
平成 ２８ 年 　９月  ７日

安全安心な県営都市公園の整備推進

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 埼玉県

①緑の保全・創出及び防災拠点機能の拡大としての埼玉県の都市公園における整備面積比率の向上
②安全に改築・更新された施設件数の向上

（H22） （H24末） （H26末）

①

②

特になし

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価（中間評価）の実施体制

公表の方法

１．交付対象事業の実施状況

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） H22 H23 H24 H25 H26

1-A-1 公園 一般 埼玉県 直接 1,278

1-A-2 公園 一般 埼玉県 直接 350

1-A-3 公園 一般 埼玉県 直接 325

1-A-4 公園 一般 埼玉県 直接 1,079

1-A-5 公園 一般 埼玉県 直接 574

1-A-6 公園 一般 埼玉県 直接 562

1-A-7 公園 一般 埼玉県 直接 468

1-A-8 公園 一般 埼玉県 直接 237

1-A-9 公園 一般 埼玉県 直接 169

1-A-10 公園 一般 埼玉県 直接 159

5,201

完了

完了

完了

完了

　策定主体にて評価を実施し、その結果を都市整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を
聴取した。

備考

合計

Ｃ 127百万円
効果促進事業費の割合

事後評価（中間評価）

要素となる事業名

（事業箇所）

整備面積　11.9ha 行田市

整備面積　18.0ha 松伏町

整備面積　12.4ha さいたま市・越谷市

整備面積　31.6ha 加須市

交付対象事業

市町村名
全体事業費
（百万円）

施設の改築・更新　3公園

社会資本総合整備計画　　　　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

平成２８年９月

埼玉県都市整備部公園スタジアム課のホームページ掲載

県営都市公園が整備された割合＝Σ（対象公園整備面積 125.5ha → 210.5ha）／Σ（対象公園計画面積 308.1ha） ①40.7％ ①58.7％ ①68.3％

　　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

安全に改築・更新された施設件数の率＝Σ（対象施設改築件数 0件 → 7件）／Σ（対象施設件数 7件） ②0.0％ ②16.7％ ②100.0％

埼玉県広域緑地計画における「緑のネットワーク形成」及び「身近な緑の保全・創出」を推進するため、都市公園の拡張整備を行う。併せて、防災活動拠点及び一次避難地としての機能拡大を図る。ま
た、老朽化により安全に利用することが難しくなってきている既設公園施設の適切な改築・更新を行うことにより、県民への安全安心な施設の提供を図っていく。

整備面積　26.6ha 羽生市

用地買戻し　3,270㎡ 狭山市

整備面積　32.6ha 幸手市・久喜市

長寿命化計画策定　28公園 全域

　　計画の成果目標（定量的指標）

2.4%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　　拠点施設・重点地区

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
5,328百万円 Ａ 5,201百万円 Ｂ 0百万円

都市公園事業（しらこばと公園）

都市公園事業（加須はなさき公園）

都市整備事業（さきたま古墳公園）

都市整備事業（まつぶし緑の丘公園）

都市整備事業（羽生水郷公園）

都市整備事業（狭山ジョンソン基地跡地公園）

都市整備事業（権現堂公園）

埼玉県公園施設長寿命化計画事業

埼玉県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

事業者

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

全域

みさと公園等2公園における遊具等の改築全域

埼玉県

埼玉県 埼玉県公園施設長寿命化対策支援事業



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 H22 H23 H24 H25 H26

－

番号

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C-1 公園 一般 埼玉県 直接 20

1-C-2 公園 一般 埼玉県 直接 100

1-C-3 公園 一般 埼玉県 直接 7

合計 127

番号 一体的に実施することにより期待される効果

1-C-1 協働作業をとおし県民の意見・アイデアを幅広く聞き、公園づくりに反映することにより魅力ある公園整備を図る。

1-C-2 （1-Ａ-1）と一体的に実施することにより、魅力ある公園整備を図る。

1-C-3 （1-Ａ-4）と一体的に実施することにより、魅力ある公園整備を図る。

※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

３．特記事項（今後の方針）

（延長・面積等）

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

Ⅱ　定量的指標の達成状況

市町村名
地区名

全体事業費
（百万円）番号 事業者

省略
事業内容

工種

62.3%(191.8ha)

100%(7件)

85.7%(6件)

番号
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）工種

東日本大震災からの復興に予算が重点投資されたため、本計画については期間内に全体
事業費を確保できなかった。
事業内容の見直しや効率化に努めたが補いきれず、実績値が目標値に達しなかった。

　公園整備については、次期計画である「埼玉県の魅力ある都市公園整備の推進事業（平成27年～平成31年）」及び「埼玉県安全・安心で災害に強い都市公園整備の推進（防災・安全）（平成27年
～平成31年）」にて、事業実施内容の効率化、低コスト化等を図りながら引き続き推進していく。

合計

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

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

指標①
県営都市公園
が整備された
割合

指標②
安全に改築・
更新された施
設件数の率

最終実績値

備考

備考

一体的に実施することにより期待される効果 備考

埼玉県

埼玉県

遊戯施設整備事業（しらこばと公園）

教養施設整備事業（まつぶし緑の丘公園）

遊具整備

野鳥観察小屋整備

他事業で実施

完了さいたま市・越谷市

松伏町

事業者
省略 事業内容 市町村名

地区名

東日本大震災からの復興に予算が重点投資されたため、本計画については期間内に全体
事業費を確保できなかった。
残事業については改修内容を見直して他事業にて実施中であり、今年度完了予定となっ
ている。

備考

要素となる事業名

①しらこばと公園にて9.1ha、加須はなさき公園にて11.3ha、さきたま古墳公園にて5.6ha、まつぶし緑の丘公園にて18.0ha、羽生水郷公園にて
10.0ha、権現堂公園にて12.3ha、合計66.3haの県営公園面積を供用開始した。
②みさと公園の木製遊具ほか２公園５施設について、安全確保のための改築・更新を行った。

68.3%(210.5ha)

埼玉県 県民参加による公園づくり事業（まつぶし緑の丘公園） 協働作業の運営や参加者のコーディネートを行う 松伏町



（参考図面）

計画の名称 安全安心な県営都市公園の整備推進

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 埼玉県交付対象

1-A-2 都市公園事業（加須はなさき公園）
(31.6ha)

［ その他関連する事業］
・県営公園長寿命化計画策定事業

対象公園(28公園)

・埼玉県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
施設の改修・更新（対象公園3公園)

・埼玉県公園施設長寿命化対策支援事業

施設の改修・更新（対象公園2公園)

：国営公園

：県営公園

1-A-4 都市公園事業（まつぶし緑の丘公園）
( 18．0ha)

1-C-3 教養施設整備事業（まつぶし緑の丘公園）

1-A-5 都市公園事業（羽生水郷公園）
( 26.6ha)

1-A-6 都市公園事業（狭山ジョンソン基地跡地公園）
(3,270㎡)

1-A-3 都市公園事業（さきたま古墳公園）
( 7.5ha)

1-A-1 都市公園事業（しらこばと公園）
(12.4ha)

1-A-9 埼玉県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
（しらこばと公園）

1-C-2 遊戯施設整備事業（しらこばと公園）

1-A-9 埼玉県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（みさと公園）
1-A-10 埼玉県公園施設長寿命化対策支援事業（みさと公園）

1-A-10 埼玉県公園施設長寿命化対策支援事業
（こども動物自然公園）

1-A-7 都市公園事業（権現堂公園）
( 23．6ha)

1-A-9 埼玉県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
（上尾運動公園）

1-A-8


