
平成 30 年 10月  1日

1 南風原町都市公園整備計画

平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 南風原町、那覇市・南風原町環境施設組合

・南風原町における都市公園面積4.9㎡／人(平成23年度末）を8.9㎡/人（平成28年度末）に増加させる。
・南風原町の都市公園において、バリアフリー化された都市公園率14％(平成23年度末）を64％(平成28年度末）に増加させる。

（H24当初） （H26末） （H28末）

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30年10月

町のHPにて公表する。

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業

バリアフリー化された都市公園の開設箇所／都市公園の開設箇所数

社会資本総合整備計画の事後評価として町で実施

Ｂ 0百万円 Ｃ

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　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
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

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

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
1,720百万円 Ａ 1,720百万円

14% 43% 64%

　南風原町における１人当たり都市公園面積は、4.9㎡/人(平成23年度末）と全国平均9.6㎡/人(平成20年度末）を大きく下回っていることから、町内の都市公園及び都市緑地の整備を推進することにより、花と緑が彩り
潤いのあるまちづくりを目指すとともに、公園施設のバリアフリー化や老朽化施設の改築・更新等を行うことにより、だれもが安全で安心して利用できる都市公園を目指す。

南風原町の一人当たり都市公園面積

都市公園の開設面積の合計（㎡）／都市計画区域人口 4.9㎡／人 5.3㎡／人 8.9㎡／人

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

南風原町のバリアフリー化された都市公園率

Ａ1　基幹事業

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） H24 H25 H26 H27 H28

1-A-1 公園 沖縄県 南風原町 直接 　南風原町 － － 1,040

1-A-2 公園 沖縄県
那覇市・南
風原町環境
施設組合

直接
那覇市・南
風原町環境
施設組合

－ － 680

小計（道路事業） 1,720

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 H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

番号 備考

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 H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

番号 備考

その他関連する事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

公園 沖縄県 南風原町 直接 南風原町 － － 150 沖縄

公園 沖縄県 南風原町 直接 南風原町 － － 1,131 沖縄

Ａ’ 公園 沖縄県 南風原町 直接 南風原町 － － 公管金 A=0.25ha 315 沖縄

公園 沖縄県 南風原町 直接 南風原町 － － 公管金 A=0.25ha 416 沖縄

公園 沖縄県 南風原町 直接 南風原町 － － 300 沖縄

Ｃ’ 公園 沖縄県 南風原町 直接 南風原町 － － 634 沖縄

事業内容

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

都市公園事業（黄金森公園）

都市公園事業（環境の杜ふれあい公園）

事業者
省略 要素となる事業名

事業内容

工種

番号

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）（事業箇所）

南風原町

南風原町

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名

事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

園路、広場、駐車場等 A=20.5ha

園路広場、運動施設、
教養施設等 A=3.6ha

市町村名
港湾・地区名

番号 事業者
省略

都市公園事業（花・水・緑の大回廊公園） 園路、広場等 A=5.5ha 南風原町

都市公園事業（津嘉山公園） 園路、広場、駐車場等 A=2.6ha 南風原町

都市公園事業（津嘉山北３号公園） 南風原町

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

要素となる事業名

都市公園事業（ウガンヌ前公園） 園路、広場、駐車場等 A=0.72ha 南風原町

都市公園事業（津嘉山北２号公園） 南風原町

南風原町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 公園施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘ-化及び改築・更新 南風原町

Ｃ’ 公園 沖縄県 南風原町 直接 南風原町 － － 634 沖縄

合計

※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。

都市公園事業（ウガンヌ前公園） 園路、広場、駐車場等 A=0.72ha 南風原町



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 8.9㎡／人
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
最終実績値 6.3㎡／人

最終目標値 64%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 50%

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、都市公園事業の推進を図り、快適で安全で安心な都市環境を提供するとともに公園利用者の利便性向上を目指す。

南風原町のバリ
アフリー化され
た都市公園率

南風原町の一人
当たり公園面積
の割合

　目標値については、他事業で整備する都市公園も目標値として含めていたが進捗遅れにより、当都市公園につ
いて平成２８年度までの供用開始が出来なかったため、目標値を達成することができなかった。

黄金森公園において災害防除のために地すべり対策整備を優先したことにより目標としていた面積を供用するこ
とができなかった。また、他事業で整備する都市公園も目標値として含めていたが、進捗遅れにより、当都市公
園について平成２８年度までの供用開始ができなかったため、目標値を達成することができなかった。

・一人当たりの都市公園面積は目標値を下回っているが、目標設定時に比べ開設した公園面積は、173,431㎡から239,034㎡へと1.38倍増となり、町民の利用に供することができた。

・南風原町のバリアフリー化された都市公園率は目標値を下回っているが、、バリヤフリー化された都市公園を3箇所増やすことができ、子どもや高齢者をはじめとした、誰も
が利用しやすい都市環境を提供することができた。



計画の名称 1

計画の期間 南風原町、那覇市・南風原町環境施設組合

（参考図面）

南風原町都市公園整備計画

平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付対象

Ｃ’ 都市公園事業

（ウガンヌ前公園 0.72ha）
Ａ’ 都市公園事業

（津嘉山公園 2.6ha）

Ａ’ 都市公園事業

（津嘉山北３号公園 0.25ha）

Ａ’ 都市公園事業

A-2 都市公園事業

（環境の杜ふれあい公園 3.6ha）

Ａ’ 都市公園事業

（花･水･緑の大回廊公園 5.5ha）

Ａ’ 都市公園事業

（津嘉山北２号公園 0.25ha）

A’ 南風原町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
（南風原町内都市公園）

A-１ 都市公園事業

（黄金森公園 20.5ha）


