
群馬県都市公園安全・安心推進計画（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 群馬県、前橋市、伊勢崎市、館林市、沼田市、安中市、甘楽町、渋川市

群馬県の都市公園施設の整備・改修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公園施設のバリアフリー化、また、県民の憩いの場の創出を図る。
また、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・更新を実施し、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。

・バリアフリー化に適合させるため整備を実施した公園施設の割合が平成31年度末までに100%に向上する。
・公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新を実施した公園施設の割合が平成31年度末までに100%に向上する。

（H27当初） （H31末）

A　都市防災・公園事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

A12-001 公園 一般 群馬県 直接 1,450 － 策定済

A12-002 公園 一般 群馬県 直接 50 － －

A12-003 公園 一般 前橋市 直接 270 － 策定済

A12-004 公園 一般 伊勢崎市 直接 30 － 策定済

A12-005 公園 一般 館林市 直接 210 － 策定済

A12-006 公園 一般 沼田市 直接 12 － －

A12-007 公園 一般 安中市 直接 20 － －

A12-008 公園 一般 甘楽町 直接 4 － －

A12-009 公園 一般 前橋市 直接 314 － 策定済

A12-010 公園 一般 渋川市 直接 294 － 策定済

A12-011 公園 一般 沼田市 直接 130 － －

小計（都市防災・公園事業） 2,784 －

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当無し）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

小計

Ｃ　効果促進事業（該当無し）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

小計

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当無し）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

小計

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

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）
費用便益比 備考

（面積等）

事業実施期間（年度）
費用便益比 備考

工種

費用便益比 備考
（延長・面積等）

前橋市 前橋市都市公園安全・安心対策緊急支援事業
三俣町五反田公園等３１箇所
における便益施設及び園路広
場のバリアフリー化　等

前橋市

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

伊勢崎市 伊勢崎市公園施設長寿命化対策支援事業
子供のもり公園等７箇所の遊
戯施設の改築　等

伊勢崎市

渋川市 渋川市公園施設長寿命化対策支援事業
渋川市総合公園等１０箇所に
おける遊戯施設の改築　等

渋川市

沼田市 沼田市都市公園施設長寿命化計画策定調査
沼田公園等１７公園における
長寿命化計画策定

沼田市

館林市 館林市公園施設長寿命化対策支援事業
つつじが岡公園等４３箇所に
おける遊戯施設の改築　等

館林市

安中市 安中市公園施設長寿命化計画策定調査
米山公園等２２公園における
長寿命化計画策定

安中市

甘楽町 甘楽町公園施設長寿命化計画策定調査
甘楽総合公園における長寿命
化計画策定

甘楽町

群馬県 群馬県公園施設長寿命化対策支援事業
敷島公園等４箇所における遊
戯施設の改築　等

前橋市、高崎市、
太田市

群馬県 群馬県公園施設長寿命化計画策定調査
敷島公園等５箇所における長
寿命化計画策定

前橋市 前橋市公園施設長寿命化対策支援事業
敷島公園等２６箇所における
遊戯施設の改築　等

前橋市

前橋市、高崎市、
太田市、館林市

費用便益比

Ｄ －
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

備考

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

50％ 100％

公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新が実施された公園施設の割合を算出する。
（改築・更新が実施された公園施設の割合）＝（改築・更新が実施された公園施設数）／（改築・更新を実施予定の公園施設数）

0%

2,784百万円 Ａ 2,784百万円 Ｂ － Ｃ

46％ 100％

社会資本総合整備計画（防災・安全） 令和３年１２月８日

計画の名称 重点計画の該当

計画の期間 交付対象

沼田市 沼田市都市公園施設長寿命化計画策定調査
沼田公園等１７公園における
長寿命化計画策定

沼田市

計画の目標

　　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

－

（H29末）

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

バリアフリー化に適合させるため整備が実施された公園施設の割合を算出する。
（整備が実施された公園施設の割合）＝（整備が実施された公園施設数）／（整備を実施予定の公園施設数）

0%



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

最終目標値 100%

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 100.0%

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 100.0%

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）

・群馬県の都市公園施設の整備・改修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公園施設のバリアフリー化、また、県民の憩いの場の創出を図る。
・また、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・更新を実施し、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。

 本計画終了後のH31年度以降も「群馬県都市公園安全・安心推進計画（防災・安全）」を実施中であり、引き続き、群馬県の都市公園の整備・改修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、公
園利用者の安全・安心の確保、公園施設に係るトータルコストの低減等をを図る。

指標①
バリアフリー化に適合させるため
整備が実施された公園施設の割合
を算出

指標②
公園施設長寿命化計画に基づき改
築・更新された公園施設の割合を
算出


