
1 安全・安心な県立都市公園の整備（防災・安全）
平成２２年度～平成２６年度（５年間） 千葉県

・県立都市公園の開設率を２１％（Ｈ２２）から２２％（Ｈ２６）に増加。
・改築・更新・バリアフリー化の実施率を０％（Ｈ２２）から１００％（Ｈ２６）に増加。

（H22当初） （H24末） （H26末）
① 整備中の１公園（長生の森）における開設率
（開設率）　＝　（供用開始面積）　／　（計画面積）　（％） 22%

② 管理している１２公園における改築・更新・バリアフリー化の実施率
（実施率）　＝　（実施公園数）　／　（管理公園数）　（％） 100%

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

　平成２８年度

公表の方法

　千葉県ホームページ

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） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

1-A-1 公園 一般 千葉県 直接 都市公園事業（長生の森公園） 計画面積　48.2ha 茂原市 1,069

1-A-2 公園 一般 千葉県 直接 公園施設長寿命化計画策定費補助 千葉市他７市 108 H23-H24：地域自主戦略交付金

1-A-3 公園 一般 千葉県 直接 都市公園安全・安心対策総合支援事業 千葉市他７市 962 H23-H24：地域自主戦略交付金

1-A-4 公園 一般 千葉県 直接 千葉市他７市 380

合計 2,519

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

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 H22 H23 H24 H25 H26

1-C-2 公園 一般 千葉県 直接 都市公園２箇所 千葉市 4 県単独費

1-C-3 公園 一般 千葉県 直接 都市公園２箇所 千葉市 10
合計 14

番号 備考

1-C-2

1-C-3

県立都市公園の整備推進

交付 備考
対象

1-A-1 公園 一般 千葉県 直接 都市公園事業（八千代広域公園） 八千代市 1,253

1-A-2 公園 一般 千葉県 直接 都市公園事業（市野谷の森公園） 流山市 574

1-C-1 公園 一般 千葉県 直接 市街地整備関連雨水抑制事業 市野谷の森公園 流山市 151

事業種別
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

一体的に実施することにより期待される効果

1-A-2公園施設長寿命化計画策定費補助事業と一体的にバリフリ計画を策定することで、公園施設改修時にバリアフリー化の整備を行う計画が立てられる。（整備の効率化）
1-A-4公園施設長寿命化支援事業と一体的に整備することにより、公園施設長寿命化計画で位置づけられた公園施設の耐震化の実施が可能となり、安全・安心な公園施設の利用に繋がると期待出来る。

その他関連する事業

千葉県

千葉県

千葉県

計画等の名称

千葉県 公園施設バリアフリー向上化計画策定

千葉県 公園施設長寿命化支援事業

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）
番号 事業者 要素となる事業名

事業内容

千葉県

千葉県 都市公園１２箇所

千葉県 都市公園１２箇所

千葉県 公園施設長寿命化支援事業 都市公園１２箇所

最終目標値

計画の名称
計画の期間

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

事　　後　　評　　価

事後評価の実施体制、実施時期

　県土整備部都市整備局公園緑地課にて実施

１．交付対象事業の進捗状況

交付対象
計画の目標

広域避難場所である県立都市公園の整備を継続的に行うとともに、県立都市公園が安全・安心に利用出来るよう、長寿命計画に基づき適正に維持管理された公園施設の改築・更新等を実施する。

社会資本総合整備計画　事後評価書

21%

0%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 2533百万円 Ａ 2519百万円 Ｂ － Ｃ 14百万円
効果促進事業費の割合

0.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　　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
備考

当初現況値 中間目標値



最終実績値 75%

Ⅱ　定量的指標の達成状況

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

・長生の森公園について、未供用区域のうち整備が進んだ範囲をイベント時に臨時駐車場などとして利用することで、公園利用者の利便性が向上した。
・千葉県立都市公園における公園施設について、今後進展する老朽化に対する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から、適切な施設点検、維持補修等の予
防保全的管理の下で、既存ストックの長寿命化対策及び計画的な改築・更新を行うことを目的とし、平成22～23年度で千葉県立都市公園（１２公園）の点検を行うと共に、千
葉県公園施設長寿命化計画の策定を行った。これにより、長寿命化計画に基づき公園施設の維持管理を行っている。

３．特記事項（今後の方針等）

指標②
　管理している１２公園
における改築・更新・バ
リアフリー化の実施率

最終目標値 100%

目標値と実績値に差が出た要因
・計画策定時に想定していた事業費と実際の施工に要した事業費に相違があり、期間中に整備に
至らない箇所があった。

指標①
　整備中の１公園（長生
の森）における開設率

最終目標値 22%

目標値と実績値に差が出た要因 ・長生の森公園の整備を進めたが、供用開始に至るまでの整備が完了しなかったため。

最終実績値 21%

２．事後評価の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

・長生の森公園の整備を進めたが、開設率が増加するには至らなかった。
・平成26年度末までに、長寿命化計画に位置付けた１２公園のうち９公園の遊具等について、改築・更新を実施した。



（参考図面）

計画の名称 1 安全・安心な県立都市公園の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間） 千葉県交付対象

1-A-1 1-A-2 1-A-3  1-A-4
長生の森公園

印西市

1-A-2 1-A-3
1-C-2
青葉の森公園

1-A-2 1-A-3
1-C-2 1-C-3
羽衣公園

1-A-2 1-A-3  1-A-4
1-C-2 1-C-3
幕張海浜公園

1-A-2 1-A-3 1-A-4
行田公園

1-A-2 1-A-3  1-A-4
富津公園

1-A-2 1-A-3  1-A-4
館山運動公園

1-A-2 1-A-3  1-A-4
蓮沼海浜公園

1-A-2 1-A-3  1-A-4
印旛沼公園

1-A-2 1-A-3  1-A-4
北総花の丘公園

1-A-2 1-A-3  1-A-4
手賀沼自然ふれあい緑道

1-A-2 1-A-3  1-A-4
柏の葉公園


