
平成 31 年 1月 30日（第4回変更）

1 福島県における長寿命化と安全・安心な都市公園づくり（防災・安全） -

平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

・平成２７年度までに一時避難地等となっている防災公園における収容可能な避難人口を７万４千人から、７万５千人に増加させる。
・平成３１年度までに公園施設長寿命化計画を策定し、計画的・効率的な公園施設の改築に着手した都市公園の着手率を１％から１６％に増加させる。
・平成３０年度までに園路及び広場、駐車場、便所で移動円滑化基準を満たすバリアフリー化を進め、達成率を増加させる。（園路・広場：４６％から５０％、駐車場：４３％から４８％、便所：４５％から４７％）

（H31年度末）
・都市公園事業を施行する防災公園で一時避難地等に位置づけられている都市公園の供用面積により算出する。
　（収容可能な避難人口）＝有効避難面積（都市公園の供用面積×０．５）／１人当たり避難面積（２m2／人）
・都市公園における長寿命化対策に着手した公園数より算出する。
　（着手率）＝長寿命化対策支援事業に着手した公園数／都市公園数（公園施設長寿命化計画を策定した（する）公園数）
・都市公園の園路及び広場、駐車場、便所でバリアフリー化が実施された都市公園の割合により算出する。
　（達成率）＝移動円滑化基準の適合公園数／（対象施設設置公園数－特定公園施設の例外規定公園数）

Ａ1　都市公園等の整備

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

1-A1-1 公園 一般 会津若松市 直接 会津若松市 11 - －

11

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

1-A2-1 公園 一般 福島県 直接 1,900 - 策定済

1-A2-2 公園 一般 会津若松市 直接 1,114 - 策定済

1-A2-3 公園 一般 いわき市 直接 200 - 策定済

1-A2-4 公園 一般 須賀川市 直接 150 - －

1-A2-5 公園 一般 西会津町 直接 190 - 策定済

1-A2-6 公園 一般 泉崎村 直接 192 - 策定済

1-A2-7 公園 一般 矢吹町 直接 135 - 策定済

1-A2-8 公園 一般 矢吹町 直接 90 - －

1-A2-9 公園 一般 白河市 直接 138 - 策定済

1-A2-10 公園 一般 鏡石町 直接 542 3.11 策定済

1-A2-11 公園 一般 喜多方市 直接 84 - 策定済

1-A2-12 公園 一般 南相馬市 直接 67 - 策定済

鏡石町公園施設長寿命化対策支援事業

高山北公園等8公園における遊戯施設の更新 等

鳥見山公園等2公園における運動施設の更新 等

（事業箇所） （延長・面積等）

都市公園事業（会津総合運動公園） 運動施設整備（計画面積A=30.0ha）

公園施設長寿命化対策支援事業(さつき公園)

会津若松市公園施設長寿命化対策支援事業

公園施設長寿命化対策支援事業(さゆり公園)

いわき市公園施設長寿命化対策支援事業（重点）

須賀川市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

要素となる事業名

大池公園等3箇所における遊戯施設の更新 等

小松公園等5箇所における園路・広場のバリアフリー化 等

白河市公園施設長寿命化対策支援事業

矢吹町公園施設長寿命化対策支援事業

矢吹町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

南相馬市公園施設長寿命化対策支援事業

園路及び広場
駐車場
便所

喜多方市公園施設長寿命化対策支援事業

Ｂ 0百万円 Ｃ
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

費用便益比 備考

全体事業費
（百万円）

鏡石町

費用便益比 備考

いわき市

矢吹町

いわき市

西会津町

泉崎村

矢吹町

21世紀の森公園等16箇所における遊戯施設の更新 等

翠ヶ丘公園等36箇所における園路・広場のバリアフリー化
等

さゆり公園における運動施設の更新 等

さつき公園における運動施設の更新 等

須賀川市 須賀川市

西会津町

矢吹町

会津若松市

泉崎村

喜多方市

Ａ２　公園施設の更新、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化

市町村名事業者

経壇公園等20公園における遊戯施設の更新 等 喜多方市

福島県

矢吹町

南相馬市

会津若松市

小計

福島県 あづま総合運動公園等6箇所における運動施設の更新 等

会津総合運動公園等12箇所における遊戯施設の更新 等

事業内容

（延長・面積等）（事業箇所）

福島県公園施設長寿命化対策支援事業

市町村名
全体事業費
（百万円）

5,459百万円 Ａ 5,354百万円

会津若松市

事業内容

1.9%0百万円

要素となる事業名

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋

Ｄ）

48%
45% 47%

　　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

50%46%
1%

社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

・災害時の住民の安全確保等を図るため、避難地として機能する防災公園の整備と避難経路に位置する橋梁施設等の耐震改修を実施し、安全な都市づくりを推進する。
・公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図るため、予防保全的管理の下で適切な公園管理と老朽化施設を更新し、長寿命化対策と公園施設のバリアフリー化を推進する。

重点配分対象の該当

福島県、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、南相馬市、本宮市、川俣町、鏡石町、下郷町、西会津町、猪苗代町、泉崎村、矢吹町、小野町

備考
当初現況値 最終目標値中間目標値

7万5千人

（H26年度末）

7万4千人

鏡石町

43%

105百万円 Ｄ

交付対象事業

事業者

16%

白河市 白河市

全体事業費

夜の森公園等47公園における遊戯施設の更新 等 南相馬市



番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

1-A2-13 公園 一般 川俣町 直接 70 - 策定済

1-A2-14 公園 一般 猪苗代町 直接 55 - 策定済

1-A2-15 公園 一般 小野町 直接 140 2.15 策定済

1-A2-16 公園 一般 郡山市 直接 36 - 策定中

1-A2-17 公園 一般 須賀川市 直接 30 - 策定済

5,133

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

1-A3-1 公園 一般 いわき市 直接 55 -

1-A3-2 公園 一般 須賀川市 直接 20 -

1-A3-3 公園 一般 西会津町 直接 13 -

1-A3-4 公園 一般 泉崎村 直接 5 -

1-A3-5 公園 一般 白河市 直接 7 -

1-A3-6 公園 一般 喜多方市 直接 14 -

1-A3-7 公園 一般 南相馬市 直接 14 -

1-A3-8 公園 一般 鏡石町 直接 13 -

1-A3-9 公園 一般 川俣町 直接 7 -

1-A3-10 公園 一般 猪苗代町 直接 6 -

1-A3-11 公園 一般 小野町 直接 7 -

1-A3-12 公園 一般 郡山市 直接 17 -

1-A3-13 公園 一般 本宮市 直接 17 -

1-A3-14 公園 一般 矢吹町 直接 5 -

1-A3-15 公園 一般 下郷町 直接 10 -

210

    5,354

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 個別施設計画
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

0

番号

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

1-C-1 公園 一般 福島県 直接 69 - 策定済

1-C-2 公園 一般 会津若松市 直接 28 - 策定済

1-C-3 公園 一般 矢吹町 直接 8 - 策定済

105

番号

1-C1-1

1-C1-2

1-C1-3 公園施設長寿命化対策支援事業、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業と一体的に実施することにより、整備効果の向上と公園施設の利用促進を図る。

1-C1-4

小野町

郡山市 郡山市公園施設長寿命化対策支援事業 大成公園等2公園における遊戯施設の更新　等 郡山市

運動施設整備

案内標識等の設置

案内標識等の更新

公園施設安全性向上事業

運動施設の施設利用及び大会運営のために必要な用具、器具を更新し又は整備し、利用者の安全性向上と施設運営の効率的な利用促進を図る。

矢吹町

事業内容
（事業箇所）

番号

一体的に実施することにより期待される効果

福島県

合計

（事業箇所） （延長・面積等）

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化対策支援事業(小野公園) 小野公園における園路・運動施設の更新 等

要素となる事業名

公園施設長寿命化計画策定調査

猪苗代町公園施設長寿命化対策支援事業

川俣町公園施設長寿命化対策支援事業

計画策定　さつき公園

計画策定　さゆり公園

計画策定　翠ヶ丘公園外　38公園

（事業箇所）

計画策定　鳥見山公園外　5公園

計画策定　本宮2号公園外　46公園

計画策定　経檀公園外　19公園

計画策定　高山北公園外　12公園

計画策定　亀ヶ城公園外　3公園

計画策定　静公園外35公園

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化計画策定調査

費用便益比 備考

備考

備考

費用便益比 備考

費用便益比 備考

鏡石町

白河市

西会津町

泉崎村

川俣町

喜多方市

下郷町

猪苗代町

南相馬市

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設の案内標識や避難者を誘導する標識、歩道照明を設置することにより、公園利用者の利便性の向上、施設運営の効率化及び夜間利用を行っている運動施設の利用促進を図る。

須賀川市

喜多方市

全体事業費
（百万円）

西会津町

いわき市

公園施設長寿命化計画策定調査

公園施設長寿命化計画策定調査

計画策定　松ヶ岡公園外　193公園

事業内容

（延長・面積等）

須賀川市

下郷町

猪苗代町

南相馬市

事業者

矢吹町

郡山市

計画策定　中央公園外　1公園

計画策定　大川ふるさと公園

合計

一体的に実施することにより期待される効果

小計

会津若松市

合計

会津総合運動公園連絡通路歩道照明整備事業

要素となる事業名 事業内容

市町村名
（延長・面積等）

要素となる事業名

案内標識等更新事業

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）

事業者

小計

備考
（事業箇所）

番号 事業者

川俣町

鏡石町

Ａ３　公園施設長寿命化計画の策定

泉崎村

白河市

小野町

矢吹町

会津若松市

福島市

Ａ２　公園施設の更新、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化

事業者
要素となる事業名 事業内容

亀ヶ城公園等3公園における運動施設の更新 等 猪苗代町

本宮市

市町村名

本宮市

猪苗代町

いわき市

市町村名

全体事業費
（百万円） 費用便益比

須賀川市 須賀川市公園施設長寿命化対策支援事業 塚田公園等10公園における遊戯施設の更新　等 須賀川市

（延長・面積等）

川俣町 中央公園等2公園における休養施設の更新 等 川俣町

矢吹町

郡山市

小野町 公園施設長寿命化計画策定調査 計画策定　小野公園 小野町

計画策定　三城目公園外3公園

計画策定　みずいろ公園外15公園



交付金の執行状況
（単位：百万円）

H26 H27 H28 H29 H30 H31

264.920 359.930 430.950 243.000 466.500

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

264.920 359.930 430.950 243.000 466.500

179.240 79.674 80.988 195.447 35.027

364.484 353.625 316.190 402.513 469.699

79.674 80.988 195.447 35.027 31.526

うち未契約繰越額
(g)

9.406 31.884 28.426 18.613 12.872

0.002 4.991 0.301 0.907 0.302

2.1% 8.4% 5.6% 4.5% 2.6%

※平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。
　（前計画 「都市公園における長寿命化と安全安心なふくしまのまちづくり（防災・安全）」 の執行実績を含む。

翌年度繰越額
(f)

不用額
(h=c+d-e-f)

未契約繰越＋不用率
(h=(g+h)/(c+d))

未契約繰越＋不用率が10%を
超えている場合その理由

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)

支払済額
(e)



（参考図面）市街地整備

計画の名称 1 福島県における長寿命化と安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 福島県、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、南相馬市、本宮市、川俣町、鏡石町、下郷町、西会津町、猪苗代町、泉崎村、矢吹町、小野町交付対象

1-A1-1都市公園事業（会津総合運動公園）●

1-C1-2案内標識等整備事業 ●

1-A2-1福島県公園長寿命化対策支援事業 ▲

1-A2-2会津若松市公園長寿命化対策支援事業 ▲

1-A2-7矢吹町公園長寿命化対策支援事業 ▲

1-C1-1公園施設安全性向上事業 ●

1-A2-8矢吹町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 ▲

1-C1-3案内標識等更新事業 ●

▲ 1-A2-5公園施設長寿命化対策支援事業（さゆり公園）

▲ 1-A2-6公園施設長寿命化対策支援事業（さつき公園）

1-A3-1公園施設長寿命化計画策定（いわき市） ■

▲ 1-A2-4須賀川市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

■ 1-A3-2公園施設長寿命化計画策定（須賀川市）

■ 1-A3-3公園施設長寿命化計画策定（西会津町）

■ 1-A3-4公園施設長寿命化計画策定（泉崎村）

1-A2-3いわき市公園施設長寿命対策支援事業 ▲

■ 1-A3-8公園施設長寿命化計画策定（鏡石町）

■ 1-A3-6公園施設長寿命化計画策定（喜多方市）

1-A3-5公園施設長寿命化計画策定（白河市） ■

1-A3-7公園施設長寿命化計画策定（南相馬市） ■

1-A2-9白河市公園施設長寿命対策支援事業 ▲

▲ 1-A2-10鏡石町公園施設長寿命化対策支援事業

▲ 1-A2-13川俣町公園施設長寿命化対策支援事業

■ 1-A3-10公園施設長寿命化計画策定（猪苗代町）

■ 1-A3-11公園施設長寿命化計画策定（小野町）

1-A2-12南相馬市公園施設長寿命化対策支援事業 ▲

▲ 1-A2-11喜多方市公園施設長寿命化対策支援事業

■ 1-A3-9公園施設長寿命化計画策定（川俣町）

▲ 1-A2-14猪苗代町公園施設長寿命化対策支援事業

▲ 1-A2-15公園施設長寿命化対策支援事業（小野公園）

■ 1-A3-12公園施設長寿命化計画策定（郡山市）

■ 1-A3-13公園施設長寿命化計画策定（本宮市）

1-A3-14公園施設長寿命化計画策定（矢吹町） ■

凡例
●：Ａ１
▲：Ａ２

■：Ａ３
●：Ｃ１

▲ 1-A2-16郡山市公園施設長寿命化対策支援事業

▲ 1-A2-17須賀川市公園施設長寿命化対策支援事業

1-A3-15公園施設長寿命化計画策定（下郷町） ■



チェック欄

　１）「ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン」と適合している。 ○
　２）都市計画区域マスタープラン、市町村マスタープラン等と適合している。 ○

　１)地域の課題を踏まえて目標が設定されている。 ○
　２）まちづくりの観点から目標設定の位置づけが高い。 ○

　１）目標と成果目標(定量的指標)の整合性が確保されている。 ○
　２）成果目標(定量的指標)と事業内容の整合性が確保されている。 ○
　３）成果目標(定量的指標)が住民等にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　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）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○
　２）計画の具体性など事業の熟度が十分である。 ○

　１）安全で安心な生活環境の確保に向けた機運がある。 ○
　２）住民等の活動との連携等による事業効果発現が期待できる。 ○

⑤円滑な事業執行の環境

⑥地域の機運

①上位計画等との適合

②地域の課題への対応

Ⅱ．整備計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

④事業の効果

Ⅲ．整備計画の実現可能性

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：福島県における長寿命化と安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）

地方公共団体名：福島県、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、南相馬市、

　　　　　　　　　　　本宮市、川俣町、鏡石町、下郷町、西会津町、猪苗代町、泉崎村、矢吹町、小野町　　　　　　 

Ⅰ．目標の妥当性


