
1 群馬県都市公園活性化計画

平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 群馬県、前橋市、高崎市、藤岡市、みどり市、沼田市、桐生市、伊勢崎市

・一人あたりの都市公園面積を13.52m2／人(H26末)から13.77m2／人（H31末）に増加
・拡張等で活性化された公園の入園者数を756千人（H26末）から780千人（H31末）に増加

（H31末）
群馬県の都市計画区域における、一人あたりの都市公園面積を算出する。
　Σ（都市公園面積）／Σ（都市計画区域内の人口）　（単位:㎡／人）

都市公園の拡張等に伴う来園者数を把握する。
1256 千人 1268 千人 1280 千人

Ａ　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） H27 H28 H29 H30 H31

A12-001 公園 一般 群馬県 直接 都市公園事業（多々良沼公園） 公園整備　A=109.7ha 館林市、邑楽町 250 4.66

A12-002 公園 一般 前橋市 直接 都市公園事業（荻窪公園） 公園整備　A=6.2ha 前橋市 335 3.25

A12-003 公園 一般 高崎市 直接 都市公園事業（観音山公園） 公園整備　A=18.9ha 高崎市 1,038 27.80

A12-004 公園 一般 藤岡市 直接 都市公園事業（毛野国白石丘陵公園） 公園整備　A=6.0ha 藤岡市 403 1.96

A12-005 公園 一般 みどり市 直接 都市公園事業（西鹿田グリーンパーク） 公園整備　A=6.0ha みどり市 378 －

A12-006 公園 一般 群馬県 直接 公園整備　A=17.8ha 前橋市 205 －

A12-007 公園 一般 沼田市 直接 都市公園事業（利南運動広場） 公園整備　A=5.1ha 沼田市 250 1.21

A12-008 公園 一般 桐生市 直接 都市公園事業（梅田台緑地） 公園整備　A=2.2ha 桐生市 397 －

A12-009 公園 一般 伊勢崎市 直接 都市公園事業（南口駅前広場） 公園整備　A=0.2ha 伊勢崎市 466 3.42

A12-010 公園 一般 群馬県 直接 公園整備　A=18.7ha 太田市 191 －

合計 3,913

Ｂ　関連社会資本整備事業

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 H27 H28 H29 H30 H31

B12-001 公園 一般 藤岡市 直接 毛野国白石丘陵公園外周道路整備事業 道路整備L=740m W=6.0m 藤岡市 248 －

合計 248

Ｃ　効果促進事業（該当なし）

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 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号 備考

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 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号 備考

社会資本総合整備計画 令和３年１２月０８日

計画の名称 重点計画の該当

計画の期間 交付対象
計画の目標

群馬県の都市公園の整備を進めることにより、災害時の避難地等の防災効果の創出や県民の憩いの場の創出を図る。

　　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

全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

（H27当初） （H29末）  
H27当初：H26年度末の数値
H29末：H29年度末の数値
H31末：H31年度末の数値

来園者数把握公園４公園
（A-1,A-2,A-3,A-8）

3,913百万円 Ｂ 248百万円 0百万円
効果促進事業費の割合

0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） Ｃ

群馬県

前橋市

高崎市

桐生市

群馬県 都市公園事業（敷島公園）

事業内容
市町村名

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

（事業箇所）

藤岡市

番号 事業者 要素となる事業名

番号 事業者 要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

事業内容

費用便益比

一体的に実施することにより期待される効果

費用便益比
（面積等）

全体事業費
（百万円）事業内容 市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

沼田市

都市公園事業（金山総合公園）

1352m2/100人 1367m2/100人 1377m2/100人

藤岡市

みどり市

0百万円 Ｄ

事業者
要素となる事業名

市町村名

4,161百万円 Ａ

伊勢崎市

群馬県



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 ・群馬県の都市公園の整備を進めることにより、災害時の避難地等の防災効果や、県民の憩いの場を創出することができた。

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 13.77 m
2
/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 14.25 m
2
/人

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

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）

 本計画終了後のH31年度以降も「群馬県都市公園活性化計画」を実施中であり、引き続き、群馬県の都市公園の整備を進めることにより、災害時の避難地等の防災効果の創出や、県民の憩いの場の創出を図る。

指標①
一人あたりの都市公園面積

（0.48%増）

指標②
改修・拡張工事により活性化され
た公園の入園者数（有料施設）

(336千人増)

1280千人

1646千人


