
社会資本総合整備計画
○

（H31当初） （R3末） （R5末）

交付対象事業

Ａ　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） 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H31 R2 R3 R4 R5 策定状況

A-1 公園 一般 東京都 直接  382 9.00 －

A-2 公園 一般 東京都 直接  1,800
今後算出

予定
－

A-3 公園 一般 東京都 直接  1,494 22.14 －

A-4 公園 一般 東京都 直接  11,890 － －

A-5 公園 一般 東京都 直接  983 9.15 －

A-6 公園 一般 東京都 直接  16,382 6.87 －

A-7 公園 一般 東京都 直接  1,755 － －

A-8 公園 一般 東京都 直接  807 25.20 －

A-9 公園 一般 東京都 直接  14,796 11.17 －

A-10 公園 一般 東京都 直接  123 1.55 －

東京都

東京都

東京都

都市公園事業（林試の森公園） 公園整備　2.0ha

東京都

都市公園事業（和田堀公園）

江東区

江東区

公園整備　1.08ha

北区

都市公園事業（清澄庭園）

公園整備　0.36ha

公園整備　5.5ha

都市公園事業（祖師谷公園）

公園整備　0.44ha

公園整備　10.9ha

都市公園事業（亀戸中央公園）

事業者

都市公園事業（城北中央公園）

公園整備　0.05ha 足立区

東京都

都市公園事業（芝公園）

（事業箇所）

杉並区

世田谷区

都市公園事業（浮間公園）

公園整備　0.32ha 港区

都市公園事業（舎人公園）

東京都

東京都

東京都

東京都

品川区

公園整備　0.77ha

１）各公園の整備により、災害時に避難可能となる人数を平成35年度末までに50.6万人増加させる。
２）長寿命化計画に基づき更新した公園施設の割合を4.5％に増加させる。

２）長寿命化計画に基づき更新した公園施設の割合増加数

１）避難可能人数の増加数

0万人 50.6万人

0.0%

　　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

令和4年2月15日

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
東京都、台東区、品川区、世田谷区、中野区、杉並区、江戸川区、
青梅市、府中市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、福生市、東村山市

計画の目標

東京都では震災時に首都東京を守る防災公園づくりを進めることを目標としている。目標の達成に向け、防災機能を備えた公園緑地の整備を進めるとともに、予防保全的な公園事業の推進に努め、安全安心な公園づくりを行
う。

　　計画の成果目標（定量的指標）

東京の防災力を向上させる公園緑地整備【重点】（防災・安全）

平成３１年度　～　令和５年度　（5年間）

効果促進事業費の割合
0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

全体事業費
（百万円）

費用便益比 備考
要素となる事業名

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

実施率（％）＝実施施設数/計画施設数 4.5%

市町村名

全体事業費 全体事業費 Ｄ 0 百万円
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
120,720 百万円 Ａ 120,720 百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ 0 百万円

東京都

都市公園事業（高井戸公園）

公園整備　0.43ha

杉並区

板橋区、練馬区
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A-11 公園 一般 東京都 直接  1,323 4.11 －

A-12 公園 一般 東京都 直接  20,910 9.38 －

A-13 公園 一般 東京都 直接  178 13.00 －

A-14 公園 一般 東京都 直接  1,294 28.30 －

A-15 公園 一般 東京都 直接  173 2.83 －

A-16 公園 一般 東京都 直接  5,822 3.96 －

A-17 公園 一般 東京都 直接  10,024 13.45 －

A-18 公園 一般 東京都 直接  5,820 － －

A-19 公園 一般 東京都 直接  8,002 24.00 －

A-20 公園 一般 東京都 直接  354
今後算出

予定
－

A-21 公園 一般 台東区 直接  59 － 策定済

A-22 公園 一般 品川区 直接 350 － －

A-23 公園 一般 品川区 直接 75 － 策定済

A-24 公園 一般
世田谷
区

直接  7,764 1.97 －

A-25 公園 一般 中野区 直接  4,978 2.50 －

A-26 公園 一般 杉並区 直接  185 4.35 －

A-27 公園 一般
江戸川
区

直接  589 － 策定済

A-28 公園 一般 青梅市 直接  105 － 策定済

A-29 公園 一般 府中市 直接  422 － 策定済

A-30 公園 一般
東大和
市

直接  47 － 策定済

A-31 公園 一般
武蔵村
山市

直接 151 － 策定済

A-32 公園 一般 多摩市 直接  200 － 策定済

A-33 公園 一般 福生市 直接  40 － －

A-34 公園 一般 杉並区 直接  280 － 策定済

A-35 公園 一般
江戸川
区

直接  188 － 策定済

公園整備　0.03ha都市公園事業（宇喜田公園）

公園整備　3.61ha都市公園事業（篠崎公園）

東京都

東京都

公園整備　0.08ha 葛飾区都市公園事業（水元公園）

江戸川区

東大和市
公園施設長寿命化対策支援事業(東
大和市)

江戸川区
公園施設長寿命化対策支援事業(江
戸川区)

杉並区 都市公園事業（柏の宮公園）

東京都

東京都

品川区 都市公園事業（しながわ区民公園）

東京都

都市公園事業（東伏見公園）

都市公園事業（六仙公園）

東京都

多摩市
公園施設長寿命化対策支援事業(多
摩市)

施設更新　183箇所 多摩市

福生市
公園施設長寿命化計画策定調査（福
生市）

計画策定　54公園 福生市

施設更新　196箇所 杉並区杉並区
公園施設長寿命化対策支援事業（杉
並区）

公園整備　0.6ha

武蔵村山市武蔵村山市
公園施設長寿命化対策支援事業(武
蔵村山市)

施設更新　35箇所

施設更新　2箇所 東大和市

東京都

青梅市

施設更新　229箇所

府中市

都市公園事業(平和の森公園)

施設更新　11箇所

都市公園事業（小宮公園） 八王子市

公園整備　7.2ha

公園整備　2.7ha

公園整備　0.4ha

東京都

都市公園事業（府中の森公園）

東京都

世田谷区 都市公園事業（玉川野毛町公園）

公園整備　2.2ha

青梅市

公園整備　2.76ha

公園整備　4.4ha

公園整備　0.4ha

都市公園事業（小金井公園）

台東区
公園施設長寿命化対策支援事業(台
東区)

施設更新　1箇所

公園整備 0.8ha

品川区
公園施設長寿命化対策支援事業(品
川区)

東京都 都市公園事業（神代植物公園）

中野区

江戸川区
公園施設長寿命化対策支援事業(江
戸川区)（５か年老朽）

施設更新　5箇所 江戸川区

西東京市

江戸川区

品川区

公園整備　0.6㏊ 杉並区

東久留米市

公園整備　2.9ha

公園施設長寿命化対策支援事業(府
中市)

施設更新　200箇所 府中市

公園施設長寿命化対策支援事業(青
梅市)

施設更新　2箇所

あきる野市都市公園事業（秋留台公園）

武蔵野市、小金井市、
小平市、西東京市

世田谷区

台東区

中野区

品川区

江戸川区

府中市

調布市
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A-36 公園 一般
東村山
市

直接  900 1.43 －

A-37 公園 一般 品川区 直接 5 － 策定済

A-38 公園 一般 多摩市 直接  70 － 策定済

合計  120,720

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H31 H32 H33 H34 H35 策定状況

合計 0

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 H31 H32 H33 H34 H35

合計 0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
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 H31 H32 H33 H34 H35

合計 0

番号 事業者
要素となる事業名

品川区
公園施設長寿命化計画策定調査（品
川区）

計画策定　145箇所 品川区

東村山市 都市公園事業（萩山公園）

費用便益比 備考
（事業箇所） （延長・面積等）

事業実施期間（年度）

番号 事業者
要素となる事業名

事業内容
市町村名

港湾・地区名

番号 事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名

（事業箇所）

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
（百万円）

事業内容 市町村名

全体事業費
（百万円）

用地取得　0.59㏊ 東村山市

多摩市
公園施設長寿命化計画策定調査（多
摩市）

計画策定　208箇所 多摩市
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02

配分額 (a)                   1,835                     566

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

交付額 (c=a+b)                   1,835                     566

前年度からの繰越額 (d)                     653                     885

支払済額 (e)                   1,603                   1,397

翌年度繰越額 (f)                     885                      54

うち未契約繰越額(g)                       0                      54

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                    3.72

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： 0000353185



A-23 長寿命化対策(品川区)

A-28 長寿命化対策(青梅市)

A-9 城北中央公園

A-11 水元公園

A-17 小金井公園

A-4 林試の森公園A-5 祖師谷公園

A-6 和田堀公園

A-26 柏の宮公園

A-16 神代植物公園

A-1 芝公園

A-31 長寿命化対策(武蔵村山市) A-18 東伏見公園

A-19 六仙公園

A-15 府中の森公園

A-32 長寿命化対策(多摩市)

A-21 長寿命化対策(台東区)

A-10 舎人公園

A-25 平和の森公園

A-8 浮間公園

A-27 長寿命化対策(江戸川区)

A-13 宇喜田公園

A-12 篠崎公園

A-29 長寿命化対策(府中市)

A-22 しながわ区民公園

A-24 玉川野毛町公園

A-2 清澄庭園

A-20 秋留台公園

A-30 長寿命化対策(東大和市)

A-3 亀戸中央公園A-14 小宮公園

A-7 高井戸公園

A-33 長寿命化計画策定(福生市)

A-34長寿命化対策（杉並区） A-35長寿命化対策（江戸川区）（５か年老朽）

A-36 萩山公園（東村山市）

A-37 長寿命化計画策定(品川区)A-38 長寿命化計画策定(多摩市)

計画の名称 東京の防災力を向上させる公園緑地整備【重点】（防災・安全）

計画の期間 平成31年度　～　令和５年度　（5年間） 交付対象
東京都、台東区、品川区、世田谷区、中野区、杉並区、江戸川区、
青梅市、府中市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、福生市、東村山市
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事前評価チェックシート
 計画の名称： 東京の防災力を向上させる公園緑地整備【重点】（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
〇

II． 計画の効果・効率性
〇

III．計画の実現可能性
〇

1  案件番号：0000353185


