
盛岡市安心で安全な都市公園づくり（防災・安全）

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 岩手県盛岡市

・中央公園，高松公園の用地取得率の向上を目指します。中央公園　90.2％→92.8％，高松公園85.0％→85.7％

・平成26年度までに，6公園において公園施設長寿命化計画に基づく遊戯施設の改築を行い，改築が必要な遊戯施設の割合を1％向上する。

（H26末）

中央公園，高松公園の用地取得率の向上を目指します。

　事業執行後における買収面積を集計し，事業認可面積に対する用地取得率を次式より算定する。

算定式＝累計用地取得面積／事業認可面積

公園施設長寿命化計画に基づく遊戯施設の改築率の向上を目指します。

　長寿命化計画に基づく改築が行われた遊戯施設数を集計し，改築が必要な遊戯施設数に対する更新率を次式により算定する。

算定式＝累計改築済み遊戯施設数／改築が必要な遊具数

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

3-A-1 公園 一般 盛岡市 直接 都市公園事業(中央公園) 盛岡市 580

3-A-2 公園 一般 盛岡市 直接 都市公園事業(高松公園) 盛岡市 970

3-A-4 公園 一般 盛岡市 直接 盛岡市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 盛岡市 150

3-A-6 公園 一般 盛岡市 直接 盛岡市公園施設長寿命化対策支援事業 盛岡市 50

合計 1,750

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

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

合計 0.0

番号 備考

計画等の名称

交付 備考

対象

3-A'-3 公園 盛岡市 盛岡市公園施設長寿命化計画策定事業 18 防災・安全移行元

3-A'-5 公園 盛岡市 都市公園事業（岩山公園） 130 防災・安全移行元

3-C'-1 公園 盛岡市 55 防災・安全移行元

3-C'-2 活動支援 盛岡市 グラウンドワークワークショップ業務 4 防災・安全移行元

3-C'-3 施設整備 盛岡市 グラウンドワークによる公園整備事業 16 防災・安全移行元

3-C'-4 施設整備 盛岡市 まちの緑の創出と育成事業 160 防災・安全移行元

中堤街区公園整備事業 盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

0.0%1,750百万円

盛岡市

その他関連する事業

事業種別
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）（事業箇所）

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容
市町村名

全体事業費
（百万円）事業内容 市町村名

事業者
（延長・面積等）

要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

計画面積　A=44.3ha

要素となる事業名事業者

盛岡市

中間目標値

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

街区公園等65公園 

計画の期間

事業実施期間（年度）

計画面積　A=28.6ha

　　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

　・防災公園の用地取得率を向上させ，避難面積を拡充し防災機能を強化する。
　・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遊戯施設の改築を実施し，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。

（H25末）

中央公園90.2％
高松公園85.0％

中央公園92.8％
高松公園85.7％

遊戯改築率0.0% 遊戯改築率1.0%

要素となる事業名

1,750百万円

街区公園等6公園 21施設

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費 0  百万円

番号

Ａ Ｂ

事業者

盛岡市

盛岡市

平成26年3月28日　社会資本総合整備計画（市街地整備）

定量的指標の現況値及び目標値

計画の名称

番号

（事業箇所）

全体事業費
（百万円）

効果促進事業費の割合

市町村名

0　百万円 Ｃ

交付対象事業

全体事業費
（百万円）

当初現況値

交付対象

計画の目標

備考
最終目標値



3-C'-5 啓発 盛岡市 花と緑のガーデン都市づくり事業 16.8 防災・安全移行元

3-C'-6 活動支援 盛岡市 花と緑の相談コーナー事業 1.4 防災・安全移行元

3-C'-7 活動支援 盛岡市 緑のまちづくり補助金交付事業 2 防災・安全移行元

3-C'-8 施設整備 盛岡市 緑のリサイクルの推進事業 2 防災・安全移行元

3-C'-9 施設整備 盛岡市 案内標識等整備事業 10 防災・安全移行元

3-C'-10 施設整備 盛岡市 動物公園施設再整備事業 80 防災・安全移行元

3-C'-11 公園 盛岡市 48 防災・安全移行元

合計 395.2

Ａ’ Ｂ’ Ｃ’ 17.2%148百万円 0　百万円 395.2百万円 (C+C')/(A+A')+(B+B')+(C+C')

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

太田1号街区公園整備事業



（参考図面）市街地整備

計画の名称 3 盛岡市安心で安全な都市公園づくり（防災・安全）

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 岩手県盛岡市交付対象

凡例

市街地

盛岡市域

基幹事業箇所

効果促進事業箇所

〃

3-A-2 都市公園事業(高松公園) 
         (44.3ha) 

3-A-1 都市公園事業(中央公園) 

          (28.6ha) 

3-A-4 盛岡市都市公園安全・安心対策緊急総合支援

事業               （ΣN=1,518箇所) 
  

3-A-6 盛岡市公園施設長寿命化対策支援事業               

（公園数=12箇所) 
  



計画の名称：緑が文化になるまち　‘盛岡’ の創出と保全      　　都道府県名：岩手県

チェック欄

　１）計画の目標が盛岡市総合計画に適合している。 ○

　２）計画の目標が盛岡市緑の基本計画に適合している。 ○

　１）地域の課題を踏まえて計画の目標が設定されている。 ○

　１）定量的指標が計画の目標に適合している。 ○

　１）定量的指標の明瞭性が確保されている。 ○

　１）計画の目標と定量的指標・定量的指標の目標値の整合性が確保されている。 ○

　２）定量的指標・定量的指標の目標値と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）計画の目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）定量的指標・定量的指標の目標値が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　１）計画の目標に対して十分な事業効果が得られる事業で構成されている。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）事業実施の確実性が高い。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

Ⅱ．計画の効果・効率性

②地元の機運

①整備計画の目標と定量的指標の整合性

②定量的指標の明瞭性

③目標と事業内容の整合性

④事業の効果

Ⅲ．計画の実現可能性

①円滑な事業執行の環境

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性

①上位計画等との整合性

②地域の課題への対応

（都市公園整備・緑化推進タイプ）


