
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成30年03月26日

計画の名称 安全安心で魅力ある公園づくり（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 碧南市

計画の目標 本市を含む東海地方は南海トラフ地震が予想される地域であり、オープンスペースの整備を行うことにより災害発生時における地域住民の速やかな安全を確保する必要がある。また、碧南市においては、現在５１箇所の都市公園が供用されており、

設置から長い年月が経過した公園が多く、公園施設の老朽化が深刻な状況にある。平成２５年度までに作成し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が、経年劣化等により遊具や施設の利用において怪我をする危険性が高くなっ

た公園施設の改築を実施し、公園利用者の安全安心を確保しながら快適な利用を促す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 469  Ａ                 452  Ｂ                   0  Ｃ                  17  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      3.62 ％

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

H27当初 H29末 H31末

   1 安全安心なまちづくりに資するため、伊勢町地区内の居住者等が災害時に５分程度で避難できる避難場所の整備をすることにより、避難可能な人数を０人からから４，２００人へ増加させる。

伊勢町地区内にある避難場所における避難可能な人数 0人 0人 0人

   2 公園施設長寿命化計画に基づき７都市公園において遊戯施設及び公園施設を改築・更新する。

公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した７都市公園内における公園施設（遊具等）の割合 0％ 50％ 100％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000006292



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 碧南市 直接 碧南市 － － 都市公園事業（伊勢町公

園）（A1-1）

用地買収A=0.4ha、物件補償N

=5戸

碧南市  ■  ■  ■         321 未策定

別計画へ移行（安全安心で災害に強いまちづくり（防災・安全））

A12-002 公園 一般 碧南市 直接 碧南市 － － 公園施設長寿命化対策支

援事業（A1-2）

臨海公園等7都市公園におけ

る公園施設及び遊戯施設の更

新

碧南市  ■          37 策定済

A12-003 公園 一般 碧南市 直接 碧南市 － － 公園施設長寿命化対策支

援事業（A1-2）

臨海公園等7都市公園におけ

る公園施設及び遊戯施設の更

新

碧南市  ■  ■          94 策定済

 小計         452

合計         452

1 案件番号： 0000006292



C 効果促進事業

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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

C12-001 公園 一般 碧南市 直接 碧南市 － － 公園施設更新事業（C1-2

）

雨池公園、栄公園、下山公園

、長冨公園、碧公園の5都市

公園における施設の更新

碧南市  ■  ■  ■          17 未策定

雨池公園、栄公園、下山公園、長冨公園、碧公園の5都市公園における施設更新をすることにより、公園利用者の安全の確保及び公園利用の促進に寄与する。

 小計          17

合計          17

1 案件番号： 0000006292



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29

配分額 (a)                      28                      21                      30

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

交付額 (c=a+b)                      28                      21                      30

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

支払済額 (e)                      28                      21                      30

翌年度繰越額 (f)                       0                       0                       0

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

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

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

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000006292



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 安全安心で魅力ある公園づくり（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 愛知県碧南市

参考様式３

交付対象

A12-002 公園施設長寿命化対策支援事業

（都市公園の施設更新 臨海公園、明石公園、水源公園、札木公園、沢渡公園、日進公園、伏見公園 N=7公園 ）

C12-001 公園施設更新事業

（都市公園の施設更新 雨池公園、栄公園、下山公園、長冨公園、碧公園 N=5公園 ）

臨海公園

札木公園

下山公園

栄公園 沢渡公園

日進公園

碧公園

雨池公園

伏見公園

伊勢町公園

A12-001対象公園

A12-002対象公園

C12-001対象公園

凡 例

長冨公園

水源公園

明石公園

＜拡大図＞

伊勢町地区

避難所より半径

1.0km圏

伊勢町公園

大浜小学校

碧南伊勢土地区画整理事業地内

A12-001 都市公園事業（伊勢町公園）

（用地買収A=0.4ha、物件補償N=5戸）


