
「ふるさと兵庫」のゆたかな暮らしを支える公園づくり（第５回変更）
令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 兵庫県

・丹波並木道中央公園の来園者数をH30年度末時点の14万人から増加させる。
・有馬富士公園休養ゾーン「地球アトリエ」構想に基づく施設整備を推進する。
・淡路島公園の来園者数をH30年度末時点の47万人から増加させる。
・播磨中央公園の来園者数をH30年度末時点の42万人から増加させる。
・明石公園の来園者数をH30年度末時点の246万人から増加させる。
・淡路佐野運動公園の来園者数をH30年度末時点の21万人から増加させる。
・尼崎の森中央緑地の来園者数をH30年度末時点の60万人から増加させる。
・赤穂海浜公園の来園者数をH30年度末時点の46万人から増加させる。
・甲山森林公園の来園者数をH30年度末時点の97万人から増加させる。
・公園施設の管理状態に関する公園利用者の満足度（「満足」又は「やや満足」）の割合を80％（平成30年度末）以上で維持する。

（R2当初） （R4末） （R6末）

丹波並木道中央公園の来園者数で算定する。

有馬富士公園の来園者数で算定する。

淡路島公園の来園者数で算定する。

播磨中央公園の来園者数で算定する。

明石公園の来園者数で算定する。

淡路佐野運動公園の来園者数で算定する。

尼崎の森中央緑地の来園者数で算定する。

赤穂海浜公園の来園者数で算定する。

甲山森林公園の来園者数で算定する。

舞子公園ほか14公園の利用者満足度調査結果（「公園施設の管理状態」にかかる満足度が「満足」又は「やや満足」の割合）で算定する。

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 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） R2 R3 R4 R5 R6 策定状況

兵庫県 都市公園事業（赤穂海浜公園） 遊戯施設等の整備 赤穂市 170 -

A-7 公園 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都市公園事業（尼崎の森中央緑地） 運動施設、休養施設等の整備 尼崎市 130 -

-

14万人 14万人以上 14万人以上

80%

47万人 47万人以上 47万人以上

全体事業費
（百万円）

費用便益比

交付対象事業

5.53%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

246万人

（事業箇所）

直接

75万人 75万人以上 75万人以上

246万人以上 246万人以上

42万人以上 42万人以上

21万人 21万人以上 21万人以上

都市公園事業（丹波並木道中央公園） 休養施設等の整備 丹波篠山市 160

兵庫県 直接

60万人 60万人以上 60万人以上

46万人 46万人以上 46万人以上

97万人 97万人以上 97万人以上

A-3 公園 一般

A-8 公園 一般 兵庫県 直接

一般 兵庫県 直接

兵庫県

A-1 公園 一般 兵庫県

計画の目標

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
9,038 百万円 Ａ 8,538 百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ 500 百万円 Ｄ 0 百万円

効果促進事業費の割合

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

42万人

A-2 公園 2,500 1.3

・丹波並木道中央公園において、丹波地域のサイクルツーリズムを推進するため休養施設の整備等を行い、周辺地域の活性化に資する魅力ある公園づくりを推進する。
・有馬富士公園において、世界的に著名な造形作家新宮晋氏が提唱する「地球アトリエ」構想に基づく施設整備を行い、周辺地域だけでなくインバウンドも含めた誘客に資する魅力ある公園づくりを推進する。
・淡路島公園交流ゾーンにおいて、ニジゲンノモリ供用開始後の公園の利用状況の変化に合わせ、遊具を集約・更新すること等により、公園利用者のニーズに応じた公園づくりを推進する。
・播磨中央公園において、BMX等のサイクルスポーツやインラインスケート、スケートボード等を中心とした運動施設等の整備を行うことで、周辺地域の活性化に資する魅力ある公園づくりを推進する。
・明石公園において、老朽化している第一野球場等の施設更新および機能の追加を行うこと等により、既存施設の魅力を向上し公園利用者のニーズに応じた公園づくりを推進する。
・淡路佐野運動公園において、第1野球場の改修等を実施することにより、スポーツ合宿やキャンプ利用による地域間交流に資する公園づくりを推進する。
・尼崎の森中央緑地において、屋内多目的施設等の整備を行うことにより、公園利用者のニーズに応じた公園づくりを推進する。
・赤穂海浜公園において、民間事業者による施設整備と合わせ、大型遊具等の整備を行うことにより公園の魅力向上を図り公園利用者のニーズに応じた公園づくりを推進する。
・甲山森林公園において、園内の法面の崩壊により公園利用者に危険を及ぼす恐れがあることから対策を実施し、安全安心な公園づくりを推進する。
・計画的な公園施設の老朽化対策を行うことで、既存ストックを有効活用し、公園の魅力を維持することで活力あるまちづくりを推進する。

　　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

-

80%以上80%以上

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）
計画の名称 重点配分対象の該当
計画の期間

令和3年10月29日

交付対象

兵庫県 都市公園事業（有馬富士公園） 教養施設等の整備 三田市

事業者

要素となる事業名
市町村名

兵庫県

490 -

1,700 3.2 -

-280

42 -

都市公園事業（淡路島公園） 遊具の撤去及び更新等 淡路市

兵庫県

兵庫県 都市公園事業（播磨中央公園） 運動施設等の整備 加東市

-

都市公園事業（明石公園） 運動施設等の整備 明石市

A-4 公園 一般 兵庫県 直接

A-5 公園 一般 兵庫県 直接

A-6 公園 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都市公園事業（淡路佐野運動公園） 運動施設等の改修 淡路市 300

A-9 公園 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都市公園事業（甲山森林公園） 管理施設等の整備 西宮市



合計 8,538 -

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 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 R2 R3 R4 R5 R6

合計 500

番号 備考

C-1 県立都市公園の整備・改修（A-1～A-89）に合わせ、一体で実施することで、公園のリニューアルを効果的・効率的に進めることができ、事業効果の向上に寄与する。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接

合計

番号 備考

交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　令和２年度以降の各年度の決算額を記載。

公園 一般 兵庫県

番号

市町村名

A-11 公園 一般 兵庫県 直接 兵庫県 公園施設長寿命化計画策定調査（舞子公園ほか14公園） 長寿命化計画変更等 神戸市ほか

事業者番号

市町村名
港湾・地区名

費用便益比

兵庫県一般公園C-1

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容

市町村名

事業実施期間（年度）
全体事業費
（百万円）

（面積等）

500

R2 R3 R4 R5 R6

施設撤去、除伐、埋文調査、整地等公園施設再編事業 神戸市ほか

35

要素となる事業名 事業内容

兵庫県直接

計画別流用
増△減額
（b）

0 0

配分額
（a）

1,138 728

前年度からの繰越額
（d）

0 1,074

交付額
（c=a+b）

1,138 728

翌年度繰越額
（f）

1,074 795

支払済額
（e）

64 1,007

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

新型コロナウ
イルスによる
感染拡大の影
響のため。

新型コロナウ
イルスによる
感染拡大の影
響のため。

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

77.5% 24.9%

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0

うち未契約繰越額
（g）

881 449

2,731 策定済

-

全体事業費
（百万円）

（延長・面積等）

兵庫県 公園施設長寿命化対策支援事業（舞子公園ほか14公園） 遊戯施設、便益施設等の改築 神戸市ほか

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

事業者

要素となる事業名
事業内容

R3計画変更予定

直接A-10



参考図面（社会資本総合整備計画）

計画の名称 「ふるさと兵庫」のゆたかな暮らしを支える公園づくり（第5回変更）

計画の期間 令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 兵庫県交付対象

A-2 都市公園事業

（有馬富士公園）

淡路佐野運動公園

淡路島公園

灘山緑地

明石公園
舞子公園

西猪名公園

甲山森林公園
赤穂海浜公園

三木総合防災公園

播磨中央公園

有馬富士公園

丹波並木道中央公園

A-10 公園施設長寿命化対策支援事業
（舞子公園ほか14公園）

一庫公園

A-3 都市公園事業

（淡路島公園）

A-11 公園施設長寿命化計画策定調査

（舞子公園ほか14公園）

A-1 都市公園事業

（丹波並木道中央公園）

C-1 公園施設再編事業

（舞子公園ほか14公園）

A-4 都市公園事業

（播磨中央公園）

A-5 都市公園事業

（明石公園）

A-6 都市公園事業

（淡路佐野運動公園）

A-7 都市公園事業

（尼崎の森中央緑地）

A-8 都市公園事業

（赤穂海浜公園）

A-9 都市公園事業

（甲山森林公園）

尼崎の森中央緑地



チェック欄

　１）目標が関係法令等の目的と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえて目標が設定されている。 ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）住民・民間事業者等と連携して計画を策定している。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

④事業の効果

Ⅲ．整備計画の実現可能性

⑤地元の機運

⑥円滑な事業執行の環境

Ⅱ．整備計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

計画の名称：「ふるさと兵庫」のゆたかな暮らしを支える公園づくり（第５回変更）　　事業主体名：兵庫県　

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性

①関係法令等との適合等

②地域の課題への対応


