
平成 ２８年５月２３日

1 安全安心な公園等が身近にあるまちづくり
平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 千葉県　船橋市

・船橋市における都市公園の都市計画区域人口一人当たりの目標水準（㎡／人）3.20㎡／人を目指す。
・船橋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数の割合を84％にする

（H23当初） （H25末） （H27末）
①

②

③

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

平成28年度

市ホームページ

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業
番号 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 H23 H24 H25 H26 H27

合計 4,121

Ｂ　関連事業社会資本整備事業
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） H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

事業内容
（延長・面積等）

防災公園　３８ha

近隣公園用地取得・整備　２.６ha

運動公園プール・駐車場整備

公園施設長寿命化計画策定(３５６公園)

安全安心対策（バリアフリー化・改築・防災７公園）

長寿命化対策（遊戯施設の更新１９公園）

緑化重点（都市公園等　４箇所）

吸収源対策（都市公園等　７箇所）

事業者

船橋市

船橋市

船橋市

船橋市

船橋市

都市公園等事業（船橋市アンデルセン公園）

都市公園等事業（大穴近隣公園）

都市公園等事業（船橋市運動公園）

船橋市都市公園安全・安心対策事業

船橋市緑地環境事業

要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

船橋市

1013

959

947

635

567

一般 船橋市 直接

1-A1-2 公園 一般 船橋市 直接 船橋市

船橋市

一般 船橋市 直接

1-A1-3 公園

84%

市町村名
全体事業費
（百万円）

1-A1-4 公園 一般 船橋市 直接

1-A1-5 公園 一般 船橋市 直接

船橋市

船橋市

事業者

1-A1-1 公園

社会資本総合整備計画（市街地整備）　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）

交付対象事業

市町村名
全体事業費
（百万円）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
4,457百万円 Ａ4,121百万円Ｂ 0百万円 Ｃ

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

都市の中の身近なみどりの保全に努め、とくに、街区公園や街区公園と同等の機能を果たす緑地等の確保(借地の買取等を含め)・整備を推進するとともに、既存公園等についても、適正な管理を行い誰もが利用
できる安全安心な公園等を増やし、地元市民の協力を得ながら公園等を維持する充実したまちづくりを推進していきます。また、都市防災に寄与する公園の整備を行い、災害時にも安全安心なまちづくりを推進
します。

3.20㎡/人

4%

社会資本総合整備計画の事後評価として船橋市で実施

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 定量的指標の現況値及び目標値

336百万円
効果促進事業費の割合

7.5%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

番号 要素となる事業名

最終目標値には、H26年度
において児童遊園の取り扱
いを見直し、都市公園に変
更したことによる一人当た
り面積の増加（＋0.15）を
含む

船橋市における都市公園の都市計画区域人口一人当たりの目標水準（㎡／人）

船橋市公園施設長寿命化計画が策定され、それに基づいて管理されている都市公園数の割合（％）

2.84㎡/人



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 H23 H24 H25 H26 H27

番号 備考

1-C-1 (1-A-2)や(1-A-3)と一体となって、市民による公園等の清掃活動を行うことにより、より身近に公園等を感じてもらい、併せて利用者の立場から安全で安心して利用できる公園等になるよう意見をもらう。

1-C-2 (A1)基幹事業すべてと一体となって、より身近なみどりを市民の手で整備・管理をおこなうことで、市民が一体となった緑化を推進する。

1-C-3 (A1)基幹事業すべてと一体となって、一定規模以上の樹木等の保存等に要する費用の一部を助成することにより、身近なみどりを維持して行く。

1-C-4 (A1)基幹事業すべてと一体となって、市内全域の街路樹を補植することによりグレードの高い都市空間を創出し魅力的で活力のあるまちづくりを推進する。

1-C-5 (A1)基幹事業すべてと一体となって、地元市民と協議しながら、街区公園等を整備し、より身近に公園等があるまちづくりを推進する。

1-C-6 (A1)基幹事業すべてと一体となって、一定規模以上の樹林等の保存等をしている旨を周知し、身近なみどりを保全する。

※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

・計画期間内に23.1haの公園面積を開設したことにより、都市計画区域人口一人当たりの都市公園面積が増加した。
･公園施設長寿命化計画を３５６公園策定したことにより、計画的な維持管理が可能となった。

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

最終目標値 3.20 ㎡／人

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 3.16 ㎡／人

最終目標値 84 ％

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 64 ％

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）

平成２６年度において児童遊園の取り扱いを見直す等、都市公園数が増加したため
実績値は目標値を下回った。

336

都市公園の整備面積は概ね計画どおり実施する事ができたが、人口の増加や用地取得した
（仮称）大穴近隣公園が未開設であり、数値に反映されていないため実績値は目標値を下回った.

1-C-1活動支援 一般 船橋市 間接 市民 市民による公園清掃活動

合計

1-C-6施設整備 一般 船橋市 直接 船橋市 指定樹林標識設置 標識設置　２００箇所 船橋市 3

施設整備 直接 船橋市 街区公園等整備 街区公園等　 船橋市 9

17

104

1-C-5

1-C-2活動支援 一般 船橋市 間接 市民 ふれあい花壇整備 ふれあい花壇整備助成 船橋市 21

1-C-4施設整備 一般 船橋市 直接 船橋市 街路樹補植 市内全域の街路樹の補植 船橋市

一般 船橋市

事業者

一体的に実施することにより期待される効果

番号 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）

清掃活動への助成　 船橋市 182

1-C-3活動支援 一般 船橋市 間接 市民・民間 指定樹木等の保全に関する助成 保存等に要する費用の一部を助成 船橋市

今後も都市計画区域人口一人当たりの都市公園面積の増加を目指します。公園施設長寿命化においては、平成２１年度から平成２６年度までに策定した船橋市長寿命化計画に基づいて、老朽化の進む既存公園の
遊具など公園施設の改築、更新を行います。また、引き続き平成２８年度から平成３２年度の社会資本総合整備計画において、都市の身近なみどりの保全に努め、公園等安全安心な公園等が充実したまちづくり
を推進していきます。

指標①（都市計
画区域人口一人
当たり都市公園
面積の増加）

指標②（船橋市
公園施設長寿命
化計画に基づい
て管理されてい
る都市公園数の
割合を８４％に
する）



（参考図面）市街地整備

計画の名称 1 安全安心な公園等が身近にあるまちづくり

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 船橋市交付対象


