
社会資本総合整備計画　事後評価シート

市民の暮らしと都市環境のための
公園緑地の創出と保全

平成２９年　２月

静岡県浜松市



参考様式1-2（第6関係）

市民の暮らしと都市環境のための公園緑地の創出と保全

平成23年度　～　平成28年度　（6年間） 浜松市

・都市計画区域における施設緑地（公園緑地等）の人口一人当たり面積をH23～H28年度までに8.14㎡/人とする。
・市街化区域における都市公園や緑地等生活空間の創出により歩いていけるみどりのネットワーク率をH23～H28年度までに58.3％とする。
・浜松市公園施設長寿命化計画に基づいて管理されている都市公園の割合を100%を目標とする。

（H23当初） （H25末） （H28末）

Ａ１　道路事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27 H28 （百万円） 策定状況

A-1 公園 一般 浜松市 直接 83 －

A-2 公園 一般 浜松市 直接 42 － 別計画へ

A-3 公園 一般 浜松市 直接 369 －

A-4 公園 一般 浜松市 直接 962 －

A-5 公園 一般 浜松市 直接 102 －

A-6 公園 一般 浜松市 直接 17 －

A-7 公園 一般 浜松市 直接 33 －

A-8 緑保 一般 浜松市 直接 2 －

A-9 公園 一般 浜松市 直接 18

合計 1,628 －

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27 H28 （百万円）

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27 H28 （百万円）

C-3 調査・計画 一般 浜松市 直接 浜松市 － － 15

15
番号 一体的に実施することにより期待される効果

C-3

備考

番号 要素となる事業名事業者

備考市町村名

浜松市

浜松市

事業内容 市町村名

番号 事業者
要素となる事業名 事業内容

（事業箇所）

社会資本総合整備計画（浜松市・事後評価） 平成29年2月15日

計画の名称 重点計画の該当

当初現況値 中間目標値

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）

公園施設長寿命化計画の策定率＝長寿命化計画策定公園数／全都市公園数

　　定量的指標の定義及び算定式

定義：市街化区域でH23～H27年度に新たに創出した都市公園･緑地から、歩いていけるみどりのネットワーク率を算出する。算定は、大･中･小公園ごと
に算出し、小規模=1,中規模=2,大規模=1で加重平均したものを目標値とする。

施設緑地（公園緑地等)の人口一人当たり面積＝施設緑地（公園緑地等）の面積／都市計画区域内人口

新たな都市公園の創出と緑地の保全を図ることにより、市民の暮らしと都市環境を改善する。

定義：都市計画区域においてH23～H27年度までに新たに整備･保全した施設緑地（公園緑地等）面積から、都市計画区域一人当たりの面積を算出する。 公園施設長寿命化計画策定率の当初現況値
は、H24末とした。

－
効果促進事業費の割合

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

1,643百万円 Ａ 1,628百万円 Ｂ 百万円 Ｃ 15百万円 Ｄ 0.9%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

番号
要素となる事業名

市町村名 備考
（事業箇所）

事業者
事業内容

浜松市

緑地保全事業（富塚椎ノ木谷地区） 土地の買い入れA=0.07ha 浜松市

浜松市

都市公園事業(内野緑地)

事業実施期間（年度）
備考

地域制緑地の現況調査事業 地域制緑地の見直しのために現況調査を実施　A=3,050ha 浜松市

（延長・面積等）

用地買収A=0.1ha、園路広場、公園面積A=176.7ha

吸収源対策公園緑地事業(白昭さくら公園) 園路広場、植栽、公園面積A=0.44ha 浜松市

園路広場、植栽、公園面積A=7.3ha 浜松市

（延長・面積等）

浜松市

浜松市

浜松市

都市公園事業（佐鳴湖公園）

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

合計

長寿命化計画策定、調査 浜松市

都市公園事業(名塚公園) 園路広場、植栽、公園面積A=3.7ha

都市公園事業(遠州灘海浜公園(篠原地区)) 用地買収A=4.0ha、公園面積A=670.5ha 浜松市

都市公園事業(天竜川鹿島上島緑地) 園路広場、グランド、公園面積A=4.9ha

備考

自然環境の現況を調査・分析することにより、地域制緑地の効果的な拡大を図る。

58.2%

定義：公園施設長寿命化計画を策定した都市公園の割合を算出する。

浜松市公園施設長寿命化計画

58.3%

最終目標値

8.14㎡

定量的指標の現況値及び目標値
備考

8.09㎡ 8.11㎡

歩いていけるみどりのネットワーク率＝供用箇所数×[平均供用面積/公園･緑地標準面積]／(住区数×1住区の公園･緑地標準箇所数)
58.0%

43.0% 71.0% 100.0%

浜松市

吸収源対策公園緑地事業(三方原防風林緑地) 園路広場、植栽、公園面積A=0.5ha 浜松市



・実施主体：都市整備部　公園課

・評価に係る審議：都市整備部審査会にて審議を行う
浜松市ホームページにて公表

今後の事後評価の必要性　【無】

改善措置の必要性　【無】

部審査会　対応方針

 部審査会審議日：平成 29年2月15日

国が定める都市計画区域内の一人当たりの都市公園面積10㎡以上を目標に、浜松市緑の基本計画や浜松市都市計画公園整備プログラムに基づき、事業を進めていく。

②　定量的指標の達成状況

最終目標値

最終目標値

最終実績値

8.14㎡/人

58.3%

　指標①（都市計画区域における公園緑地等

　の人口一人当たり面積）

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

最終実績値

最終目標値

8.20㎡/人

58.4%
予定通りの事業進捗が図られた。

　指標②（市街化区域に創出した都市公園･緑地

　から歩いていけるみどりのネットワーク率）

最終実績値

予定通りの事業進捗が図られた。

100.0%

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因100.0%

予定通りの事業進捗が図られた。

①　同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

平成29年2月15日

公表の方法

１　事業効果の発現状況、目標値の達成状況

①　定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

都市公園の整備により、市民一人あたりの公園緑地等面積が増えるとともに、緑に接する機会の提供に寄与した。
公園施設長寿命化計画を策定する公園の一般施設について、健全度調査の結果により経年劣化の現状が把握できたことで、保全を要する施設の早期発見及び対策の立案が可能と
なった。

歩いていけるみどりのネットワーク率については、平成21年度に閣議決定され、本市を含め各都市が採用している実績がある。公園の整備が直接数値に反映する市街化率が高い都
市に有効であるが、浜松市のように市街化調整区域等が多い都市では、市街化区域外に公園を整備しても指標に反映しないことから、次計画において見直しを行う。

①　今後の事業評価の必要性

３　同種事業へのフィードバック

　指標③（公園施設長寿命化計画を策定した

②　改善措置の必要性

③　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）

　都市公園の割合）

特になし。

 

事業効果、指標の達成状況、今後の方針等を確認し審議を行った結果、本整備計画は適正に執行されたと認める。

４　特記事業（今後の方針等）

２　改善措置等の検討

事　後　評　価


