
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 1,578 － －

A-2 公園 一般 東京都 直接 537 8.17 －

A-3 公園 一般 東京都 直接 12,052 4.97 －

A-4 公園 一般 東京都 直接 9,875 9.02 －

A-5 公園 一般 東京都 直接 46,891 1.19 －

A-6 公園 一般 東京都 直接 8,185 2.72 －

A-7 公園 一般 東京都 直接 6,286 4.18 －

A-8 公園 一般 東京都 直接 554 2.26 －

A-9 公園 一般 東京都 直接 349
今後算出

予定
－

A-10 公園 一般 東京都 直接 9,316 2.32 －

１）各公園等の整備により、１人当たりの都市公園・緑地等の面積を0.11㎡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3.1％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）都市公園・緑地等の1人当たり面積の増加数

　　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
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

東京都

東京都

東京都 都市公園事業（大戸緑地） 公園整備　14.9ha

東京都

東京都 公園整備　2.82ha 杉並区都市公園事業（善福寺公園）

東京都 都市公園事業（善福寺川緑地）

都市公園事業（東大和公園） 公園整備　1.2ha 東大和市

公園整備　0.22ha 杉並区

東京都

東京都 都市公園事業（赤塚公園） 公園整備　0.83ha 板橋区

東京都 都市公園事業（石神井公園） 公園整備　3.31ha 練馬区

東京都 都市公園事業（武蔵野公園） 公園整備　6.38ha
府中市、小金
井市

0.11㎡/人

実施率（％）＝実施施設数/計画施設数 3.1%0.0%

0.0㎡/人

町田市

都市公園事業（野山北・六道山公
園）

都市公園事業（八国山緑地） 公園整備　2.4ha 東村山市

都市公園事業（小山田緑地） 公園整備　6.2ha

町田市

武蔵村山市、
瑞穂町

全体事業費

公園整備　36.4ha

令和3年12月16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、新宿区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、練馬区、足立区、江戸川区、
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、日野市、東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米
市、多摩市、羽村市、西東京市、大島町、小金井市

計画の目標

東京都では都市の魅力を高めるとともに、連続した緑の軸と拠点を設け緑の骨格を形成する公園づくりを目標としている。その目標の達成に向け、都市公園の整備を進め、都内に残された緑を確保し、環境保全、景観形
成、レクリエーションなど都民ニーズに沿った公園を提供していく。

　　計画の成果目標（定量的指標）

緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備（その２）

平成３１年度　～　令和５年度　（5年間）

0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比 備考
（事業箇所）

Ｂ 0 百万円 Ｃ 0 百万円 Ｄ 0 百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 148,400 百万円 Ａ 148,400 百万円
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A-11 公園 一般 東京都 直接 925
今後算出

予定
－

A-12 公園 一般 東京都 直接 936
今後算出

予定
－

A-13 公園 一般 東京都 直接 183 － －

A-14 公園 一般 東京都 直接 620 － 策定済

A-15 公園 一般 新宿区 直接  71 － 策定済

A-16 公園 一般 品川区 直接 505 1.1

A-17 公園 一般 大田区 直接  4,769 19.26 －

A-18 公園 一般 大田区 直接  955 9.65 －

A-19 公園 一般 大田区 直接  1,085 1.35 －

A-20 公園 一般
世田谷

区
直接  163 － －

A-21 公園 一般
世田谷

区
直接  854 3.30 －

A-22 公園 一般
世田谷

区
直接  622 － －

A-23 公園 一般
世田谷

区
直接  441 2.24 －

A-24 公園 一般
世田谷

区
直接  1,320 4.67 －

A-25 公園 一般
世田谷

区
直接  1,263 1.73 －

A-26 公園 一般
世田谷

区
直接  2,082

今後算出
予定

－

A-27 公園 一般
世田谷

区
直接  555 － －

A-28 公園 一般
世田谷

区
直接  960 2.98 －

A-29 公園 一般
世田谷

区
直接  1,322 4.59 －

A-30 公園 一般 中野区 直接  77 - 策定済

A-31 公園 一般 杉並区 直接  112 － 策定済

A-32 公園 一般 杉並区 直接  254 7.64 －

A-33 公園 一般 練馬区 直接  808 2.58 －

A-34 公園 一般 練馬区 直接  253 6.30 －

A-35 公園 一般 練馬区 直接  180 － 策定済

公園整備　0.25ha

世田谷区

世田谷区世田谷区

公園整備　１.0ha 練馬区練馬区 都市公園事業（大泉学園町北公園）

練馬区 都市公園事業（羽沢緑地） 公園整備　0.06ha 練馬区

練馬区
公園施設長寿命化対策支援事業(練
馬区)

施設更新　53箇所

東京都 八王子市

東京都 都市公園事業（観音寺森緑地） 公園整備　4.5ha 武蔵村山市

東京都 公園整備　13.71ha都市公園事業（中藤公園） 武蔵村山市

都市公園事業（羽田空港公園）

公園整備　0.2ha 世田谷区

公園整備　0.21ha

吸収源対策公園緑地事業(滝山公
園）

用地取得　5.1ha

公園施設長寿命化対策支援事業(東
京都)

施設更新　81箇所 千代田区ほか

公園整備　0.03ha 世田谷区

都市公園事業（深沢二丁目緑地）

公園整備　1.67ha

東京都

世田谷区

公園整備　0.1ha 品川区

世田谷区

世田谷区

世田谷区 都市公園事業(代沢せせらぎ公園)

都市公園事業（等々力渓谷公園）

世田谷区 都市公園事業（次大夫堀公園） 公園整備　0.21ha 世田谷区

世田谷区 都市公園事業（成城みつ池緑地） 公園整備　0.11ha 世田谷区

大田区

世田谷区都市公園事業（岡本二丁目緑地）

世田谷区

世田谷区

新宿区
公園施設長寿命化対策支援事業(新
宿区)

施設更新　54箇所 新宿区

中野区
公園施設長寿命化対策支援事業(中
野区)

施設更新　8箇所

大田区 都市公園事業（丸子多摩川公園） 公園整備　4.3ha 大田区

大田区 都市公園事業（洗足公園） 公園整備　0.19ha

大田区

都市公園事業（南烏山二丁目緑地） 公園整備　0.2ha

大田区

世田谷区

世田谷区
グリーンインフラ活用型都市構築支援事
業(岡本わきみず緑地他6箇所)

市民農園等整備事業(瀬田農業公
園）

品川区 都市公園事業(東品川海上公園)

市民農園等整備事業(喜多見農業公
園）

公園整備　0.17ha

世田谷区

公園整備　0.22ha 世田谷区

公園整備　0.28ha
公共公益施設の緑化・緑化
施設の整備　0.14ha

杉並区
グリーンインフラ活用型都市構築支
援事業(下井草三丁目公園他１箇所)

公園整備　0.1ha
公共公益施設の緑化　1箇
所

杉並区

中野区

公園施設長寿命化対策支援事業（杉
並区）

施設更新　78箇所 杉並区

練馬区

杉並区
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A-36 公園 一般 足立区 直接  1,412 1.93 －

A-37 公園 一般 足立区 直接  69 － 策定済

A-38 公園 一般
江戸川

区
直接  1,109

今後算出
予定

－

A-39 公園 一般
八王子

市
直接  479 － －

A-40 公園 一般
八王子

市
直接  87 － －

A-41 公園 一般
八王子

市
直接  1,548 － －

A-42 公園 一般
八王子

市
直接  63 － 策定済

A-43 公園 一般 立川市 直接 443 － －

A-44 公園 一般 立川市 直接 235 3.09 －

A-45 公園 一般 三鷹市 直接  707 － －

A-46 公園 一般 三鷹市 直接  213 － －

A-47 公園 一般 三鷹市 直接  2,055 － －

A-48 公園 一般 調布市 直接 56 － 策定済

A-49 公園 一般 調布市 直接  799 1.60 －

A-50 公園 一般 町田市 直接 0 － －

A-52 公園 一般 町田市 直接 746 1.31 －

A-53 公園 一般 町田市 直接 521 － －

A-54 公園 一般 町田市 直接 280 － －

A-55 公園 一般 町田市 直接 327 － －

A-56 公園 一般 町田市 直接 153 9.09 －

A-57 公園 一般 町田市 直接 1,800 1.30

A-58 公園 一般 町田市 直接 581 2.10

A-59 公園 一般 町田市 直接 73 － 策定済

A-60 公園 一般 小平市 直接  2,326 2.47 －

A-61 公園 一般 日野市 直接  260 － －

三鷹市

三鷹市 都市公園事業（丸池公園）

施設更新　7箇所 足立区

都市公園事業（富士森公園） 公園整備　1.01ha

公園整備　1.2ha

都市公園事業（川越道緑地） 公園整備　0.13ha

八王子市

八王子市
公園施設長寿命化対策支援事業（八
王子市）

施設更新　19箇所 八王子市

足立区
公園施設長寿命化対策支援事業(足
立区)

吸収源対策公園緑地事業（片倉城跡
公園他５箇所）

八王子市 公園整備　0.03ha 八王子市

江戸川区

グリーンインフラ活用型都市構築支援事
業（片倉城跡公園他2箇所）

立川市

都市公園事業（上沼田東公園） 足立区足立区

小平市 都市公園事業（鎌倉公園） 公園整備　0.94ha 小平市

調布市
公園施設長寿命化対策支援事業(調
布市)

施設更新　3箇所 調布市

三鷹市
グリーンインフラ活用型都市構築支援事
業(新川天神山公園他7箇所)

公園整備　0.93ha
公共公益施設の緑化　1箇
所

三鷹市

公園整備　0.87ha
公共公益施設の緑化　1箇
所

立川市

三鷹市

立川市

公園整備　0.34ha

八王子市

都市公園事業（立川公園）

江戸川区
都市公園事業(（仮称）江戸川四丁
目公園）

公園整備　2.1ha

公園整備　0.13ha 立川市

八王子市

八王子市

吸収源対策公園緑地事業(新川天神山公園
他６箇所)

公園整備　0.18ha

吸収源対策公園緑地事業(日野緑地
他６箇所)

公園整備　0.41ha

公園整備　3.1ha

町田市 都市公園事業（小山片所谷戸緑地） 公園整備　0.6ha

都市公園事業（薬師池北緑地） 公園整備　2.5ha

公園整備　0.4ha
緑化施設の整備　2箇所

町田市 都市公園事業（蓮田公園）

都市公園事業（三輪緑地） 公園整備　4.0ha

公園施設長寿命化対策支援事業(町
田市)

施設更新　27箇所

調布市
グリーンインフラ活用型都市構築支
援事業(深大寺佐須地区)

日野市

町田市

三鷹市

公園整備　1.3ha 町田市

調布市

都市公園事業（薬師池西公園）町田市 公園整備　8.8ha 町田市

町田市 都市公園事業（野津田公園）

公園整備　3.6ha町田市
都市公園事業（(仮称)町田スポーツ
公園）

町田市

町田市

都市公園事業（香山緑地） 公園整備　1.7ha

町田市

町田市

町田市

町田市町田市

町田市

町田市

日野市

町田市
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A-62 公園 一般 日野市 直接  404 － －

A-63 公園 一般
東村山

市
直接  713

今後算出
予定

－

A-64 公園 一般
東大和

市
直接  18 － 策定済

A-65 公園 一般 清瀬市 直接  478 5.77 －

A-66 公園 一般 清瀬市 直接  237 5.32 －

A-67 公園 一般 清瀬市 直接  99 － －

A-68 公園 一般
東久留
米市

直接  107 － 策定済

A-69 公園 一般 多摩市 直接  284 1.99 策定済

A-70 公園 一般 羽村市 直接  82 － －

A-71 公園 離島 大島町 直接  1,708 － －

A-72 公園 一般
小金井

市
直接  337 － －

A-73 公園 一般 杉並区 直接  281 7.72 －

A-74 公園 一般 杉並区 直接  1,712 1.29 －

A-75 公園 一般 荒川区 直接  2,400 4.05 －

A-76 公園 一般 足立区 直接  537 1.68 －

A-77 公園 一般 立川市 直接 108
R4年算出

予定

A-78 公園 一般
武蔵野

市
直接  639

R3年度内
算出予定

R3年度内
策定予定

A-79 公園 一般
東久留
米市

直接  819 6.41 －

A-80 公園 一般 練馬区 直接  345 2.99 －

A-81 公園 一般 練馬区 直接  720
R4算出
予定

－

A-82 公園 一般 練馬区 直接  1,612
R4算出
予定

－

A-83 公園 一般 練馬区 直接  730
R4算出
予定

－

A-84 公園 一般 北区 直接  750 9.40 －

合計  148,400

公園整備　0.23ha 練馬区

練馬区 都市公園事業（西本村の森緑地） 公園整備　0.62ha 練馬区

緑地保全等事業(神山特別緑地保全
地区）

用地取得　0.11ha 清瀬市

用地取得　0.14ha 武蔵野市

東久留米市
公園施設長寿命化対策支援事業(東
久留米市)

施設更新　61箇所 東久留米市

小金井市
グリーンインフラ活用型都市構築支
援事業(小長久保公園他4箇所)

公園整備　0.49ha、公共公
益施設の緑化　0.01ha

小金井市

杉並区 都市公園事業（荻外荘公園） 公園整備　0.71ha 杉並区

杉並区 都市公園事業（松庵二丁目公園） 公園整備　0.32ha 杉並区

荒川区

公園整備　0.48ha 清瀬市

大島町
都市公園事業（大島町メモリアル公
園）

公園整備　4.6ha 大島町

多摩市
公園施設長寿命化対策支援事業(多
摩市)

施設更新　3箇所 多摩市

用地取得　0.27ha 清瀬市

清瀬市 都市公園事業（せせらぎ公園）

清瀬市
グリーンインフラ活用型都市構築支
援事業（中里一丁目緑地他１箇所）

羽村市
都市公園事業（グリーントリム公
園）

公園整備　1.29ha 羽村市

都市公園事業（天王公園） 用地取得　0.62ha 荒川区

日野市
グリーンインフラ活用型都市構築支
援事業(日野緑地他６箇所)

公園整備　0.72ha、公共公
益施設の緑化 8.6ha

日野市

東大和市 東大和市

北区 都市公園事業(荒川緑地（豊島ブロック）) 公園整備　5.66ha 北区

東久留米市 都市公園事業（向山緑地公園） 用地取得　0.48ha 東久留米市

足立区
市民農園等整備事業(舎人三丁目第
二公園)

用地取得　0.35ha 足立区

立川市 都市公園事業（見影橋公園） 公園整備　0.12ha 立川市

武蔵野市
グリーンインフラ活用型都市構築支
援事業(十一小路緑地)

練馬区 都市公園事業（北大泉公園） 公園整備　0.14ha 練馬区

練馬区
都市公園事業（石神井台六丁目緑
地）

練馬区 都市公園事業（（仮称）松山の森緑地） 公園整備　0.24ha 練馬区

東村山市 都市公園事業（北山公園） 用地取得　1.21ha 東村山市

清瀬市

公園施設長寿命化計画策定調査（東
大和市）

計画策定　72公園
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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

事業内容 市町村名

番号

番号

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
（百万円）

費用便益比 備考
（事業箇所） （延長・面積等）

事業者
要素となる事業名

事業内容
市町村名

港湾・地区名

事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

全体事業費
（百万円）（事業箇所）
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02

配分額 (a)                     776                   1,710

計画別流用増△減額 (b)                       0                       6

交付額 (c=a+b)                     776                   1,716

前年度からの繰越額 (d)                      45                     226

支払済額 (e)                     595                   1,942

翌年度繰越額 (f)                     226                       0

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

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                       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： 0000353194



A-15 長寿命化対策(新宿区)

A-18 洗足公園

A-35 長寿命化対策(練馬区)

A-17 丸子多摩川公園

A-31 長寿命化対策(杉並区)

A-10 野山北・六道山公園

A-12 中藤公園

A-33 大泉学園町北公園

A-34羽沢緑地

A-37 長寿命化対策(足立区)

A-36 上沼田東公園

A-16 東品川海上公園

A-29グリーンインフラ(岡本わきみず緑地他)

A-27 喜多見農業公園

A-28 瀬田農業公園

A-14 長寿命化対策(東京都)

A-13 吸収源対策(滝山公園)

A-19 羽田空港公園

A-1 善福寺公園

A-2 善福寺川緑地

A-3 赤塚公園

A-11 観音寺森緑地

A-4 石神井公園

A-9 東大和公園

A-8 八国山緑地

A-5 武蔵野公園

A-7 大戸緑地

A-20 等々力渓谷公園

A-23 成城みつ池緑地

A-24 南烏山二丁目緑地

A-25 深沢二丁目緑地

A-22 次大夫堀公園

A-6 小山田緑地

A-30 長寿命化対策(中野区)

都・区事業

A-21 岡本二丁目緑地

A-38 （仮称）江戸川四丁目公園
A-26 代沢せせらぎ公園

A-74  松庵二丁目公園

A-73 荻外荘公園

A-75 天王公園

A-76 舎人三丁目第二公園

A-80 北大泉公園 A-32グリーンインフラ(下井草三丁目公園)A-82 西本村の森緑地

A-83 （仮称）松山の森緑地

A-81 石神井台六丁目緑地

A-84荒川緑地（豊島ブロック）

計画の名称 緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備（その２）

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、新宿区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、

荒川区、練馬区、足立区、江戸川区
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、
日野市、東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、羽村市、
西東京市、大島町、小金井市
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A-71大島町メモリアル公園

A-61 吸収源(日野緑地他)

A-42 長寿命化対策(八王子市)

A-41 グリーンインフラ(片倉城跡公園他)

A-39 富士森公園

A-69 長寿命化対策(多摩市)

A-60鎌倉公園

A-57 野津田公園

A-59 長寿命化対策(町田市)

A-58 (仮称)町田スポーツ公園

A-66 吸収源対策(中里一丁目緑地)

A-65せせらぎ公園

A-46 吸収源対策(新川天神山公園他)

A-45 丸池公園

A-63 北山公園

A-44 川越道緑地

A-43立川公園

A-48 長寿命化対策(調布市)

A-49 グリーンインフラ(深大寺佐須地区)

A-68長寿命化対策(東久留米市)

A-70 グリーントリム公園

A-50 薬師池西公園

A-53 香山緑地

A-52 蓮田公園

A-54三輪緑地
A-56小山片所谷戸緑地

市・町事業

A-67 神山特別緑地保全地区
A-64 長寿命化計画策定(東大和市)

A-55 薬師池北緑地

A-47 グリーンインフラ(新川天神山公園他)

A-62 グリーンインフラ(日野緑地他)

A-40 吸収源対策(片倉城跡公園他)

A-72 グリーンインフラ(小長久保公園他)
A-77 見影橋公園

A-78 グリーンインフラ（十一小路緑地）

A-79 向山緑地公園(東久留米市)

計画の名称 緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備（その２）

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、新宿区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、

荒川区、練馬区、足立区、江戸川区

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、

日野市、東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、羽村市、

西東京市、大島町、小金井市
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事前評価チェックシート
 計画の名称： 緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備（その２）

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：0000353194


