
平成 29 年 3 月 30 日

名護市都市公園整備推進計画

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 名護市

・一人当たりの公園面積を18.56㎡/人（H23）から19.58㎡/人（H27）にする。

・一人当たりの公園面積（㎡/人）

都市公園の開設している面積の合計(㎡)　／　都市計画区域人口(人) （H23当初） （H25末） （H27末）

人口　：　60,341人（H23） 61,285人（H25)  62,229人（H27)

供用開始面積　：　1,120,100㎡(H23)　1,183,900㎡(H25)　1,218,700㎡(H27)  

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　平成29年3月

　社会資本総合整備計画の事後評価として市で実施

　市のホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業

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） H23 H24 H25 H26 H27

1-A-1 公園 沖縄 名護市 直接 73

1-A-3 公園 沖縄 名護市 直接 1,526

合計 1,599

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業
地域 交付 直接

事業内容 備考

種別
種別 対象 間接

（延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

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） H23 H24 H25 H26 H27

合計 0

番号 備考

備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

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

地域住民の意見を踏まえ、安全性に配慮した親しみのある都市公園の計画的な整備を推進するとともに、

競技スポーツの振興及び市民の生涯スポーツ・健康増進・レクリエーションの充実に資する都市公園の整備を目指す。

18.56㎡/人 19.32㎡/人 19.58㎡/人

１人あたり公園面積　：

　1,120,100㎡/60,341人＝18.56㎡/人（H23）　1,183,900㎡/61,285人＝19.32㎡/人(H25)　1,218,700㎡/62,229人＝19.58㎡/人(H27)

　　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

0 百万円 Ｃ 0 百万円

効果促進事業費の割合

0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費

合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

1,599 百万円 Ａ 1,599 百万円 Ｂ

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

交付対象事業

番号 事業者

要素となる事業名

市町村名

全体事業費

（百万円）

番号 事業者

要素となる事業名

市町村名

事業実施期間（年度）

全体事業費

（百万円）

（事業箇所）

（事業箇所）

名護市 都市公園事業（伊差川公園）

園路、広場、駐車場等3.70ha

名護市

名護市 都市公園事業（21世紀の森）

園路、広場、運動施設等26.00ha

名護市

番号 事業者

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

一体的に実施することにより期待される効果



地域 交付 直接
事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 対象 間接
（延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

公園 沖縄 名護市 直接 209 沖縄

公園 沖縄 名護市 直接 250 沖縄

公園 沖縄 名護市 直接 32 沖縄

公園 沖縄 名護市 直接 41 沖縄

公園 沖縄 名護市 直接 76 沖縄

公園 沖縄 名護市 直接 10 沖縄

公園 沖縄 名護市 直接 229 沖縄

公園 沖縄 名護市 直接 111 沖縄

公園 沖縄 名護市 直接 142 沖縄

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 19.58㎡/人 　計画的に都市公園事業の進捗を図ることができ、最終目標値を達成することができた。

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 目標値 1,218,700㎡/62,229人＝19.58㎡/人

最終実績値 19.76㎡/人 実績値 1,219,000㎡/61,683人＝19.76㎡/人

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）

　今後も引き続き、事業を円滑に進めていけるよう、地元自治会関係者等との調整・連携を図りながら市民ニーズに則した満足度の高い公園整備を進めていく。また、事業効果を早期に発現できるよう、整備箇所の

部分的な供用の可能性についても検討し、良好な地域環境の形成と快適で安全で安心な都市環境を創出することで、公園利用者の利便性向上を図る。

　一人当たりの公園面積が目標値に達することができ、市民の利用に供することができた。目標設定時に比べ、開設した公園面積が増えたことと、人口の伸び率

が低かったことより、成果目標が達成されたものである。

その他関連する事業

事業種別

事業者

要素となる事業名

市町村名

全体事業費

（百万円）

（事業箇所）

園路、広場、駐車場等　3.50ha

名護市

名護市 名護市公園施設長寿命化対策支援事業 市内都市公園　49箇所 名護市

名護市 都市公園安全・安心対策事業 市内都市公園　57箇所 名護市

名護市 名護市公園施設長寿命化計画策定調査

市内都市公園の施設長寿命化計画書の策定

名護市

名護市 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 伊差川公園等　9箇所 名護市

0百万円 Ｃ’ 482 百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')）

都市公園事業（喜瀬多目的広場）

園路、広場、遊戯施設等　0.48ha

名護市名護市

17.9%

指標（一人当た

りの公園面積）

Ａ’ 618 百万円 Ｂ’

Ａ’

名護市 都市公園事業（田井等公園）

園路、広場、駐車場等　1.60ha

名護市

名護市

Ｃ’

名護市 都市公園事業（屋部親水公園）

園路、広場、遊戯施設等　0.51ha

名護市

名護市 都市公園事業（呉我多目的広場）

園路、広場、遊戯施設等　1.30ha

名護市

都市公園事業（我部祖河緑地）



（参考図面）

計画の名称 1 名護市都市公園整備推進計画

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 名護市

交付対象

A-1 都市公園事業

（伊差川公園 3.70ha）

A’ 都市公園事業

（田井等公園 1.60ha）

A’ 名護市公園施設長寿命化対策支援事業

（名護市内都市公園）

A-3 都市公園事業

（２１世紀の森 26.00ha）

C’ 都市公園事業

（呉我多目的広場 1.30ha）

A’ 都市公園事業

（我部祖河緑地 3.50ha）

C’ 都市公園事業

（屋部親水公園 0.51ha）

C’ 都市公園事業

（喜瀬多目的広場 0.48ha）

A’ 名護市公園安全安心対策緊急総合支援事業

（名護市内都市公園）

A’ 名護市公園施設長寿命化計画策定調査

（名護市内都市公園）

A’ 都市公園安全・安心対策事業

（名護市内都市公園）


