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1 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画(防災・安全)

平成 22 年度　～　平成 26 年度　（5年間） 宇治市

・黄檗公園防災機能向上：(現況)耐震性水施設のみ→(整備後)備蓄倉庫、非常用便所、放送施設、情報通信施設、緊急車両駐車・救援活動スペースを整備。

・公園施設長寿命化計画率：都市公園181公園のうち都市緑地を除く158公園にて、施設（休憩施設、遊戯施設）建物等の現況調査を行い、長寿命化計画を策定する。

（H22当初） （H24末） （H26末）

バリアフリー化の整備率 園路広場

駐車場

便所

遊戯施設の改築が実施済みの公園数

公園施設長寿命化計画策定率

　平成２７年１２月

　宇治市ホームページで公表

A 基幹事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26 （百万円）

1-A-1 公園 一般 宇治市 直接 1,331

1-A-2 公園 一般 宇治市 直接 144

1-A-3 公園 一般 宇治市 直接 30

合計 1,505

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

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） 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26 （百万円）

番号
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）

事　後　評　価（中　間　評　価）

○事後評価の実施体制、実施時期

宇治市 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

要素となる事業名 事業内容

番号 要素となる事業名 事業内容

黄檗公園防災公園整備事業 備蓄倉庫、非常用便所等 宇治市

事業者

市町村名事業者

宇治市 都市公園施設長寿命化計画策定事業 計画策定対象158箇所 宇治市

宇治市

備考

・遊戯施設の改築：適正化法において定められた処分制限期間を超える遊具のある都市公園数109箇所のうち、H20に実施した危険度判定調査で更新が必要と判断された遊具のある都市公園75箇所で改築を実施する。本事業での改築公園数は52箇所。

100%

事業者 要素となる事業名

100%
（158/158箇所)

100%
（158/158箇所)計画策定公園数÷計画策定対象公園数×100 （％）         

23/109箇所

計画策定対象公園　158箇所

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

市町村名

交付対象事業

事後評価の実施体制

　宇治市公園緑地課内にて実施

番号 備考

－Ｂ
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｃ全体事業費

事後評価の実施時期

1,505.百万円

バリアフリー整備9箇所、遊具更新52箇所 宇治市

1,505.百万円

備考

（整備済公園数+計画公園数）÷対象公園数×100（％）　　　　　　　　　

（整備済公園数+計画公園数）÷対象公園数×100（％）　　　　　　　　　

（整備済公園数+計画公園数）÷対象公園数×100（％）　　　　　　　　　

平成 29 年 1 月 6 日社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

　宇治市は、市域中央を流れる1級河川宇治川で東西に分かれた地形をしており、災害時には橋の崩壊等により分断される可能性が考えられる。そのため、宇治川の東に位置する黄檗公園は、宇治市地域防災計画により東宇治地域の防災拠点として位置づけられてお
り、本公園の再整備により防災機能の充実を図り、当地域の防災拠点として重要な役割を果たす公園として整備することを目標とする。
  また、平成20年2月に制定された、都市公園移動等円滑化基準に伴い、特定公園施設への移動等が円滑に行えるように、便所、駐車場の改修及び園路・広場の整備を行うことと、H20に実施した危険度判定調査で改善が必要と判断された遊具の更新をH23～H25に実施
し、安全かつ安心して都市公園を利用できるよう機能の向上をはかる。
  公園施設長寿命化計画を策定し定期的な維持補修を行うことで、利用者の安全安心を確保するとともに、維持管理費用の平準化を行い財政の安定化をはかる。

　　定量的指標の定義及び算定式

　　計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の現況値及び目標値

・バリアフリー化：整備率を園路広場(対象公園166箇所)43％(H22)から48％(H25)、駐車場(対象公園5箇所)80％(H22)から100％(H25)、便所整備(対象公園21箇所)33％(H22)から57％(H25)へ向上させることを目標とする。本事業での整備公園数は9箇所。

46%

100%

48%

100%

当初現況値
備考

48%

最終目標値中間目標値

0%
効果促進事業費の割合

57%

40%

公表の方法

黄檗公園防災施設　5施設

バリアフリー対象公園　166箇所
整備済公園数71箇所、計画公園数8箇所

バリアフリー対象公園　5箇所
整備済公園数4箇所、計画公園数1箇所

バリアフリー対象公園　21箇所
整備済公園箇所7箇所、計画公園数5箇所

防災施設整備箇所数（備蓄倉庫、非常用便所、放送施設、情報通信施設、緊急車両駐車・救護活動スペースの計５施設）

要施設改築公園　109箇所
整備済公園数23箇所、計画公園数52箇所

執行事業費÷総事業費×100（％）　　　　　　　　　　　

57/109箇所 75/109箇所

0%

43%

80%

33%

0%
(0/158箇所)



1 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画(防災・安全)

平成 22 年度　～　平成 26 年度　（5年間） 宇治市

平成 29 年 1 月 6 日社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

　宇治市は、市域中央を流れる1級河川宇治川で東西に分かれた地形をしており、災害時には橋の崩壊等により分断される可能性が考えられる。そのため、宇治川の東に位置する黄檗公園は、宇治市地域防災計画により東宇治地域の防災拠点として位置づけられてお
り、本公園の再整備により防災機能の充実を図り、当地域の防災拠点として重要な役割を果たす公園として整備することを目標とする。
  また、平成20年2月に制定された、都市公園移動等円滑化基準に伴い、特定公園施設への移動等が円滑に行えるように、便所、駐車場の改修及び園路・広場の整備を行うことと、H20に実施した危険度判定調査で改善が必要と判断された遊具の更新をH23～H25に実施
し、安全かつ安心して都市公園を利用できるよう機能の向上をはかる。
  公園施設長寿命化計画を策定し定期的な維持補修を行うことで、利用者の安全安心を確保するとともに、維持管理費用の平準化を行い財政の安定化をはかる。

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果

　Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

最終実績値

最終実績値

最終実績値

最終実績値

48%

7%

100%最終目標値

防災施設整備率

目標値と実績値に差が出
た要因

最終目標値

園路広場の整備実施公園数

駐車場の整備実施公園数

計画整備箇所数：１箇所、実施整備箇所数：０箇所

計画整備箇所数：８箇所、実施整備箇所数：８箇所

公園施設の日常管理の中での調査において、緊急に更新すべき遊具を発見したため、遊戯施設の改築時期を
前倒ししたことにより、目標値よりも多くの遊戯施設の改築を実施した。

　Ⅱ 定量的指標の達成状況

最終目標値

都市公園施設長寿命化計画
策定公園数

最終目標値

遊戯施設の改築実施公園数

計画事業費：1,331（百万円）、執行事業費：96（百万円）

便所の整備実施公園数

最終目標値

最終目標値

計画策定箇所数：１５８箇所、実施策定箇所数：１５８箇所

計画整備箇所数：５２箇所、実施整備箇所数：７４箇所

計画整備箇所数：５箇所、実施整備箇所数：５箇所

48%最終実績値

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

・黄檗公園を防災拠点として整備するための実施設計により、全体の事業内容を精査することができ、体育館の一部耐震改修工事を実施したことにより、利用者の安全性及び避難所としての機能が向上し
た。

・バリアフリー整備8公園、遊戯施設の改築74箇所の実施により、公園利用者の安全性、利便性が向上した。

・158公園の公園施設長寿命化計画を策定したことにより、利用者の安全を確保しつつ、維持管理費の平準化に向けた維持管理計画が策定できた。

100%

69%

80%

100%

57%

備考

57%

緊急に改築が必要となった遊戯施設の改築を優先して実施したため、最終目標値に達することが出来なかっ
た。

３．特記事項（今後の方針等）

  ・黄檗公園防災公園整備事業については、今後も引き続き、防災拠点としての機能を有する都市公園として防災施設の整備を行う。

  ・都市公園のバリアフリー整備については、引き続き公園施設のバリアフリー化を実施し、安全かつ安心して都市公園を利用できるように機能の向上を図る。

  ・遊戯施設の改築については、平成24年度に策定された公園施設長寿命化計画に基づき、遊戯施設の改築を行う。

黄檗公園体育館の非構造部材耐震診断、劣化診断を行った結果、改修が必要となり、新たに設計期間が必要
となったことなどから、工事着手が遅れたことが要因となった。

最終実績値 100%

89%



（参考図面）市街地整備  事後評価

計画の名称 1 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画（防災・安全）

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 宇治市交付対象

A-2 都市公園安全安心対策
緊急総合支援事業

バリアフリー化：8公園

改築事業：74公園

A-1 黄檗公園防災公園整備事業
公園面積：6.9ha

・・・近隣公園

・・・街区公園

・・・地区公園

A-3 都市公園長寿命化計画策定事
業

計画策定対象：158公園


