
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和03年01月07日

計画の名称 2．都市公園における長寿命化対策の推進（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 高知県,四万十市,土佐清水市,高知市

計画の目標 都市公園において、公園施設長寿命化計画が未策定の公園について計画策定を行い、その計画に基づいた公園施設の改築・更新を実施することにより、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、適切な維持管理を行っていく。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 552  Ａ                 552  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H30当初） （R2末） （R4末）

   1 公園施設長寿命化計画の策定率

公園施設長寿命化計画を策定した公園数の割合 0％ 100％ 100％

公園施設長寿命化計画を策定した公園数／公園施設長寿命化計画の策定計画のある公園数

   2 公園施設長寿命化計画に基づく更新・改築済み公園施設数の増加

改築・更新が必要な公園施設の対策実施率 0％ 25％ 50％

改築・更新済公園施設数／改築・更新予定公園施設数

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000252065



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業

A12-001 公園 一般 高知県 直接 高知県 － － 公園施設長寿命化対策支

援事業

施設の改築・更新　１０公園 高知市外７市町  ■  ■  ■  ■  ■         387 － 策定済

A12-002 公園 一般 四万十市 直接 四万十市 － － 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　

56公園

四万十市  ■          14 －

A12-003 公園 一般 土佐清水

市

直接 土佐清水市 － － 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　

１６公園

土佐清水市  ■  ■  ■  ■           9 －

A12-004 公園 一般 土佐清水

市

直接 土佐清水市 － － 公園施設長寿命化対策支

援事業

施設の改築・更新　16公園 土佐清水市  ■  ■  ■  ■         135 策定済

A12-005 公園 一般 高知市 直接 高知市 － － 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　

30公園

高知市  ■           7 －

 小計         552

合計         552

1 案件番号： 0000252065



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H30 H31

配分額 (a)                      33                      19

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      33                      19

前年度からの繰越額 (d)                       0                      21

支払済額 (e)                      12                      34

翌年度繰越額 (f)                      21                       6

うち未契約繰越額(g)                      18                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   54.54                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

事業の実施時期について関

係機関との協議に時間を要

したため

1 案件番号： 0000252065



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 ２.都市公園における長寿命化対策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成30年度　～　令和４年度　（5年間） 高知県、高知市、四万十市、土佐清水市交付対象

A12-001 土佐西南大規模公園

A12-001 五台山公園

A12-001 鏡川緑地

A12-001 春野総合運動公園

A12-001 種崎千松公園

A12-001 鏡野公園

A12-001 高知空港緑の広場

A12-001 安芸広域公園

A12-001 室戸広域公園

A12-001 野市総合公園

高知県

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（春野総合運動公

園）

高知県

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（野市総合公園）

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（鏡野公園）

高知県

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（室戸広域公園）
高知県

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（土佐西南大規模公

園）

高知県

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（種﨑千松公園）

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（鏡川緑地）

高知県

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（高知空港緑の広

場）

高知県

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（五台山公

園）

高知県

A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業（安芸広域公園）

A12-001 都市公園安全・安心対策事業 高知県



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 ２.都市公園における長寿命化対策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成30年度　～　平成34年度　（5年間） 高知県、高知市、四万十市、土佐清水市交付対象

A12-002 都市公園安全・安心対策事業 四万十市四万十市拡大図
A12-002 都市公園安全・安心対策事業 四万十市

A12-002 岡の下公園

A12-002 古津賀第２団地公園

A12-002 井沢公園

A12-002 古津賀２号公園

A12-002 古津賀３号公園

A12-002 古津賀１号公園

A12-002 古津賀緑地

A12-002 古津賀４号公園

A12-002 古津賀５号公園

A12-002 天神公園

A12-002 五月公園

A12-002 不破上町公園

A12-002 夕陽の見える丘公園

A12-002 仲瀬公園

A12-002 日の出公園

A12-002 丸の内第公園

A12-002 渡川第２緑地

A12-002 渡川緑地

A12-002 具同公園

A12-002 具同４号公園

A12-002 具同５号公園

A12-002 具同２号公園

A12-002 具同３号公園

A12-002 具同１号公園

A12-002 城谷公園

A12-002 あいのさわ公園

A12-002 自由ケ丘第２公園

A12-002 自由ケ丘公園

A12-002 自由ケ丘第３公園

A12-002 都市公園安全・安心対策事業 四万十市四万十市拡大図
A12-002 都市公園安全・安心対策事業 四万十市

A12-002 岡の下公園

A12-002 古津賀第２団地公園

A12-002 井沢公園

A12-002 有隣公園

A12-002 古津賀２号公園

A12-002 古津賀３号公園

A12-002 古津賀１号公園

A12-002 古津賀４号公園

A12-002 古津賀５号公園

A12-002 天神公園

A12-002 八反原公園

A12-002 五月公園

A12-002 不破上町公園

A12-002 夕陽の見える丘公園

A12-002 仲瀬公園

A12-002 日の出公園

A12-002 岩崎公園

A12-002 為松公園

A12-002 丸の内第１公園

A12-002 丸の内第２公園
A12-002 四万十川桜づつみ公園

A12-002 渡川第２緑地

A12-002 渡川緑地

A12-002 具同公園

A12-002 具同４号公園

A12-002 具同１号公園

A12-002 具同２号公園

A12-002 具同３号公園

A12-002 具同５号公園

A12-002 城谷公園

A12-002 あいのさわ公園

A12-002 自由ケ丘第２公園

A12-002 自由ケ丘公園

A12-002 自由ケ丘第３公園

A12-002 安並運動公園

A12-002 中山公園

A12-002 具同南団地公園

A12-002 具同ヶ丘緑地

A12-002 安並水車の里公園

A12-002 雅ヶ丘公園

A12-002 安並ニュータウン公園

A12-002 朝ヶ丘タウン公園

A12-002 安並南の風公園

A12-002 右山公園

A12-002 四万十川キャンプ場

A12-002 トンボニュータウン公園

A12-002 もみじヶ丘公園

A12-002 四万十ニュータウン２号公園

A12-002 四万十ニュータウン１号公園

A12-002 岩田サンシャインニュータウン公園

A12-002 一條鶴井公園

A12-002 古津賀ニュータウン公園

A12-002 古津賀第１団地公園

A12-002 安並団地公園

A12-002 具同花鳥公園

A12-002 古津賀緑地



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 ２.都市公園における長寿命化対策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成30年度　～　平成34年度　（5年間） 高知県、高知市、四万十市、土佐清水市交付対象

A12-003 越前町公園

A12-003 緑ヶ丘公園

A12-003 西町公園

A12-003 旭町公園

A12-003 寿町公園

A12-003 本町公園

A12-003 栄町公園

A12-003 グリーンハイツ第1号公園

A12-003 あさひヶ丘公園

A12-003 汐見町公園

A12-003 鹿島公園

A12-003 土佐清水運動公園

A12-004 中央公園

A12-004 越前町公園

A12-004 緑ヶ丘公園

A12-004 西町公園

A12-004 旭町公園

A12-004 寿町公園

A12-004 本町公園

A12-004 栄町公園

A12-004 グリーンハイツ第1号公園

A12-004 あさひヶ丘公園

A12-004 汐見町公園

A12-004 鹿島公園

A12-004 土佐清水運動公園

A12-004 加久見公園

A12-004 土佐清水総合公園

A12-004 うすばえ桜公園

A12-003 都市公園安全・安心対策事業 土佐清水市土佐清水市拡大図
A12-003 都市公園安全・安心対策事業 土佐清水市

A12-003 都市公園安全・安心対策事業 土佐清水市土佐清水市拡大図
A12-004 都市公園安全・安心対策事業 土佐清水市



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 ２.都市公園における長寿命化対策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成30年度　～　令和４年度　（5年間） 高知県、高知市、四万十市、土佐清水市交付対象

A12-005 徳弘公園

A12-005 仲田公園

A12-005 桜馬場公園

A12-005 江ノ口東公園

A12-005 常盤公園

高知市拡大図（都市計画図）
A12-005 都市公園安全・安心対対策事業 高知市

A12-005 城東公園

A12-005 相模公園

A12-005 潮見台2号公園

A12-005 車瀬公園

A12-005 塩田公園

A12-005 幡多倉公園

A12-005 相生町公園

A12-005 城見公園

A12-005 九反田公園

A12-005 南奉公人町公園

A12-005 洞ヶ島公園

A12-005 新堀公園

A12-005 伊勢崎公園

A12-005 帯田公園

A12-005 蒔絵台1号公園

A12-005 大膳町公園

A12-005 小川町公園

A12-005 升形公園

A12-005 五台山ふれいあい公園
A12-005 中島町公園

A12-005 知寄公園

A12-005 筆山町公園

A12-005 潮江東ノ丸公園
A12-005 八軒町公園


