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Evaluation Method in the Improvement of Central Urban District will be needed in Japan near the future. The aim of 
this study is to clarify the characteristic of Evaluation Methods in the Improvement of Central Urban District. We 
examine the present condition of the Evaluation Methods in the US and UK as advanced case of Japan. Especially, 
we examine the Evaluation Method on the cases of Town Centre management (TCM) in the UK. As a result, first, 
Key Performance Indicators (KPIs) is adopted for acquiring funds and managing projects on the cases in TCM. KPIs 
is based on objective data. Second, the ease of collecting data is important on practical use of KPIs. Third, from the 
view of index, it is important that not only quantity but also quality is considered. 
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１ はじめに 
１―１ 研究の背景と目的 
中心市街地活性化は、これからの都市型社会における大きな課

題の１つである。しかし、日本の中心市街地活性化はまだ初期段

階にあるため、しくみづくりが不十分な段階である。また、近年

では行政の市民に対するアカンウンタビリティ(説明責任)とし

ての行政評価システムが取り入れられはじめている。 

現在日本では、中心市街地活性化において評価手法が取り入れ

られる例はほとんどないが、中心市街地活性化における評価手法

は、既往の文献等1）2）3）より以下の三点において役立つものであ

ると考えられる。第1にステークホルダーへ中心市街地活性化の

効果を示し資金獲得を円滑にすすめる手段としてであり、第２に

その地区の問題把握・計画策定・効果測定の中心市街地活性化マ

ネージメントツールとしてである。さらに住民への情報提供を促

進することによって意識の向上を図ることもできる。 

 そこで、本研究では中心市街地活性化事業における評価手法に

着目し、日本における導入の現状・中心市街地活性化の先進事例

であるアメリカ・イギリスでの評価手法を調査することにより、

今後、わが国において評価手法を本格的に導入する際の一知見と

なることを目的とする。 

これまで、中心市街地活性化を扱った研究はあるが、評価とい

う観点から扱ったものはなく、本研究の意義が見出せる。 

１－２ 研究の対象と方法 
本研究では、日本とその先進事例であるアメリカ・イギリスで

の中心市街地活性化プログラム・全国組織(表1)における評価手

法の現状を文献・HP 等により調査を行った。日本においては、

各市町村の中心市街地活性化基本計画も調査し、市町村レベルで

の現状についても把握した。さらに、特に評価手法の活用方法が

興味深いイギリスTCMの事例を詳しく調査した。 

表1　取り上げるプログラム・全国組織

プログラム 全国組織
(1)

中心市街地整備改善活性
化法

中心市街地活性化推進室

大・中都市
ビジネス・インプルーブ
メント・ディストリクト
（BID)など

国際ダウンタウン協会
（IDA)

小都市
メインストリート・プロ
グラム(MSプログラム)

ナショナルメインストリー
トセンター（NMSC)

タウン・センター・マ
ネージメント（TCM）

タウン・センター・マネー
ジメント協会（ATCM)

国

日本

イギリス

ア
メ
リ
カ

 
 
２ 日本における中心市街地活性化事業評価の現状について 
２－１ 全国レベルでの現状（中心市街地活性化推進室） 
中心市街地活性化推進室は2003年12月以降、HPにおいて中

心市街地にかかる基礎的データを公開し始めた4）(表2)。中心市

街地の活性化を判断するデータを全国的に収集し始めており、中

心市街地活性化事業評価へ向けての取り組みが進んでいると言

えるが、現段階では評価制度はほとんど取り入れられていない。

また、実際にはデータが収集できていないものもかなり多く、こ

れらのデータの収集・活用方法がこれからの先の大きな課題であ

る。 

 

 

 

 

 

表2　推進室が収集している中心市街地にかかる基礎データ

人口の経年変化 人口、自然増、社会増、老年人口

小売店舗数等の経年変化 小売店舗数、大型店舗数、年間販売額、売り場面積

事業所数の経年変化 従業者数、事業所数

平均地価の経年変化 商業地地価

その他(任意調査) 空き店舗数、主要商店街の交通量、公共・公益施設数
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２－２ 市町村レベルでの現状 
推進室による「提出された基本計画の特徴」によると、37 市

町村（２）が中心市街地活性化基本計画において、評価に近いであ

ろう「客観的な目標設定」を重要な取組みと位置づけている。し

かし、特に重要と考えているところは1つもない。提出されてい

る基本計画が500以上であることから考えると、市町村レベルで

も、客観的目標設定は重要とは考えられてはいないことがわかる。 

さらに、市町村レベルでの取り組みを調べるために37市町村

の基本計画を調査した(表3,4,5)。（３） 

事業評価システムの構築が記載されている計画 5

（うち客観的な数値目標も具体的に記載されている計画） 3

客観的な数値目標が具体的に記載されている計画 20

数値目標等具体的な記載がない計画 12

表３　「客観的な目標設定」を重要な取組みと位置づけている中心市
街地活性化基本計画における数値目標設定・事業評価の現状

 
このうち、実際には数値

目標すら設定してない市

町村が 3 分の１近くある。

中心市街地居住人口・年間

小売販売額・歩行者交通量

（または来街者数）の3つ

の指標は、数値目標を記載

している市町村の半分以上で採用されている。上記の3つを中心

に、人口増加指標、ビジネス指標、観光指標にほぼ限られる。ま

た、地域性を活かした指標を設定しているところはほとんどない。

目標設定においては、過去のピークを目標としているものも多く、

計画の効果と目標数値が一致しているのか疑問が残り、達成度の

検証なども明確でない。具体性・実現性に欠けているといえる。 

５市町村の計画で事業評価システムの構築が示されていたが、

該当市町村についてヒアリング調査を行ったところ、中心市街地

活性化事業評価システムとして稼動しているものは現段階では

ない（４）。 

過去のピーク:過去のある時期の数値又はそれを超える数値設定 20

算出:現在の何割アップ等他の何かのデータから算出した数値設定 31

不明:基本計画からは設定値の根拠が読み取れないもの 19

表5　数値目標設定を記載している基本計画の指標設定方法

 
２－３ 日本における現状のまとめ 
日本では、中心市街地活性化自体が初期段階といえる。よって、

評価という観点を取り入れているものはほとんどない。しかし、

各市町村の事業効果の収集を中心市街地活性化推進室が開始し

たこと、行政評価システムの一環としての、中心市街地活性化事

業の評価システムの構築、基本計画での目標年次に達し、達成度

評価・計画の修正が行われる段階がくることなどから評価制度の

確立が今後期待されると考えられる(5)。 

 
３ アメリカ活性化プログラムの全国組織における評価手法 
３－１ アメリカにおける評価手法 
①MSプログラム5）6） 

 National Main Street Trends Survey（メインストリート調査）

が年1回実施されている。各コミュニティに調査を行う。20項

目からなり、指標が過去に比べて、増大したか、減少したか、変

わらないかを調査し、その回答割合を公表している。これから

NMSCではMSプログラムの全体の傾向を把握している(表6)。 

 また、2年ごとに、すべてのMS実施コミュニティの活動、成

果、統計、ストーリーを記録に残し、情報を交換することを目的

と し た Main Street Census of Commercial District 

Revitalization Programs(MSセンサス)も実施されている。 

1階賃貸料 小売販売額 地価 床占有率（１階）

床占有率（２階以上） 小売業数 レストラン数 専門事務所数

パーソナルサービス業数 住宅ユニット数

インターネット使用ビジネス数 家族経営ビジネス数

チェーン店数 イベント観客動員数

建築物修復プロジェクト 連邦修復税クレジット事業数 公共プロジェクト数

表６　メインストリート調査の項目

場所自由型ビジネス数　

フランチャイズ店数

犯罪率

 
②IDA7) 
 2 年ごとに主にダウンタウンマネージメント組織の運営デー

タを中心としたChief Executive Officers Surveyを行っている。こ

の中にコミュニティ指標と発生している問題点・組織に関する必

要事項の項目がある。コミュニティ指標は25項目あり、メイン

ストリート調査と同様、過去に比べての変化を調査したものであ

る。2年ごとに行われているものの単に過去と比べてどうであっ

たかを聞いているもので、2年前との単純比較はできない(表7)。 

表７　Chief Executive Officers Surveyにおけるコミュニティ指標の項目

ビジネス指標
雇用率・床占有率（オフィス)・新規オフィススペース
の創出・床占有率（小売業）・ホテル収容率

イベント・アート

集会数・集会参加者数・アートパフォーマンス参加者・
ミュージアム入場者・その組織プロデュースのイベント
数・その他のコミュニティイベント数・スポーツイベン
ト参加者

居住 居住者数・住居選択の多様性

犯罪 軽微犯罪数・重大犯罪数

学業関係 学生数・学校数

公共交通 公共交通の利便性・公共交通機関乗客数

地域環境 混雑度合い・環境汚染度合い・地区の外観の質・緑地量

その他 政府勤務者数  
３－２ アメリカ両組織における評価に対する考え方 
 どちらのプログラムの全国組織も各地方組織に対してアンケ

ートの形での指標評価を行なっている。以下の特徴が挙げられる。 

①マネージメントツールとして利用するというよりも、全国組織

の実情の把握、情報公開の側面が強い。 

②個々の事業の成果を測るというよりも全体の活性化の効果を

測るために指標を設定している傾向がある。 

③各プログラムの活性化の重点に関する項目がある(６)。 

 
４ イギリスTCMにおける評価手法 
４－１ イギリスTCMの評価手法の概要 
 TCMでは、主要達成度指標（Key Performance Indicators：以

下 KPIs）を使った指標評価が行われている。これは新規来客者

数や犯罪減少率などのデータ測定に基づいているものである2）。 

もともとは個々のTCM組織から始まったもので、それぞれ指標を 

 

 

 

 

 

 

人
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小
売

歩
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・
来
街

観
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・
交
流

地
元
購
買
・
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収

従
業
員
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数

空
き
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そ
の
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合
計

平
均
指
標
設
定
数

18 15 12 7 5 3 3 7 70 3

表４　数値目標設定を記載している基本計
画の指標の内容

表８　ATCMマニュアルにおける評価項目

タウンセンターまたは地域全体の基
本データ(Regional　Health)

人口、雇用、会社・店舗数

マーケットに関するデータ(Town
center Health)

空き店舗率、地価、小売業売上

TCMで行う事業を中心とするデー
タ(Town center Progress)

訪問客数、駐車場、公共交通、防犯、多様
性、公共設備、環境整備、特別な用途の設
備(託児所など)、マネージメント活動

観光・ナイトスポットに特化したエリ
アに対するもの(Optional Town
Specific Indicator)

観光、イブニングエコノミー

（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 3 2004 年 11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 3, Nov. 2004 

- 83 - 



 

設定しているが、現在では

ATCM によるKPIs のマニュア

ル8）(以下マニュアル)が作成

されている。マニュアルは規

定的なものではなく、これを

基に各TCM組織が必要な指標

を選び出すというものである。項目ごとにコアデータ、オプショ

ンデータが示されている(表 8,9)。 また、巻末には、データ収

集用シートとアンケートを行う際の設問例があり、実際にデータ

を収集する際の手助けとなるツールを提供している。 

４－２ 実際の使用割合 
 Sophie Hoggらが行った、228の

TCMへのKPIs使用におけるアンケ

ート調査の結果より実際の活用度

に対して考察する(７) (表10)。回答

団体の内の８７％が何らかの形で

KPIs を使用しており、日本の中心

市街地活性化基本計画における客

観的数値目標の設定割合とは、比

較にならないくらい高い。また、

地域独自にKPIsを設定しているこ

とがわかる。指標別使用割合につ

いては、使用割合の上位に入って

いるものは、前述のマニュアルで

もコアデータとなっている。下位

のものは、マニュアルの項目には

見当たらない。また、多様性、環境整備、マネージメント活動に

関する指標はあまり使われていない。しかし、利用者調査がかな

り高い割合であり、これらで多様性や環境面の満足度調査をはか

っている可能性もある。また、日本の数値目標設定においても設

定数が多かった来客数・小売業売り上げがやはり上位にきている。 

４－３ 事例（ノッティンガムの事例） 
 ここでは、実際の活用事例としてノッティンガムTCMにおける

評価手法について述べる。ノッティンガムTCMはビジネスプラン

におけるノッティンガム中心市街地の成果と TCM の成果をモニ

ターする事業の1つである「主要成果指標に関する年次報告書」

の発行を行っている9)。2002年版は以下の10項目となっていて、

指標評価をしない項目もある 10)。そして、指標評価の多くは規

模的に比較しうる他の５都市(Leedsなど)を設定し、比較分析を

行っている(表11)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ イギリスＴＣＭの評価手法の特徴 
５－１ 目的面 
①資金獲得 
 TCMは民間で自主的に始められた試みであり、民間からの財源 

合も高い11)。民間企業は、TCMへの資金提供を自身のビジネス向

上のための投資とみている。よって、資金提供者に利益があると 

証明されることによって資金提供が続くのであり、そのための手

段として評価手法が導入されたのである 2)3)。マニュアルにおい

ては、資金獲得は目的としては明記されていないものの、KPIs

の重要性についての記述や各項目のデータの必要性の記載内容

から読み取ることが出来る(9)。また、４－２のアンケートでも比

較対照ベンチマークとして他の地区との比較を設定したものが

50％に上っている(10)。これも他の地区に比べて街の魅力がある

ことやTCM活動が成果を挙げていることを示し、資金獲得をより

円滑に進めるためであると考えられる。 

②マネージメントツール 
 政府、ATCMともに成果のモニターを重要視している。1996年

に改定されたPPG６において、中心市街地の変化の監視・活力と

成長力の測定のために、重要指標情報を収集することに関する記

載がある8)9)。また、評価手法はマネージメントツールとしてTCM

のサイクルに取り入れられている 12）。マニュアルにおいてもマ

ネージメントよる成果評価が目的として明記されている。 

５－２ 活用面 
①主観評価メインから客観評価メインへ 
 評価手法は、当初はヘルスチェック(設定した各項目において

１～５などの簡単なスコアをつけるもの)が行われていた。しか

し、ヘルスチェックは実行者の主観に左右され、一貫性がなく、

妥当性に疑問があるとされた。そこで、客観性を高めるため、KPIs

を導入するようになった2）。 

②各TCM組織からのフィードバック 
 マニュアルはあくまでガイドであり、決定的なものではないと

している。全ての指標を入れなくてはいけないのではなく、その

タウンセンターに適切なもの、現実的には実行可能なものを取り

入れるのである。ATCM は、マニュアルの指標を使用した各 TCM

組織からのフィードバックを求めている8)。全国組織が理想的に

指標を並べるのではなく、実際の事例を反映させようとしている

ことがわかる。 

③データ収集の重視・パートナーシップ 
KPIs の各項目が実際に使われている割合は、重要性よりもデ

ータ収集のしやすさに影響を受けている。例えば、４－２のアン

ケートの結果でも、資金投資額の指標は重要度が高いとみなされ

ているが、３分の１のスキームしか実際にこの指標を採用してい

ない2)。これは資金投資額のデータを収集するのが困難であるこ

とを反映している。 

よって、マニュアルも指標項目のみを記載しているのではなく、

実務に対応できるように、データの具体的な取得手段等データ収

集法にかなりの分量を割いている。注意点にもデータ収集の際の、

時間･コストをはじめとする収集の困難さが書かれていることも

多く、実際に活用するには評価自体の選び方・重要度以上にデー

表９　各項目の記載内容

１、望ましい調査頻度

２、データ・オプションデータとそ
の活用法・なぜその指標が必要なの
かの説明

３、具体的なデータの集め方

４、データの活用の仕方、収集にお
ける問題点・注意点

５、具体的な活用例概要

駐車場利用 90%

来客数 87%

空店舗率 84%

盗難数 79%

万引き数 74%

利用者調査 71%

小売業売り上げ 70%

暴力事件数 69%

Aゾーン賃貸料 51%

小売業投資額 48%

公共交通利用数 43%

資金投資額 35%

収益率（PPG6で定義) 32%

用途変換 25%

新規雇用創出 22%

1階の非小売業率 17%

その他
(8) 12%

表１０　指標別使用割合

項目 指標の例または記載内容

１、アクセシビリティ バスサービスへの満足度

２、歩行者通行量 歩行者通行量

３、小売動向・開発投資計画 空店舗率

４、住宅開発 住宅建設数

５、オフィス開発 主要オフィス賃貸料

６、レジャー・ホテル 建設中のホテルの情報の記載

７、クレーン使用工事数 工事の内容の記載

８、安全性 犯罪別発生数・増加率

９、環境対策 環境対策の内容の記載

１０、マネージメント活動 活動内容の記載

表１１　ノッティンガムTCM「主要成果指標に関する年次報告
書2002年版」における項目
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タ取得のしやすさが大きな問題になっている。 

そして、アンケートのデータソースに対する回答(11)では、公セ

クターである地元行政、TCMにおける代表的な民セクターである

小売業者、そしてTCM自体が主要な情報源になっており、TCMの

公･民セクターとの有効なパートナーシップの構築が、データを

収集しやすくする。 

５－３ 指標設定について 
①各事業別と全体の効果指標 
 マニュアルにおいて、防犯対策などの各事業の成果具合が

Town center Progress の項目に対応している。Town center 
Health はマーケット指標であり、全体の活性化の効果を測るこ

とに対応している。中心市街地の評価では経済的な効果が一番有

効であり、他の事例との評価もしやすいと考えられる。さらに環

境・安全性・街の魅力・交通などの面の指標が必要であるのは、

向上するにつれて経済効果も増すが、経済効果では表現しきれな

い満足度・独自性を評価している側面が強いからだと考えられる。 
②質の表し方・主観評価 

基本的にデータは数値で表されるものだが、犯罪率においては

それぞれの犯罪別の犯罪率を使ったり、店舗の多様性を示す指標

を取り入れたりすることなど、量だけでなく質も評価できるよう

な指標がマニュアルでは示されている。さらに客の満足度を指標

として、主観的評価を取り入れたもの(12)も示されている。 

客への調査から客観的なデータが得られるものもあり、アンケ

ートの必要性は高い。さらに評価する上では、主観的評価をデー

タ化したものも重要になってくる。マニュアルにおける利用例で

も、データの裏づけや改善の成果を客への評価アンケートでとっ

ているケースが多く、アンケート設問例も記載されている。また、

表10の指標別使用割合でも利用者調査が71%と高い。アンケー

トによる主観メインの調査と客観的データメインの指標をお互

いに補完するものとして利用することが、バランスのとれた評価

に役立つと考えられる。 

５－４ 問題点 
KPIs の問題点としては、マニュアルはあるものの、それぞれ

の TCM が独自の指標の組み合わせを使っており、すべての TCM

での指標の統一の必要性があることが挙げられる。これは、資金

提供をするステークホルダーが各TCMを評価するのを容易にし、

さらに全体としての TCM のコンセプトの信頼性と将来を得るこ

とに寄与する2)。そして、資金提供が評価手法の最大目的である

ものの、TCMに資金提供をしている民間企業は、全国的な大企業

に限られていること(13)11)、分析・利用ではなくデータ作成が目的

になる危険性も問題点として挙げられる。 

 
６ まとめ 
イギリスでは、資金獲得やマネージメントを目的として評価を

利用しており、日本においても評価手法導入は、補助金依存、事

業の非効率性、効果測定の不足などの問題の解決の糸口になるだ

ろうと考えられる。 

 評価手法導入のための条件としてはまず評価の土壌というべ

き「各地域における主体がお金を出し合い、それが有効に活用さ

れるようになるという資金に対する考え方」が挙げられる。そし

て、各TCMがまず独自にKPIsを活用し、それをATCMがマニュア

ル化やフィードバックを行うというような「上下関係ではなく、

各市町村は主体的に活性化に取り組み、全国組織が他地域にフィ

ードバックさせるという全国組織(もしくは国)と各市町村との

関係」、さらにデータ収集の容易さが何よりも大切なことから「全

国組織の支援・パートナーシップの構築によるより容易なデータ

収集」の以上3点があげられ、仕組み作りの一環としての評価手

法の確立が期待される。また、具体的な指標内容としては、全国

的に採用するコア指標と各自治体独自の指標があることが望ま

しい。 

 
補注 
(1)日本の中心市街地活性化推進室のみ国の組織であり、アメリカ・イ         

ギリスの全国組織はNGO組織である。 

(2)舞鶴市は東・西地区で別々に基本計画を提出していて、38 団体だが、

ここでは東・西合わせて1つの市町村と見なす。 

(3)中村市、和泉市は概要版しか入手できなかった。 

(4)足利市は評価システムの構築はしている。 

(5)さらに、まちづくり交付金においては事前の具体的目標設定と事後評

価の重視を軸とした評価方法を導入している。13) 

(6)MSプログラムは、その成立過程から建築物修復面に重点を置いている。

IDAはソフト面の指標が多く中心市街地を様々な視点からみている。 

(7)参考文献２）におけるアンケートである。KPIsの使用について228の

TCMにアンケートを行った。回答数は228のうち100(回収率44％）で

ある。アンケートの結果として、KPIs を使用しているTCM の割合、指

標別使用割合、各指標の重要度、データソース、比較対照するベンチマ

ークに何を設定しているかが記載されている。 

(8)その他には、車に関する犯罪、CCTVのユーザーに与える影響、タウン

センターの多様性、雰囲気の質、ショップモビリティなどが含まれる。 

(9)例えば、KPIsの重要性では、「そのような証拠(KPIsによる結果)はTCM

活動の資金源・サポートを得るのに役に立つ」と記載されている。 

(10)以前の実績81％ 他地区との比較50％ ある設定した基準36％など

(複数回答可) 
(11)地元行政27％ TCM19% 小売業者18％ 警察13％ その他10％など 

(12)店舗の多様性への満足度・駐車場の安全性の対価価値など 

(13)そこで、BIDの導入が検討されている。 
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