
重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ にぎわいと魅力あふれるまちづくり

計
　
画

主なSDGsゴール
※SDGs（持続可能な開発目標）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための2030アジェンダに記載された2016年から2030年までの国際目標です。

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

地域団体や企業等と連携協力して、集客力の高いイベントを実施し、活気とにぎわいがあふれるとともに、うるおいとみどりのある美しいまちを実現
することで区の魅力を高める。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・地域団体や企業等と連携し、当区が主催・共催した各種イベントの来場者数について、平成29年度、平成30年度は7万人を超過、令和元年度は9
万人を超過した。

　■主催・共催イベントの来場者数

　

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

「のだふじ巡り」や「ざこばの朝市」など区の特性を活かしたイベントを継続的に開催し、区外からの来場者も増加しているが、さらに駅周辺や水辺な
どの拠点となるエリアから福島区内を回遊させることができる新たな魅力づくりに取り組む必要がある。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

地域団体や企業等と一層の連携を図ることで、区内外から人が集まるイベント等を開催し、効果的な区の魅力発信に努める。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

・新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが中止になる中、地域団体や企業等と連携を図り、新しい生活様式、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止策やガイドラインを遵守し、安全・安心に一層配慮した「ふくしまてんこもり２０２０」を開催し、効果的な区の魅力発信をすることが
できた。
・区民や地域団体と連携した緑化活動を通じて地域コミュニティの活性化を図り、主要駅周辺では歩道整備や植樹帯等の環境整備を行うなど、花と
みどり豊かなまちとして区の魅力を高めることができた。

【単位:人】

イベント名 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

のだふじ巡り 4,326 25,519 32,175 26,780 41,775

阪神野田駅前広場(ノダヤオンほか) 995 1,755 7,195 830 762

ほたるまちジャズライブ 1,500 1,800 1,800 1,500 2,160

ふくしま水辺フェス 6,150 920 2,000 2,000 1,080

ざこばの朝市 31,445 19,090 27,141 19,659 12,353

その他 0 2,000 115 19,325 34,936

合計 44,416 51,084 70,426 70,094 93,066



円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
・イベント「ふくしまてんこもり2020」を実施した。 ・年間を通して、新型コロナウイルス感染症の影響により、集客を伴うイ

ベントは開催できなかった。

プロセス指標の達成状況
「ふくしまてんこもり2020」で区の魅力を感じたアンケート回答者の
割合：82%

②
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策やガイドラインを遵守し
た、安全・安心に一層配慮したかたかちでのイベント開催を進める。
・オンラインによるイベント開催や、幅広い年齢層の区民が参加できる新
たなイベント開催手法の模索等について、他区の取組状況等の情報収
集に努める。

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

区の特性を活かした満足度の高い取組みを実施する。
・区の主要ターミナルである野田阪神駅前周辺地域の活性化に向けた駅
前広場の活用(ノダヤオン)
・福島駅周辺のにぎわいと安全・安心のまちづくりの取組み（ふくしまてん
こもり年1回）（再掲）
・平成29年に開設した「おおさかふくしま中之島ゲート海の駅」において、
水辺エリアの恒常的なにぎわいづくりのため台船を活用したイベントなど
の活性化事業を推進する。
・「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」において水辺エリアの魅力を
高めるイベントの実施(ふくしま水辺フェス、ざこばの朝市)
・都市景観資源などを活用した区の魅力発信の取組み（まちあるき他）
・商店街が実施する活性化事業の広報協力

・イベント満足度：参加者を対象としたアンケート調査により、「魅力を感じ
た」との回答：90%以上
【撤退・再構築基準】
同上アンケート調査の結果、「魅力を感じた」との回答が50%未満であれ
ば事業を再構築する。

前年度までの実績

【平成30年度】 主なイベント来場者数
のだふじ巡り2018：26,780人、ノダヤオン：830人、ほたるまち
JazzLive1,500人、ふくしま水辺フェス2018：2,000人、ざこばの朝市：
19,659人(4回)、「海の駅」来場者数：19,200人、まちあるき他：370人
イベント来場者アンケート調査：「また来たい」との回答した割合　95%
【令和元年度】 主なイベント来場者数
のだふじ巡り2019：41,775人(うち新規事業のだふじまつり2019:6600
人）:、ノダヤオン：762人、ふくしまてんこもり2019：7,550人(参考：
ABC:1000人）ふくしま水辺フェス2019：１,080人、ざこばの朝市：12,353人
（3回）婚活イベント：19組（男性19人・女性19人）、ほたるまち
JazzLive2,160人、「海の駅」来場者数：27,200人、まちあるき他：148人、
イベント来場者アンケート調査：「また来たい」との回答した割合　92%

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組３－１－１ 　福島区のにぎわいづくりのための事業
30決算額 8,65７千 元予算額 23,311千 ２予算額 10,821千

自
己
評
価

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・満足度の高いイベントを開催し、参加者を対象としたアンケート調査に
より「魅力を感じた」との回答で戦略の有効性を測る。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

イ

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況
②

（ⅱ）

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、10月末までの集客を
伴うイベントは中止せざるを得ない状況である。
　11月以降については、イベント開催回数・参加者数にこだわらず、新し
い生活様式、新型コロナウイルス感染拡大防止対応策やガイドラインを
遵守した、安全・安心に一層配慮したかたかちでのイベントを開催できな
いか検討を進める。
　また、オンラインによるイベント開催や、幅広い年齢層の区民が参加で
きる新たなイベント開催手法の模索等について、他区の取組状況等の情
報収集に努める。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
ア：有効であり、継続して推進
イ:有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

会場に集まるかたちのイベントは未開催につき
来場者数は測定不可 B

B

戦略の進捗状況 a

・新型コロナウイルス感染症の影響により集客を伴うイベントの開催が困
難となり、イベントの開催回数・参加者数にこだわらず、新しい生活様式、
新型コロナウイルス感染拡大防止策やガイドラインを遵守した安全・安心
に一層配慮したかたちでのイベントを開催する必要がある。

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

93,066人

めざす成果及び戦略　３－１ にぎわいと魅力あふれるまちづくり

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略（中期的な取組の方向性）

・区の玄関口となる駅周辺や水辺など、にぎわい創出の拠点となるエリア
において、地域団体や企業団体等と連携して区の魅力発信につながるイ
ベント等を開催し、集客力の強化を図る。
・区民自らが育てた花をまちなかに植えることにより、区民がうるおいの
ある美しいまちと感じられるようにする。

地域団体や企業等と連携して、区内各所に点在する区の花「のだふじ」
を活用したイベントの実施。また、区の主要ターミナルである野田阪神駅
前周辺地域の活性化に向けた駅前広場の活用や、「ざこばの朝市」など
の各種イベントの実施、水辺活性化事業として中央卸売市場前港に開設
した「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」周辺の魅力向上など、エリ
アをさらに魅力あるものとする。さらに、メディア等へイベントの情報提供
を積極的に行い、効果的な広報周知を図る。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

令和3年度までに、区主催・共催イベントの来場者数を26年度の2倍増に
する(3.5万人⇒7万人)



円 円 円

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

自
己
評
価

・春植え、秋植え花苗の出荷（15,113株）
・花苗ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ　1回　※2回予定していたが１回分は中止(新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため)
・区役所前花壇、江成公園花壇　植替え2回（夏、冬）　手入れ（毎月）
・緑化リーダー新規加入13人

・地域によっては緑化リーダーの人数が少なくなっており、新規の緑化
リーダーを募集するなど、継続的な活動ができるように負担軽減策を検
討する必要がある。

プロセス指標の達成状況
取組に対する区民モニターアンケート回答者の認知度：31.6% ②

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
・花苗の栽培が緑化リーダーの負担とならないように栽培数は現状維持
し、新規緑化リーダーの募集を随時実施する。
・公園などのふれあい花壇が新規に設置されているので花壇への花苗
の配布などにより身近な公園で区民に花を見ていただけるようにする。
・活動について、広報やSNS等で情報発信する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況
①

（ⅰ）

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
ア：有効であり、継続して推進
イ:有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・緑化リーダー(ボランティア)が種から花苗を育て、公共空間等に花を植
え管理する。種植え回数：2回（約15,000株を目標に育成)
・区民の緑化活動のきっかけ作りを目的として、区民へ花苗のプレゼント
を実施する。
・区役所前花壇・江成公園ふれあい花壇の植替え（年2回）を行うととも
に、水やりや手入れ等維持管理を行い、来庁者・来園者にうるおいのあ
る空間を提供する。
・緑化リーダーの活動について、ホームページ等で区民へ情報発信す
る。

左記取組に対する区民の認知度：50%以上(区民モニターアンケート)

【撤退・再構築基準】
区民モニターアンケート調査の結果、認知度が30%未満であれば事業を
再構築する。

前年度までの実績
【平成30年度】
・春植え、秋植え花の出荷(16,321株)
・花苗プレゼント　1回
・区役所前花壇・江成公園ふれあい花壇　植替え2回(夏・冬) 、 手入れ
（毎月）
・取組に対する区民の認知度：50.8%
【令和元年度】
・春植え、秋植え花の出荷(16,858株)
・花苗プレゼント2回
・区役所前花壇・江成公園ふれあい花壇　植替え2回(夏・冬) 、 手入れ
（毎月）
・取組に対する区民の認知度：48.6%

30決算額 714千 元予算額 746千 ２予算額 595千

具体的取組３－１－２ 花とみどりのまちづくり事業


