
松原市における、 緑あふれる安心・ 安全で快適なまちづく り(防災・ 安全） ○
平成26年度 ～ 平成28年度 （ 3年間） 松原市

・ 市域における身近なみどり（ 都市公園、 児童遊園等） の確保量 ： 1. 3㎡/人（ H26年度初期値） から1. 5㎡/人（ H28年度目標値） に増加
・ 市域における防災機能の向上 ： 一時避難地面積 9. 8ha（ H26年度初期値） から11. 9ha（ H28年度目標値） に増加
・ 事業期間内における改築・ 更新予定施設の整備状況 ： 0. 0％（ H26年度初期値） から100. 0％（ H28年度目標値） に増加

（ H26当初） （ H27末） （ H28末）

市域における身近なみどり（ 都市公園、 児童遊園等） の確保量（ 面積）  ／ 人口（ 12. 2万人： Ｈ25現況調査報告）

 【 単位： ㎡/人】

災害時における一時避難地面積 【 単位： ha】

事業期間内における改築・ 更新を行った施設数 ／ 事業期間内における改築・ 更新計画施設数

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29年度4月

松原市都市整備部内にて評価を実施

本市ホームページにて公表

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 事業内容 事業実施期間（ 年度）

種別 種別 対象 間接 （ 延長・ 面積等） H26 H27 H28

1-A-1 公園 一般 松原市 直接 都市公園事業（ 三宅東公園） 437 －

1-A-2 公園 一般 松原市 直接 松原市公園施設長寿命化対策支援事業 84 策定済

合計 521 －

Ｂ 関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28

1-B-1 道路 一般 松原市 直接 三宅東公園周辺道路整備事業 25

合計 25

番号 一体的に実施することにより期待される効果

1-B-1 道路整備により三宅東公園周遊の安全・ 快適なアクセス路の創出及び防災機能の向上を図る。

Ｃ 効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業者 事業実施期間（ 年度）

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28

1-C-2 施設整備 一般 松原市 直接 都市公園照明改善事業 3

1-C-4 施設整備 一般 松原市 直接 三宅東公園整備事業（ サイン、 防犯カメラ） 8

1-C-5 施設整備 一般 松原市 直接 都市公園等防犯カメラ設置事業 12

1-C-6 施設整備 一般 松原市 直接 都市公園施設長寿命化対策支援事業（ 一般施設） 24

合計 47

番号 一体的に実施することにより期待される効果

1-C-2 公園施設長寿命化対策支援事業(1-A-2)と合わせて、 都市公園における照度不足の改善及び老朽化した照明柱の交換をすることで、 利用者の安全性を高めることができる。

1-C-4

1-C-5

1-C-6 公園施設長寿命化対策支援事業(1-A-2)に合わせ、 長寿命化計画に基づき都市公園において、 公園施設の改築・ 更新を計画的に行うことにより、 利用者の安全性の確保することができる。

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 事業者 事業実施期間（ 年度）

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28
※ 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

・ 三宅東公園の整備、 児童遊園数の増加により、 みどりの確保量が増加した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・ 三宅東公園の整備により、 災害時における一時避難地面積が増加した。

交付対象事業の効果の発現状況 ・ 長寿命化計画に基づき公園施設の改築・ 更新を行うことで、 公園の長寿命化を図ることができた。

最終目標値 1. 5m2/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 1. 5m2/人

最終目標値 11. 9ha
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 11. 9ha

最終目標値 100%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 100%

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）

社会資本総合整備計画 事後評価書 平成29年4月11日

計画の名称 重点計画の該当

計画の期間 交付対象

1. 5㎡/人

9. 8ha 11. 5ha 11. 9ha

計画の目標

松原市では緑の基本計画における基本理念のテーマである「 人もみどりもいきいき輝き、 未来に誇れるふるさと松原」 の実現を目指すとともに市民が健康で文化的な生活を営み、 いつまでも豊かな自然の恵みの享受を可能とするための
先導的役割を担う緑化重点地区において事業を展開している。

市域北部の三宅東公園については憩いふれあう緑を創り、 緑の拠点となる公園整備を推進し、 併せて松原市地域防災計画に基づく 、 防災機能の向上を図るための整備を進めていく こととしており、 このほか、 都市公園及び都市公園を補
完する児童遊園について、 子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる施設として、 既存施設の長寿命化、 歩いていける身近なみどりの整備を推進し、 松原市における緑あふれる安心・ 安全で快適なまちづく りの実現を目指
す。

公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、 都市公園の適正な管理によ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。

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

1. 3㎡/人 1. 4㎡/人

7. 9%
（ Ｃ） ／（ Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

0. 0% 75. 0% 100. 0%

事後評価（ 中間評価） の実施体制 事後評価（ 中間評価） の実施時期

公表の方法

交付対象事業

全体事業費 合計
（ Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

593百万 Ａ 521百万 Ｂ 25百万 Ｃ 47百万 Ｄ 0百万
効果促進事業費の割合

備考
（ 事業箇所）

松原市
用地取得、 園路広場、 植
栽工等 2. 2ha

松原市

松原市
松原中央公園等11箇所に
おける公園施設の改築

松原市

事業実施期間（ 年度） 全体事業費
（ 百万円） 備考

（ 延長・ 面積等）

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（ 百万円）

個別施設計画
策定状況

事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

松原市
≒ 2, 750舗装打換 Ａ ㎡

Ｌ =580ｍ
松原市

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） 備考

備考

番号

松原市
3箇所 灯具及び照明柱の
交換

松原市

松原市
総合案内板等のサイン、
防犯カメラの整備

松原市

備考

三宅東公園の整備(1-A-1)に合わせ、 サイン施設及び防犯カメラを整備することで、 公園内の安全・ 安心な移動、 防災時の活動器具及び運動器具等の保管を行い公園機能の向上を図る。 また、 多
目的広場（ 緊急避難地） に移動式運動施設の導入により通常時における広場の利用増進を図る。

公園施設長寿命化支援事業（ 1-A-2） と一体的に実施することで、 近年、 いたずらや、 凶悪事件等により、 防犯カメラの設置の要望が高まっている中、 防犯カメラを設置することでいたずらや犯
罪の抑止効果が働き、 誰もが安全で安心して利用できる公園が増える。

松原市 都市公園等 18箇所 松原市

松原市
阿保公園等3箇所における
一般施設の改築

松原市

今後について、 子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる施設として、 既存施設の長寿命化、 歩いていける身近なみどりの整備を推進し、 松原市における緑あふれる安心・ 安全で快適なまちづく りの実現を目
指していく 。

①指標 （ 市域に
おける身近なみ
どり（ 都市公
園、 児童遊園
等） の確保量）

②指標 （ 市域に
おける防災機能
の向上）

③指標 （ 事業期
間内における改
築・ 更新予定施
設の整備状況）

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） 備考




