
平成28年12月27日

1 安全で安心な都市公園づくり（防災・安全）
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 栃木県、足利市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、那須塩原市、さくら市、芳賀町

・都市公園が貴重な生活空間であることから、老朽化した公園施設を適切に改築・更新を行っていくことにより、安全で安心な都市環境を形成する。
・防災拠点となる都市公園の整備により、地域防災力の強化を図る。

・都市公園面積の増加
・老朽化した公園施設について、改築更新済み施設数の増加を図る。

（H22当初） （H24末） （H26末）
① 平成22年度当初に対する都市公園増加面積

（都市公園供用面積） （1251.8ha） （1251.8ha） （1261.6ha）

② 改築更新を実施した公園施設数

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

　H26繰越工事完了後のH28年度に実施

　事業策定主体（栃木県都市整備課）にて評価を実施

　栃木県HPにおいて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　公園事業
事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 団体 間接 H22 H23 H24 H25 H26
1-A2 公園 一般 栃木県 直接 公園施設の改築・更新 1,768 67施設
1-A4 公園 一般 足利市 直接 91 23施設
1-A8 公園 一般 小山市 直接 142 42施設
1-A10 公園 一般 芳賀町 直接 84 5施設
1-A16 公園 一般 真岡市 直接 総合運動公園の整備 415 7.2ha
1-A18 公園 一般 さくら市 直接 さくら市 40 3施設
1-A19 公園 一般 那須塩原市 直接 112 16施設

1-A20 公園 一般 栃木県 直接 プール施設の改築・更新 300

H24:地域の
活性化を図
る都市公園
事業

1-A21 公園 一般 さくら市 直接 多目的運動場整備 590
1-A22 公園 一般 栃木県 直接 公園施設の改築・更新 184 13施設
1-A23 公園 一般 鹿沼市 直接 公園施設の改築・更新 160 1施設
1-A24 公園 一般 日光市 直接 公園施設の改築・更新 30 1施設
1-A25 公園 一般 小山市 直接 33 6施設
1-A26 公園 一般 さくら市 直接 公園施設の改築・更新 30 2施設

合計 3,979

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 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（事業箇所） （延長・面積等）

小山市 公園施設長寿命化対策支援事業（城東公園　外） 公園施設の改築・更新 小山市
さくら市 公園施設長寿命化対策支援事業(お丸山公園) さくら市

日光市 公園施設長寿命化対策支援事業(今市運動公園) 日光市

芳賀町
真岡市 都市公園事業（真岡市総合運動公園） 真岡市
さくら市 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（鬼怒川河川公園　外） 公園施設の改築・更新

栃木県 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(栃木県総合運動公園 外) 宇都宮市 外

番号 事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名

栃木県 公園施設長寿命化対策支援事業(栃木県総合運動公園 外) 宇都宮市 外
鹿沼市 公園施設長寿命化対策支援事業(千手山公園) 鹿沼市

那須塩原市 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（烏ヶ森公園　外） 公園施設の改築・更新 那須塩原市

栃木県 都市公園事業（栃木県井頭公園） 真岡市

さくら市 都市公園事業（さくら市総合公園） さくら市

芳賀町 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（かしの森公園　外） 公園施設の改築・更新

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

足利市 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（大日苑　外） 公園施設の改築・更新 足利市
小山市 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（やよい公園　外） 公園施設の改築・更新 小山市

番号 事業者
省略

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
港湾・地区名

交付対象事業

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
4,194百万円 Ａ 3,979百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

事後評価の実施時期

公表の方法

定量的指標の現況値及び目標値

215百万円
効果促進事業費の割合

5.13%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画　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）

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

-

- 58箇所 150箇所

9.8ha-



Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接
全体事業費
（百万円） 備考

種別 種別 団体 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C1 公園 一般 栃木県 直接 松くい虫防除（薬剤散布） 6

H23-H24:
地域自主
戦略交付
金
H25:県営
都市公園
の利用促
進による
地域の活
性化及び
良好な都
市環境形
成に向け
た都市公
園事業

1-C6 公園 一般 小山市 直接 53 2.0ha

1-C15 公園 一般 栃木県 直接 110

H24:地域の
活性化を図
る都市公園
事業

5施設

1-C16 公園 一般 栃木県 直接 36 4施設

1-C17 公園 一般 鹿沼市 直接 10 1施設
合計 215

番号 備考
1-C1 1-A2と一体となって薬剤散布等を実施することにより、松を守り倒木等を未然に防ぐとともに公園利用者の安全を確保する。
1-C6 1-A8と一体となって被災祈念公園を整備することにより、地域住民の防災意識向上を図る。
1-C15 1-A20と一体となって災害時に活用できる施設や案内標識等を整備することにより、地域防災力の強化を図る。
1-C16 1-A2と一体となって老朽化した施設を改修することにより、公園施設の長寿命化を図るとともに公園利用者の安全を確保する。
1-C17

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・老朽化した公園施設を適切に改築・更新を行っていくことにより、安全で安心な都市環境が形成された。
Ⅰ定量的指標に関連する ・真岡市、さくら市において、地域防災拠点となる都市公園の整備を推進し、地域防災力の強化が図られた。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 9.8ha
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 真岡市総合運動公園において、実施設計の見直しに伴い供用エリアが変更になったため。

に差が出た要因
最終実績値 9.2ha

最終目標値 150箇所
目標値と実績値 改築・更新費用のコスト縮減に努めたため。
に差が出た要因

最終実績値 189箇所

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）

・今後も公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の維持管理を行っていくとともに、公園施設長寿命化計画未策定市町に対して、計画の策定を促していく。

1-A23と一体となって老朽化した施設を改修することにより、公園施設の長寿命化を図るとともに公園利用者の安全を確保する。

指標②（改築更
新を実施した公
園施設数）

事業者 要素となる事業名
事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

（延長・面積等）

鹿沼市 公園施設長寿命化対策促進事業 公園施設の改修 鹿沼市

一体的に実施することにより期待される効果

栃木県 都市公園安全促進事業
公園施設の改修

宇都宮市 外

指標①（都市公
園増加面積）

巴波川決壊口祈念公園整備事業 公園整備　A=2.0ha 小山市

栃木県 栃木県井頭公園地域振興施設整備事業 地域振興施設等の整備 真岡市

栃木県 公園安心・安全対策事業 真岡市 外

小山市


