
令和元年　12月　6日

安全で安心して利用できる山口県の都市の緑とオープンスペースの創出

平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 山口県

・公園施設の利用者を5%(H30)増加
・山口県地域防災計画に広域輸送拠点として位置づけのある山口きらら博記念公園において、緊急支援物資集積、車両ターミナル、要員の滞在等の機能を備えたスペースを新たに19ha増設する(H27末)。
・整備計画内の施設改築目標箇所に対し、施設改築が完了した箇所の割合を100%(H25末)
・公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新目標箇所に対し、改築・更新が完了した箇所の割合を100%(H29末)

公園施設の利用者の増加率を算出する。 （H30）
　利用者の増加率(%)＝(目標年次の利用者-H24年度利用者)/H24年度利用者×100

0% - 5%

広域輸送拠点としての緊急支援物資集積、車両ターミナル、要員の滞在等の機能を備えたスペースの増加面積を測定する。 （H27末）

0ha - 19ha

施設改築が完了した箇所の割合を算出する。 （H25末）
　施設改築化率(%)＝改築済み箇所/目標年次までの改築必要箇所×100

0% - 100%

長寿命化計画に基づく施設の改築・更新が完了した箇所の割合を算出する。 （H29末）
　長寿命化計画に基づく施設の改築・更新率(%)＝改築・更新済み箇所/目標年次までの改築・更新必要箇所×100

0% - 100%

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 Ｈ25 H26 H27 Ｈ28 H29 策定状況

1-A-1 公園 一般 山口県 直接 山口市 496 策定済み

1-A-2 公園 一般 山口県 直接 山口市 2,634 策定済み

1-A-3 公園 一般 山口県 直接 山口市 102 策定済み

1-A-4 公園 一般 山口県 直接 山口市 166 策定済み

1-A-5 公園 一般 山口県 直接 山口市他２市町 234 策定済み

合計 3,632

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 Ｈ25 H26 H27 Ｈ28 H29 策定状況

合計 0

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 Ｈ25 H26 H27 Ｈ28 H29

1-C-1 公園 一般 山口県 直接 山口市他２市町 5

1-C-2 公園 一般 山口県 直接 山口市他２市町 48

1-C-3 公園 一般 山口県 直接 山口市他２市町 0

1-C-5 公園 一般 山口県 直接 山口市 19

1-C-6 公園 一般 山口県 直接 山口市他１市 72

1-C-7 公園 一般 山口県 直接 山口市 1

1-C-8 公園 一般 山口県 直接 山口市他１市 0

145

番号 備考

1-C-1 基幹事業（1-A-1、1-A-2、1-A-3、1-A-4、1-A-5）を行う公園の台帳を電子化することで、効率的な公園管理を行い、公園利用者の安全性・快適性の向上を図る。

1-C-2 公園利用者に公園の所在地の案内や施設の案内(1-A-1,1-A-2,1-A-3、1-A-4)をすることで、公園利用者の安全性・快適性の向上を図る。

1-C-3 公園利用者の実態を知ることで、今後の施設整備(1-A-1,1-A-2,1-A-3、1-A-4、1-A-5)や公園管理に生かし、公園利用者の安全性・快適性の向上を図る。

1-C-5 施設整備(1-A-1、1-A-2)に合わせ、防災備品、運動用器具、管理用備品の倉庫等を整備することで、公園利用者が安全に利用できる公園の提供及び防災性の向上を図る。

1-C-6 基幹事業(1-A-1,1-A-2,1-A-5)に合わせ、新たな施設の運動用器具の整備や事故の恐れがある運動用器具の更新をすることで、公園利用者の安全性を確保する。

1-C-7 施設整備（1-A-2）に合わせ、広域輸送拠点の開設・運営等に必要となる防災備品を整備することで、更なる防災性の向上を図る。

1-C-8 施設整備（1-A-1）及び長寿命化対策（1-A-5）に合わせ、運動施設等建築物の天井脱落対策を行うことで、公園利用者の安全性・快適性の向上を図る。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 Ｈ25 H26 H27 Ｈ28 H29

0

番号 備考

　社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）　事後評価書
計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
計画の目標

事後評価
実施体制、実施時期 事後評価

実施体制 実施時期 

地域のスポーツやレクリエーション拠点として、県民に広く利用される県立都市公園において、ユニバーサルデザインに配慮した施設の整備・改修及び公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新を行うことで、誰もが安全・安心で快適に利用で
きる緑とオープンスペースを創出することにより、公園の更なる利用促進を図る。
災害時において、避難地及び広域輸送拠点として利用できる公園の整備を推進し、山口県の防災機能の向上を目指す。

　　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 最終目標値
（H24）

（H24末）

（H25当初）

（H26当初）

費用便益比

Ｂ 0百万円 Ｃ 145百万円 Ｄ 0百万円

土木建築部評価システム検討委員会にて、事後評価を実施

事業終了後

公表の方法

山口県ホームページに掲載

全体事業費
合計

（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
3,777百万円 Ａ 3,632百万円

効果促進事業費の割合
3.8%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

山口県 都市公園事業（維新百年記念公園） 43.5ha、テニス場他

交付対象事業

事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名 全体事業費
（百万円）（事業箇所） （延長・面積等）

山口県 都市公園事業（亀山公園） 6.8ha、斜面崩壊対策

山口県 山口県公園施設長寿命化対策支援事業
亀山公園等（４公園）における園路・

広場の改築・更新　等

山口県 都市公園事業（山口きらら博記念公園） 130.3ha、防災公園他

山口県 山口県安全・安心対策緊急支援事業 亀山公園等（２公園）

全体事業費
（百万円）

費用便益比

（延長・面積等）
番号 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）

全体事業費
（百万円）

山口県 公園台帳の電子化

山口県 公園案内施設の設置

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

事業実施期間（年度）

公園台帳作成業務

公園案内施設設置

山口県 テニス用器具等の整備

合計

一体的に実施することにより期待される効果

山口県 公園利用者の調査

山口県 防災備品、運動用器具、管理用備品の倉庫等の整備

山口県

山口県

公園利用者実態調査

倉庫等整備

運動用器具整備

防災関連整備

天井脱落対策

防災用備品の購入

建築物の天井脱落対策

全体事業費
（百万円）（面積等）

合計

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

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

２．事業効果の発現状況、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
・テニス場、大芝生広場等の施設整備により、大規模大会、地域のスポーツ、レクリエーション等の利用が増加し、公園の利用促進が図られた。
・山口県地域防災計画に広域輸送拠点として位置づけのある山口きらら博記念公園に大芝生広場を整備したことにより、防災機能が向上した。
・整備計画内の施設改築目標箇所に対し、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備・改修及び公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新を行った結果、公園利用者が安全・安心に利用できる公園となった。

Ⅱ定量的指標の達成状況

定量的指標 最終目標値 最終実績値 目標値と実績値 に差が出た要因

指標①　(公園施設の利用者の増加率) 整備した施設の利活用により、利用者の大幅な増加となった。

指標②　(広域輸送拠点としてのスペースの増加面積)

指標③　(施設改築化率)

100%

26%

19ha

100%

5%

19ha

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）

県立都市公園において、引き続きユニバーサルデザインに配慮した施設整備や長寿命化計画に基づく改築・更新など、安心安全で快適な利用に資する公園整備を進め、さらなる利用促進を図る。
民間活力等による新たな公園の利活用に資する基盤整備を進め、賑わいの創出と交流の促進を図る。

効率的な事業執行に努め、目標を達成した。

指標④　(長寿命化計画に基づく施設の改築・更新率) 効率的な事業執行に努め、目標を達成した。

効率的な事業執行に努め、目標を達成した。100%

100%



計画の名称 安全で安心して利用できる山口県の都市の緑とオープンスペースの創出

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 交付対象 山口県


