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歴史文化が薫る有年駅周辺地区都市再生整備計画

社会資本総合整備計画（第２回変更）

兵 庫 県 赤 穂 市



歴史文化が薫る有年駅周辺地区都市再生整備計画

平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 赤穂市、兵庫県

・定住人口の増加及び観光客の増加により、有年駅利用者数を287人から315人へ増加（有年駅乗車客数）
・歩車分離道路の整備により、地区内通学路の危険箇所率を22%から5%へ減少（通学路危険箇所率）
・歴史文化資源の魅力の発信等により、歴史文化資源（文化財）への来訪者数を455人から555人へ増加（歴史文化資源来訪者数）

（H26当初） （H28末） （H30末）

有年駅乗車客数（人/日）

地区内の通学路の総延長に対し、安全・安心な対策を要する道路延長の割合（％）

有年考古館の入館者受付簿人数（人/月）

うち提案事業 15百万円

Ａ1　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） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30 策定状況

1-A1-1 都市再生 一般 赤穂市 直接 956

合計 956

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 策定状況

合計 0

Ｃ　効果促進事業（該当なし）

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 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

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 備考

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

D-1 地籍整備 一般 兵庫県 間接 赤穂市 赤穂市　社会資本円滑化地籍調査事業　 赤穂市 2

合計 2

番号 備考

D-1 基幹事業（1-A-1)の都市再生整備計画に併せ、当該計画区域内の地域において地籍整備を行うことで都市開発等の円滑化を図る

費用便益比

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容

（面積等）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）

市町村名

事業実施期間（年度）

全体事業費

（百万円）

（参考様式２）　　社会資本総合整備計画 平成30年3月　日

計画の名称

計画の期間 交付対象

最終目標値

赤穂市 歴史文化が薫る有年駅周辺地区都市再生整備計画事業 A=183.0ha 赤穂市

0百万円Ｂ
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

市町村名
全体事業費

（百万円）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
958百万円 Ａ 0.0%

計画の目標

重点配分対象の該当

備考

大目標：駅周辺の賑わいの再生と歴史文化遺産と共生した安全・安心な都市の構築
   １．交通結節点機能の向上と、安全・安心な生活基盤施設の整備による駅周辺の賑わいの再生
   ２．鉄道及び国道２号バイパス横断に対する地域住民や、歴史文化遺産回遊者、駅利用者の安全・安心な交通路の確保
   ３．歴史文化遺産や自然環境を活用した魅力の発信

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　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
当初現況値 中間目標値

0百万円 Ｃ Ｄ 2百万円
956百万円

費用便益比

一体的に実施することにより期待される効果

455 － 555

面積　0.21K㎡

287

22%

315－

－ 5%

全体事業費

（百万円）市町村名
事業実施期間（年度）



（参考図面）

計画の名称 歴史文化が薫る有年駅周辺地区都市再生整備計画

計画の期間 平成26年度　～　平成30年度　（5年間）

平成２９年１１月

交付対象 赤穂市、兵庫県
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都市再生整備計画（第１回変更）
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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 183 ha

平成 26 年度　～ 平成 30 年度 平成 26 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／日 平成２４年度 平成３０年度

％ 平成２５年度 平成３０年度

人／月 平成２４年度 平成３０年度

都道府県名 兵庫県
ひょうごけん

赤穂市
あこうし

　歴史
れきし

文化
ぶんか

が薫
かお

る有年
うね

駅
えき

周辺
しゅうへん

地区
ちく

計画期間 交付期間 30

大目標：駅周辺の賑わいの再生と歴史文化遺産と共生した安全・安心な都市の構築
   １．交通結節点機能の向上と、安全・安心な生活基盤施設の整備による駅周辺の賑わいの再生
   ２．鉄道及び国道２号バイパス横断に対する地域住民や、歴史文化遺産回遊者、駅利用者の安全・安心な交通路の確保
   ３．歴史文化遺産や自然環境を活用した魅力の発信

○本地区の位置づけ
　・赤穂市は西播磨テクノポリスの副母都市と位置づけられ、生活機能の充実などその役割を果たすことが求められており、本地区はその核である播磨科学公園都市から約１１kmの位置にある。
　・本地区は赤穂市の北部に位置し、JR山陽本線が地区内を通り、赤穂市の北部地域の生活拠点に位置付けられ、近隣の中核都市である姫路市まではJR直通で２５分、また県庁所在地である神戸市までJR直通で約１時間７分でアクセスできる通勤・
    通学圏であり、居住環境の向上と都市機能の充実を推進することとしている。
○本地区の現況
　・本地区を横断する国道２号は、従来より交通量が多く、沿道環境は騒音等環境基準を大きく上回り、交通渋滞や事故が多く発生する道路であったため、土地区画整理事業に合わせ４車線化によるバイパス計画がなされ、平成１２年に事業化された。
　・赤穂市有年地区は古墳や遺跡が数多く有り、江戸時代には山陽道（西国街道）が通り宿場町として栄え、歴史文化遺産が多い地域である。
　・本地区南側約１kmには自然環境とのふれあいの場として整備された「赤穂ふれあいの森」があり、子供から高齢者まで多くの利用者がある。
　・昭和の時代の本地区駅周辺には、食品スーパーや飲食店等、商業施設があったが、道路網が整備されていないことや、駅の老朽化、また、自然環境や歴史文化遺産等の地域資源の活用がなされにくい環境であったこともあり、商業施設は撤退し、
    駅周辺の賑わいが無くなり、生活拠点としての機能が衰退しつつある。
○これまでの取組み
　・国道２号バイパス計画と合わせ、有年駅を中心に都市生活ゾーンとして、駅周辺の賑わいを再生し、かつ、駅周辺に生活利便施設を集積し、快適で機能的な居住環境を創出するため、有年駅の橋上化を含めた土地区画整理事業を実施している。
　・有年駅舎の橋上化に合わせ南北自由通路の整備を行い駅周辺の利便性の強化と、駅周辺の賑わいの再生に取り組んでいる。

  ・本地区は東西にJR山陽本線が通り、国道２号バイパス（４車線）も整備されることから、地域住民（学童含む）や、歴史文化遺産への回遊者、有年駅の利用者等が地区の南北を安全・安心にアクセスできる交通路の整備が急務となっている。
  ・赤穂市の北部玄関口である有年駅周辺の交通結節点機能としての駐車場や、案内所、情報板等の利便施設が不足している。
  ・駅周辺の賑わいの再生のための道路・広場等の整備、さらに地区内における災害対策としての安全・安心な地域生活基盤施設の整備が求められている。
  ・歴史文化遺産等、観光資源を有効活用するための交通手段の確保やサイン設置が急務となっている。
  ・平成２８年度の駅舎整備完了を契機とする有年駅周辺の賑わいの再生のため、土地の利活用に向けた検討や観光資源の開発・発信等、まちづくり活動の推進に向けた協議会の設置が急務である。

（赤穂市総合計画）
  ・有年駅周辺はまちづくりの指標に都市生活ゾーンと位置づけられ、快適で機能的な生活基盤を整備し、生活環境が充実した利便性の高い地域とすることを定めています。
  ・有年駅周辺は国道２号バイパス、JR駅舎整備等と一体的な土地区画整理事業の推進により、公園や下水道など都市基盤の充実を図り、環境負荷の小さな都市の構築、少子高齢化に対応した生活機能の集積、防災等、ユニバーサル社会に対応し
    たまちづくりを推進することとしている。
  ・歴史文化遺産の活用について、地域の文化財をまちづくりや地域活性化の資源として活用することとし、資料の作成とPRを行うこととしている。
（赤穂市都市計画マスタープラン）
  ・有年駅周辺では、市北部における拠点地区の形成が必要とされている。
  ・有年駅周辺及び国道２号沿道を商業業務地と位置づけている。
（赤穂市国土利用計画）
  ・本地区周辺は、貴重な古代遺跡群が残されており、その保存整備を図りながら生活・文化が一体となった新しい都市圏を形成することとしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

JR有年駅の乗車客数 有年駅乗車客数（JR統計による）
快適で機能的な生活基盤の整備による定住人口の増加、及び歴
史文化遺産等の魅力発信による観光客の増加に伴う有年駅利用
者の増加によって駅周辺の賑わいの再生を推進する。

287人／日 315人／日

通学路における危険箇所率
地区内の通学路の総延長に対し、安全・安心な対策を要す
る道路延長の割合

西側南北横断道路等の歩車分離道路の整備によって、地区内通
学路の危険箇所率が減少し、本地区内においての学童をはじめと
する地域住民や回遊者の安全・安心な交通路を確保する。

22% 5%

歴史文化資源（文化財）への
来訪者数

有年考古館の入館者受付簿人数
歴史文化資源の魅力の発信や、駅からの移動手段の確保によっ
て来場者数の増加を目指す。

455人／月 555人/月



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

・情報板整備（基幹事業：地域生活基盤施設）
・レンタサイクル事業（提案事業：地域創造支援）
・まちづくり協議会事業（提案事業：まちづくり活動推進）
・歴史散策マップ作成（提案事業：まちづくり活動推進）

○関連事業の熟度
　　・西播都市計画事業有年土地区画整理事業（関連事業）平成１３年２月６日（事業計画の決定公告）
　　・国道２号相生有年道路改築事業（関連事業）平成１２年度事業着手
　　・有年横尾線整備事業（関連事業）平成２３年６月１０日事業認可
　　・赤穂市公共下水道整備事業

○交付期間中の計画の管理
　　・交付期間中においては、各事業の進捗や成果を土地区画整理地区内の広報誌や、周辺自治会に対し継続的に周知する。
　　・まちづくり協議会等において定期的に会議を開催し、計画の進捗管理を行う。

○事業終了後の継続的なまちづくりについて
　・各自治会やまちづくり協議会による公園や駅周辺の清掃、地域の魅力発進に向けた取組を継続的に行うことが見込まれる。

○歴史文化遺産等の活用における他地区との連携
　・本地区においては、整備方針のとおり歴史文化遺産や自然環境を活用した魅力の発信を行い、来訪者の増加に向け取り組んでいくとともに、本地区のみの来訪に留めることなく、
　　市内他地区の歴史文化遺産等と連携することにより、市内全域の歴史文化遺産来訪者の増加を図っていく。
　　（赤穂城跡等の本地区以外の歴史文化遺産への案内、市内循環バス、圏域バス（ともに利用料金100円）等の公共交通機関の利用促進等。）

方針に合致する主要な事業

整備方針１　（交通結節点機能の向上と、安全・安心な生活基盤施設の整備による駅周辺の賑わいの再生）
・駅周辺の利便性の向上による賑わいの再生のため、駅前広場の施設整備を行う。
・赤穂ふれあいの森や、歴史文化遺産等への誘導等の総合案内所及び情報板を整備し、交流機能拠点としての機能強化を図る。
・駅周辺の利便性の向上のため、駐車場及び自転車駐輪場を整備する。
・駅周辺を中心とする地区内の生活環境の向上のため、安全・安心な生活基盤施設の整備を行う。
・今後のまちづくりに資するため、事業の効果を調査・分析する。

・駅前広場整備（基幹事業：高質空間形成施設）
　　公衆トイレ、照明施設、モニュメント等
・情報板整備（基幹事業：地域生活基盤施設）
・総合案内所整備（基幹事業：高次都市施設）
・自転車駐車場整備（基幹事業：地域生活基盤施設）
・駐車場整備（基幹事業：地域生活基盤施設）
・耐震性貯水槽整備（基幹事業：地域生活基盤施設）
・事業効果分析（提案事業：事業活用調査）

整備方針２　（鉄道及び国道２号バイパス横断に対する地域住民や、歴史文化遺産回遊者、駅利用者の安全・安心な交通路の確保）
・平成２８年度の橋上駅舎の完成に向けて、歴史文化遺産回遊者、駅利用者の回遊性を高めるため、鉄道、国道２号バイパスを安全・安心に横断する
  交通路の整備を行う。
・地区内の避難所として指定されている原小学校への地区住民の安全・安心な避難ルートを確保するために、地区南北の横断道路の整備を行う。
・地区西側の住民の国道２号バイパスに対する安全・安心な横断のため、かつ駅へのアクセス向上のため新設の連絡道路整備を行う。

・西側南北横断道路整備（基幹事業：道路）
・東側南北横断道路整備（基幹事業：道路）
・西側連絡道路整備（基幹事業：道路）
・有年横尾線（自由通路）整備事業（関連事業）

整備方針３　（歴史文化遺産や自然環境を活用した魅力の発信）
・歴史文化遺産等まで円滑に移動できるように案内誘導の情報板を整備する。
・歴史文化遺産等の各目的地までの移動手段としてレンタサイクル事業を行う。
・歴史文化遺産を活用した魅力発信のため、まちづくり協議会の活動支援、歴史散策マップの作成及び歴史文化遺産スタンプラリー等地区内の回遊を
　高めるイベントを行う。



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 赤穂市 直 L=848m 26 30 26 30 607 607 607 607 －

道路 東側南北横断道路 赤穂市 直 L=751ｍ 28 30 28 30 185 185 185 185 －

道路 西側連絡道路 赤穂市 直 L=432m 27 30 27 30 43 43 43 43 －

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 赤穂市 直 18箇所 28 30 28 30 13 13 13 13 -

地域生活基盤施設 駐車場 赤穂市 直 A=890㎡ 28 30 28 30 24 24 24 6 -

地域生活基盤施設 自転車駐車場 赤穂市 直 2箇所 28 30 28 30 13 13 13 13 -

地域生活基盤施設 地域防災施設 赤穂市 直 2基 27 30 27 30 20 20 20 20 -

高質空間形成施設 赤穂市 直 2箇所 28 30 28 30 21 21 21 21 -

高質空間形成施設 照明施設、モニュメント 赤穂市 直 8基 28 30 28 30 26 26 26 26 -

高次都市施設 赤穂市 直 20.00㎡ 28 30 28 30 7 7 7 7 -

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 959 959 959 941 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

駅前広場周辺 赤穂市 直 １式 28 30 28 30 6 6 6 6

赤穂市 直 １式 30 30 30 30 5 5 5 5

協議会 間 １式 28 30 28 30 3 3 3 3

歴史散策マップ作成 　- 協議会 間 １式 28 28 28 28 1 1 1 1

合計 15 15 15 0 15 …B

合計(A+B) 956
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

赤穂市 国土交通省 ○ ○ H13 Ｈ30 8,000

赤穂市 国土交通省 ○ Ｈ23 Ｈ29 430

赤穂市公共下水道事業 赤穂市 国土交通省 ○ Ｈ10 Ｈ31 3,600

国土交通省 国土交通省 ○ Ｈ4 Ｈ35 32,400

合計 44,430

国道２号相生有年道路

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

有年土地区画整理事業

有年横尾線（自由通路）整備事業 有年横尾線

国道２号相生有年道路整備事業

事業活用調
査

事業効果分析 　-

まちづくり活
動推進事業

まちづくり協議会事業 　-

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

レンタサイクル事業

規模事業 事業箇所名 事業主体 直／間

住宅市街地
総合整備
事業

総合案内所（観光交流センター）

情報板

公衆トイレ

382.4 国費率 0.4

交付期間内事業期間

西側南北横断道路

事業箇所名 直／間 規模
（参考）事業期間

連携生活拠点誘導施設

交付対象事業費 956 交付限度額

細項目
事業 事業主体



JR有年駅の乗車客数 （人/日） 287 （H24年度） → 315 （H30年度）

通学路における危険箇所率 （％） 22 （H25年度） → 5 （H30年度）

歴史文化資源（文化財）への来訪者数 (人/月） 455 （H24年度） 555 （H30年度）

歴史
れ き し

文化
ぶ ん か

が薫
か お

る有年駅
う ね え き

周辺
し ゅ う へ ん

地区（兵庫
ひ ょ う ご

県赤穂
あ こ う

市）　整備方針概要図

目標
大目標：駅周辺の賑わいの再生と歴史文化遺産と共生した安全・安心な都市の構築
   １．交通結節点機能の向上と、安全・安心な生活基盤施設の整備による駅周辺の賑わいの再生
   ２．鉄道及び国道２号バイパス横断に対する地域住民や、歴史文化遺産回遊者、駅利用者の安全・安心な交通路の確保
   ３．歴史文化遺産や自然環境を活用した魅力の発信

代表的
な指標

有
年

ポ
ン

プ
場

ＪＲ山陽本線

国
道

２号
バ

イ
パ

ス

国
道

３
７

３
号

至　姫路

至
　

岡
山

国道２号

有年考古館

鴾ヶ堂城跡展望台

（赤穂ふれあいの森）

蟻無山古墳

木虎谷古墳群

農耕図絵馬
・農村舞台

塚山古墳群

赤穂義士
画像図絵馬

○関連事業
有年土地区画整理事業 A=55.0ha 

□提案事業（地域創造支援）

レンタサイクル事業

地蔵立像板碑

東有年・沖田
遺跡公園

埋蔵文化財調査
事務所

有年家長屋門

■基幹事業（地域生活基盤施設)
情報板整備

□提案事業（まちづくり活動推進事業）

まちづくり協議会事業

歴史散策マップ作成事業

有年原・田中遺跡公園

東有年・沖田遺跡公園

有年中学校

□提案事業（事業活用調査）

事業効果分析

○関連事業
赤穂市公共下水道事業

ＪＲ有年駅

有年原・田中
遺跡公園

原小学校
（避難所）

■基幹事業（道路)
東側南北横断道路 L=751m  

■基幹事業（地域生活基盤施設) 

耐震性貯水槽 2箇所

■基幹事業（地域生活基盤施設)

自転車駐車場 2箇所（Ａ＝23㎡）

○関連事業

有年横尾線整備事業 L=30m  

（自由通路）

■基幹事業（道路)

西側連絡道路 L=432m

■基幹事業（高質空間形成施設)

駅前広場整備（駅北広場、駅南広場）

（照明施設、公衆トイレ、モニュメント等）

■基幹事業（地域生活基盤施設) 

駐車場 Ａ＝890㎡

○関連事業

一般国道２号相生有年道路改築事業

■基幹事業（道路)

西側南北横断道路 L=848m  

■基幹事業（高次都市施設）

総合案内所整備



計画の名称：  歴史文化が薫る有年駅周辺地区　　　事業主体名：　赤穂市          　

チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 ○

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 ○

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 ○

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境

（都市再生整備計画事業等タイプ）

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性

④事業の効果

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応



（単位：百万円）

H26 H27 H28 H29 H30

35.6 28.0 54.0 231.4

0.0 0.0 0.0 0.0

35.6 28.0 54.0 231.4

0.0 21.6 0.0 0.0

14.0 49.6 54.0 231.4

21.6 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

- - - -

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

支払済額
（e） 翌年度繰越額

（f）

うち未契約繰越額
（g）

不用額
 （h = c+d-e-f）

未契約繰越＋不用率
 (h = (g+h)/(c+d)）

交付金の執行状況 
配分額

 （a）

計画別流用
 増△減額

 （b）

交付額
（c=a+b）

前年度からの繰越額

（d）


