
平成 30 年 ３ 月 26 日

1 高岡市の歴史と伝統を活かした住みよいまちづくり

平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 高岡市

高岡の歴史と伝統を活かした市民が誇りと愛着をもって住み続けるまちをつくるとともに、歴史や伝統に触れることを目的として多くの人が高岡を訪れることによる交流人口の拡大を図る。

・「高岡の歴史や文化」に対する市民満足度を高める。

・高岡を訪れる観光客を増やす。

・歴史・文化施設を訪れる人を増やす。

（H24当初） （H26末） （H28末）

① 　「高岡市の歴史や文化」に魅力を感じる市民の割合

　　　アンケート調査結果

② 　街なみ環境整備事業地区への観光客入込み数

　　　事業地区への観光客入込み実績に、市総合計画で設定した市全体の増加率（目標）を乗じて算定

③ 　街なみ環境整備事業で整備する歴史的風致形成建造物（資料館）への入場者数

　　　市総合計画における目標値を採用

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

2,530千人／年

当初現況値のアンケート調査

はH22に実施

当初現況値の観光客入込み数

はH22の調査結果

当初現況値の歴史・文化施設

への入場者数はH22の調査結果

Ｃ

事後評価（中間評価）の実施時期

19% － 21%

2,200千人／年 －

備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

0百万円

効果促進事業費の割合

0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

（参考）　　社会資本総合整備計画（地域住宅支援）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

4,502人／年 － 6,000人／年

全体事業費

合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

155百万円 Ａ 155百万円 Ｂ 0百万円

高岡市都市計画課において実施 平成29年度

高岡市のホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

A-1 住宅 一般 高岡市 直/間 138

A-2 住宅 一般 高岡市 直/間 17

合計 155

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業
地域 交付 直接

備考

種別
種別 対象 間接

H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別
種別 対象 間接

H24 H25 H26 H27 H28

高岡市

高岡市

事業者

事業者

要素となる事業名

事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名

事業実施期間（年度）

事業者

市/民間

市/民間

歴史的風致形成建造物整備、道路

美装化、小公園及び緑地等整備、

案内板の整備

歴史的風致形成建造物整備、案内

板整備

全体事業費

（百万円）

公表の方法

旧高岡町地区街なみ環境整備事業

伏木・吉久地区街なみ環境整備事業

番号

交付対象事業

要素となる事業名

市町村名

全体事業費

（百万円）

（事業箇所）

全体事業費

（百万円）

（延長・面積等）

番号 要素となる事業名 事業内容 市町村名

種別
種別 対象 間接

H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

（百万円）



番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別
種別 対象 間接

H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

番号 備考

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

歴史的風致形成建造物の保存修理等を行った結果、「高岡市の歴史や文化」に魅力を感じる市民の割合が増加した。

Ⅰ定量的指標に関連する 山町・金屋町道路の美装化等を行った結果、街なみ環境整備事業地区への観光客入込み数が増加した。

　　　交付対象事業の効果の発現状況 歴史的風致形成建造物（資料館）整備した結果、歴史的風致形成建造物、資料館への入場者数が増加した。

最終目標値 21 %

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 29.7 %

最終目標値 2,530 千人/年

目標値と実績値 目標値には達していないが、当初現況値より増加している

に差が出た要因

最終実績値 2,236 千人/年

番号 事業者

要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容

（面積等）

市町村名

全体事業費

（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

指標①（「高岡

市の歴史や文

化」に魅力を感

じる市民の割

合）

指標②（街なみ

環境整備事業地

区への観光客入

込み数）

一体的に実施することにより期待される効果

最終目標値 6,000 人/年

目標値と実績値 目標値には達していないが、当初現況値より増加している

に差が出た要因

最終実績値 4,527 人/年

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

生活環境施設整備、歴史的風致形成建造物整備、案内板の整備、道路美装化等を行い、観光客入込数のさらなる増加を目指す。

生活環境施設整備、歴史的風致形成建造物整備等を行い、歴史・文化施設の入場者数の増加を目指す。

込み数）

指標③（街なみ環

境整備事業で整備

する歴史的風致形

成建造物（資料

館）への入場者

数）



（参考様式３）

計画の名称 1 高岡市の歴史と伝統を活かした住みよいまちづくり

計画の期間 平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付対象 高岡市

地区

旧高岡町

【整備方針】

市指定文化財及び登録有形文化財を歴史的風致

形成建造物に指定し、保存･修理を行うとともに、安

全で快適な道路空間や案内板の整備を図る。

【山町・金屋町道路整備事業】

（道路美装化）

山町筋と金屋町の２つの重伝建を

結び、歩行者が安全で快適に歩け

る道路として整備する。

金屋町重要伝統的建造物群保存地

区（千本格子の家並み）

歴史的風致形成建造物整備

街なみ環境整備事業地区 約266ha

景観形成重点地区（市指定）

回遊ルート

小公園(既存)

街なみ環境整備促進区域 約266ha

新高岡駅

国宝 瑞龍寺

高岡古城公園

山町筋重要伝統的建造物群保存地

区（土蔵造りの町並み）

国史跡 前田利長墓所

瑞龍寺と墓所を結ぶ参道

【歴史的風致形成建造物整備】

（大手町神明社 修理補助）

市指定有形文化財である大手町神

明社を歴史的風致形成建造物に

指定し、保存・修理を行う。



（参考様式３）

計画の名称 1 高岡市の歴史と伝統を活かした住みよいまちづくり

計画の期間 平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付対象 高岡市

地区

伏木・吉久

吉久の旧街道と伝統的家並

【整備方針】

市指定文化財及び登録有形文化財を歴史的風致形

成建造物に指定し、保存・修理を行うとともに、歴史

的町並みと連携した活用を図る。

【伏木北前船資料館整備】

現在残された主屋や土蔵は

伏木の港としての性格を垣

間見る上で貴重な建物

【高岡商工会議所伏木支所整備】

明治時代に、銀行として建てられ

た洋風の土蔵造り建築物

(重文)勝興

JR伏木駅

歴史的風致形成建造物整備

小矢部川

旧参道と寺内町の町並み

街なみ環境整備事業地区 約139ha

回遊ルート

街なみ環境整備促進区域 約139ha

小公園（既存）


