
1 防災機能の向上と安全・安心を確保する公園整備の推進（防災・安全）
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 高知県、高知市、四万十市、土佐清水市、土佐市、宿毛市

・未整備防災公園7公園のうち、H22当初に整備完了する防災公園は0公園で、最終目標は2公園となり、割合は30％となる。
・計画期間内における改築・更新公園数34公園のうち、H22当初に改築・更新が完了する公園は0公園で、最終目標は34公園となり、割合は100%となる。
・高知市公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新を行う。平成26年度に完了する公園数は14公園となる。
・高知市、宿毛市、土佐清水市の避難地を有する都市公園に避難地57,200m2を整備するため、地域防災計画等に位置付けられた都市公園の整備に関する事業を実施することで、早期に36,400m2の避難地を確保する。

（H22当初） （H24末） （H26末）
整備完了する防災機能を有する公園数の割合

0% 10% 30%

計画期間における改築・更新が完了した公園数の割合
0% 45% 100%

公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新が完了した公園数の割合
0% 0% 100%

0 m2 36,400 m2

　ー 中間評価： ー 、事後評価：平成29年3月

高知県庁ホームページ

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） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

1-A1-1 公園 一般 高知市 直接 高知市 383 251

1-A1-2 公園 一般 高知市 直接 高知市 218 108

1-A1-3 公園 一般 高知市 直接 高知市 359 348

1-A1-4 公園 一般 土佐清水市 直接 土佐清水市 381 381

1-A1-5 公園 一般 高知市 直接 高知市 327 58

1-A1-6 公園 一般 高知市 直接 都市緑地事業（旭緑地） 高知市 42 43

1-A1-７ 公園 一般 宿毛市 直接 宿毛市 防災施設整備(1.0ha）,防災広場整備（1.5ha）宿毛市 295 230

1-A2-1 公園 一般 高知県 直接 高知県 1,196 1,056

1-A2-2 公園 一般 高知市 直接 高知市 214 167

施設改築・更新（１０公園）都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

都市公園事業（宿毛市総合運動公園）

都市公園事業（土佐清水総合公園）

社会資本総合整備計画 事後評価書

定量的指標の現況値及び目標値

計画の名称
交付対象

・県内の公園では、公園施設の老朽化に伴い、事後的な維持管理から予防保全的な維持管理への転換を図ることが重要となる。
　このため、長寿命化計画を策定し計画的な改築や更新を行い、公園利用者の安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減を推進する。
　また、防災機能の向上を図るため公園整備を行い、災害時の安全性の確保を図る。

備考

防災施設整備、用地買収（0.67ha）

施設改築・更新（２３公園）

都市公園事業（初月公園）

　　計画の成果目標（定量的指標）

計画の期間
計画の目標

当初現況値
　　定量的指標の定義及び算定式

防災施設整備（5.7ha）

防災施設整備、用地買収（1.2ha）都市公園事業（沖田公園）

防災施設整備（4.0ha）

（整備完了した防災公園数）／（未整備防災公園計画数）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

（改築・更新が完了した公園数）／（改築・更新計画のある公園数）

確保する避難地の面積（m2）

最終目標値中間目標値

6.0%Ａ 233百万Ｃ

全体事業費
（百万円）

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

市町村名
要素となる事業名

0百万
効果促進事業費の割合

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価の実施時期

土佐清水市

高知市

高知市

平成29年3月

事業者
（事業箇所）

高知市

交付対象事業

Ｂ3,622百万

高知市

高知市

（改築・更新が完了した公園数）／（改築・更新計画のある公園数）

高知市 防災施設整備、用地買収（0.07ha）

高知県

3,855百万

都市公園事業（竹島公園） 防災施設整備、用地買収（0.54ha）

全体事業費

都市公園事業（弥右衛門公園）

公表の方法

１．交付対象事業の進捗状況

実績事業費
（百万円）

1-A2-3 公園 一般 土佐市 直接 土佐市 46 38

1-A3-2 公園 一般 土佐清水市 直接 土佐清水市 30 21

1-A3-3 公園 一般 四万十市 直接 四万十市 11 10

1-A3-4 公園 一般 高知市 直接 高知市 36 26

1-A3-5 公園 一般 宿毛市 直接 宿毛市 16 13

1-A4-1 公園 一般 高知市 直接 公園施設長寿命化対策支援事業 高知市 68 94

合計 3,622 2,844

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考

種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号 備考

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 H22 H23 H24 H25 H26

1-C1-1 公園 一般 土佐市 直接 公園施設再整備事業 土佐市 2 0

1-C1-2 公園 一般 高知市 直接 弥右衛門公園スポーツ関連施設周辺整備事業 高知市 10 0

1-C1-3 公園 一般 高知県 直接 公園施設再整備事業 高知県 216 0

1-C1-4 公園 一般 宿毛市 直接 宿毛市 公園施設案内版の設置 宿毛市 1 0

1-C1-5 公園 一般 宿毛市 直接 宿毛市 4 3
合計 233 3

番号

1-C1-1

1-C1-2 （1-A1-5関連）弥右衛門公園事業と一体となって整備することにより、アクセスが容易に出来るようになり、利用者の利便性の向上を図る。

1-C1-3 （1-A2-1関連）高知県の安全・安心対策緊急総合支援事業と一体となって関連する施設の再整備することにより、利用者の利便性の向上を図る。

1-C1-4 （1-A1-7関連）宿毛市の都市公園事業と一体となって防災施設や広場の新たな整備に伴い、施設案内板を設置することにより利用者の利便性の向上を図る。

1-C1-5 （1-A1-7関連）宿毛市の都市公園事業と一体となって陸上競技大会運営新システムの整備を行うことで陸上競技大会などの運営を円滑化し、利用者の利便性の向上を図る。

地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

公園 一般 高知県 直接 公園施設長寿命化計画策定事業 高知県 84 56

Ａ’ Ｂ’ Ｃ’

②高知市公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新を行った公園数の増加。

③地域防災計画等に位置付けられた都市公園の避難地面積の増加。

市町村名

高知県 公園施設の改築・更新等

宿毛市総合運動公園案内施設整備事業

宿毛市総合運動公園陸上競技大会運営新システム整備事業

一体的に実施することにより期待される効果

遊具の新設

高知市

宿毛市

市町村名
港湾・地区名

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

公園施設長寿命化計画策定事業

（延長・面積等）
要素となる事業名

公園施設長寿命化計画策定事業

健全度調査、改築・更新計画策定

中央公園等14箇所における公園施設の改築

宿毛市 公園施設長寿命化計画策定事業 健全度調査、改築・更新計画策定

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）事業内容

番号 事業者

アクセス道整備等

要素となる事業名
全体事業費
（百万円）

公園施設の改築・更新等

土佐市

事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）事業内容事業種別

その他関連する事業

事業者 要素となる事業名

（1-A2-3関連）土佐市の安全・安心対策緊急総合支援事業と一体となって、幅広い年齢層が利用可能で、公園利用者からの要望がある健康遊具を整備することによって、賑わいのあり世代間を超えた交流が図れる。

市町村名
港湾・地区名

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

Ⅱ　定量的指標の達成状況

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） 5.9%

高知県

①公園施設の改築・更新を行った公園数の増加。

指標①防災公園の整備数

指標②改築・更新を計画
している公園の実施数

指標③高知市公園施設長
寿命化計画に基づき改
築・更新を行った公園数

健全度調査、改築・更新計画策定（１０公園）

84百万 0百万 0百万

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

施設改築・更新（１公園）

健全度調査、改築・更新計画策定（３３公園）

事業者番号

土佐清水市

高知市 公園施設長寿命化計画策定事業

四万十市

土佐市

健全度調査、改築・更新計画策定（２５公園）

高知市

実績事業費
（百万円）

実績事業費
（百万円）

備考

実績事業費
（百万円）

指標④地域防災計画等に
位置付けられた都市公園
の避難地面積

最終目標値

最終実績値

最終目標値

最終実績値

最終目標値

最終実績値

最終目標値

最終実績値

2公園

0公園

34公園

23公園

14公園

14公園

用地取得及び基本計画の修正変更等に時間を要し、整備の進捗に遅れが生じたため。

一部の公園については，公園施設長寿命化対策支援事業へ移行したため。

　ー

整備の進捗に遅れが生じたため。
36,400㎡

36,000㎡

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

目標値と実績値
に差が出た要因

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

３．特記事項（今後の方針等）

定量的指標に関連する残事業については、平成27年度～平成31年度を事業期間とする「安全で安心な防災機能を有した公園整備の推進（防災・安全）」により、事業を継続実施していく。

　ー



（参考図面）

計画の名称 1 防災機能の向上と安全・安心を確保する公園整備の推進（防災・安全）

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 高知県、高知市、四万十市、土佐清水市、土佐市、宿毛市交付対象

安芸市
1-A2-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（県事業）

安芸広域公園

1-C1-3 公園施設再整備事業（県事業）

その他関連する事業

A' 公園施設長寿命化計画策定事業（県事業）
安芸広域公園

香美市
1-A2-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（県事業）

鏡野公園

1-C1-3 公園施設再整備事業（県事業）

その他関連する事業

A' 公園施設長寿命化計画策定事業（県事業）
鏡野公園

高知市
1-A1-1 都市公園事業（竹島公園）

1-A1-2 都市公園事業（初月公園）

1-A1-3 都市公園事業（沖田公園）

1-A1-5 都市公園事業（弥右衛門公園）

1-A1-6 都市公園事業（旭緑地）

1-A2-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（県事業）

春野総合運動公園 外３公園

1-A2-2 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（市町村事業）

城西公園 外２３公園（高知市）

1-A3-4 公園施設長寿命化計画策定事業（市町村事業）

1-A4-1 公園施設長寿命化対策支援事業（市町村事業）

1-C1-2 弥右衛門公園スポーツ関連施設周辺整備事業（市町村事業）

1-C1-3 公園施設再整備事業（県事業）

その他関連する事業

A'     公園施設長寿命化計画策定事業（県事業）

春野総合運動公園 外３公園
黒潮町
1-A2-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（県事業）

土佐西南大規模公園

1-C1-3 公園施設再整備事業（県事業）

その他関連する事業

A'     公園施設長寿命化計画策定事業（県事業）
土佐西南大規模公園

☆

☆
公園施設長寿命化計画策定事業

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

室戸市
1-A2-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（県事業）

室戸広域公園

1-C1-3 公園施設再整備事業（県事業）

その他関連する事業

A' 公園施設長寿命化計画策定事業（県事業）
室戸広域公園

香南市
1-A2-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（県事業）

野市総合公園・高知空港緑の広場

1-C1-3 公園施設再整備事業（県事業）

その他関連する事業

A' 公園施設長寿命化計画策定事業（県事業）
野市総合公園・高知空港緑の広場

南国市
1-A2-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（県事業）

高知空港緑の広場

1-C1-3 公園施設再整備事業（県事業）

その他関連する事業

A' 公園施設長寿命化計画策定事業（県事業）
高知空港緑の広場

土佐市
1-A2-3 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（市町村事業）

市民公園 1公園（土佐市）
1 C1 1 公園施設再整備事業（市町村事業）

土佐清水市
1-A1-4 都市公園事業（土佐清水総合公園）

1-A3-2 公園施設長寿命化計画策定事業（市町村事業）
土佐清水総合公園 外２４公園

四万十市
1-A2-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（県事業）

土佐西南大規模公園

1-A3-3 公園施設長寿命化計画策定事業（市町村事業）

安並運動公園 外３２公園

1-C1-3 公園施設再整備事業（県事業）

その他関連する事業

A'     公園施設長寿命化計画策定事業（県事業）
土佐西南大規模公園

宿毛市
1-A1-7 都市公園事業（宿毛市総合運動公園）
1-A3-5 公園施設長寿命化計画策定事業（市町村事業）
1-C1-4 宿毛市総合運動公園案内施設整備事業（市町村事業）
1-C1-5 宿毛市総合運動公園陸上競技大会運営新システム整備事業（市町村事業）

都市公園事業

公園施設長寿命化対策支援事業

凡 例

効果促進事業
高知空港緑の広場1-C1-1 公園施設再整備事業（市町村事業）



（参考写真）

計画の名称 1 防災機能の向上と安全・安心を確保する公園整備の推進（防災・安全）

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 高知県、高知市、四万十市、土佐清水市、土佐市、宿毛市

高知県・都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（春野総合運動公園） 高知県・都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（春野総合運動公園）

高知市・都市公園事業（沖田公園） 高知市・公園施設長寿命化対策支援事業（城西公園）

交付対象

宿毛市・都市公園事業（宿毛市総合運動公園） 土佐清水市・都市公園事業（土佐清水総合公園）


