
社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：安全で安心な魅力ある愛媛の公園づくり
　　　　　 （防災・安全）

都市整備課



令和 ３年 ８月 ３日

1 安全で安心な魅力ある愛媛の公園づくり（防災・安全）
平成27年度　～　令和元年度　（5年間） 愛媛県

公園施設の老朽化が進む中で、計画的な維持管理及び改築・更新及びバリアフリー化等を実施するとともに、災害時に活用する広場や避難路の整備を行うことで、安全・安心を確保した快適な利用環境の整備を推進し、
魅力ある愛媛の公園づくりの実現を目標とする。

・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施設の改築
・愛媛県営総合運動公園（体育館）への避難距離の減少
・愛媛県営総合運動公園内の法面対策延長

（H27当初） （H29末） （R1末）

① 公園施設長寿命化計画に基づき改築する施設

目標値： 0施設 40施設 56施設

実績値： 26施設 46%

② 愛媛県営総合運動公園（体育館）への避難距離の減少

目標値： 0ｍ 600ｍ 600ｍ

実績値： 600ｍ 100%

③ 愛媛県営総合運動公園内の法面対策延長

目標値： 0ｍ 0ｍ 850ｍ

実績値： 850ｍ 100%

Ａ　都市公園・緑地等事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 R1

A12-001 公園 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 406 214 52.7

A12-002 公園 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 100 26 26.0

A12-003 公園 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - -
公園整備　A=8.5ha

20 20 100.0

A12-004 公園 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - -
公園整備　A=8.5ha

120 120 100.0

合計 646 380

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 H27 H28 H29 H30 R1

合計 0 0

番号 備考

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

（参考）　　社会資本総合整備計画　事後評価書 （中間評価書）
計画の名称
計画の期間 交付対象
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
達成率

1.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費（計画）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
653百万円 Ａ 646百万円 Ｂ

4百万円
効果促進事業費の割合

公園長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の
整備に努めてきたところであるが、厳しい財政状
況の中、整備計画期間内で確保できた事業費が整
備計画で計画した全体事業費に対して約半分に留
まったため、施設更新の進捗に遅れが生じた。

１．交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

58.8%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
384百万円 Ａ 380百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

0百万円 Ｃ 7百万円
効果促進事業費の割合

1.1% 進捗率
（実施事業費/全体

事業費）

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

都市公園等事業
（愛媛県営総合運動公園）
都市公園等事業
（愛媛県営総合運動公園　緊急点
検）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）（事業箇所）

都市公園安全・安心対策事業
松山市、砥部
町、愛南町

都市公園等事業
（愛媛県営総合運動公園） 公園整備　A=8.5ha

松山市、砥部町

総合運動公園他3箇所
における公園施設の改
築・バリアフリー化、
公園施設長寿命化計画
の策定（見直し）、建
築物の耐震診断

松山市、砥部町

松山市、砥部町

一体的に実施することにより期待される効果

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種 （延長・面積等）

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）



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 H27 H28 H29 H30 R1

C12-001 公園 一般 愛媛県 直接 愛媛県 公園標識整備事業 7 4 57.1

合計 7 4

番号

C12-001 老朽化した危険標識の更新、災害時の利用者の危険回避及び防災上必要となる標識の整備を行うことで、公園の安全・安心を確保する。

※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

公園施設長寿命化計画に基づく施設更新を行った結果、公園施設の長寿命化が図られた。また、県総合運動公園においては、
Ⅰ定量的指標に関連する 園内の法面対策が完了し、施設利用者にとって安心・安全で快適な環境が整備された。
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況

Ⅱ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）

本整備計画で未整備となっている公園施設については、次期計画にて整備を行う。

進捗率
（%）

総合運動公園他3箇所
における公園標識の更
新及び整備

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容

松山市、砥部
町、愛南町

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

工種

-

市町村名
港湾・地区名



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 1 安全で安心な魅力ある愛媛の公園づくり（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　令和元年度　（5年間） 愛媛県交付対象

【愛媛県】
Ａ-1 都市公園安全・安心対策事業
Ｃ-1 公園標識整備事業
（愛媛県営総合運動公園、道後公園、南予レクリエーション
都市公園（第3号、第7号））

【愛媛県】
Ａ-3 都市公園等事業（愛媛県営総合運動公園）

【愛媛県】
Ａ-2 都市公園等事業（愛媛県営総合運動公園）

【愛媛県】
Ａ-4 都市公園等事業（愛媛県営総合運動公園）



事業概要

整備前 整備後

【愛媛県】 都市公園安全・安心対策事業（第3号南予レクリエーション都市公園）

南予レクリエーション都市公園は、昭和47 年度に事業着手し、昭和51 年度の

第1 号公園のこども広場、第3 号公園のおおもり児童公園のオープンを皮切りに、

順次各公園の施設整備を行ってきたところであるが、建設から長期間が経過し、

老朽化の著しい施設が目立ってきている。

本事業では、公園施設長寿命化計画に基づいた計画的な施設の改築・更新を

行い、利用者の安全確保と快適な利用環境の維持を図る。

【愛媛県】 都市公園等事業（愛媛県営総合運動公園）

愛媛県営総合運動公園は、県民のスポーツ振興を図るとともに幅広いレクリ

エーション活動に対応するため、昭和47年度から松山広域都市計画事業として、

建設を進め、昭和55年5月に開園し、昭和63年に開園した「愛媛県立とべ動物園」

を含め、県内外の多くの方から利用されている。また、本公園は広域避難地として

地域防災計画に位置づけられており、防災の観点からも重要な施設となっている。

本事業では、北部丘陵地の遊歩道整備や駐車場整備などを実施し、利用者の

利便性や快適性を図るとともに、広域避難地としての機能向上を図る。

整備前 整備後


