
1 安全・安心を支える緑づくり（防災・安全）
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 福岡市

・緊急時に避難場所となる公園の整備を行い、地域の防災対策の充実していると感じる市民の割合を２４％（Ｈ２４）から２９％（Ｈ２６）とする。
・平成26年度までに、９０公園において公園施設の改築・更新を行い、地域の公園で子どもが安心して遊べると感じている市民の割合を６１％（Ｈ２４）から６７％（Ｈ２６）とする。
・平成26年度までに、吸収源対策事業にて温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地の整備等を２箇所で行い、公園緑地の総量を1,375haとする。
・平成26年度までに、４０公園において公園施設のバリアフリー化を行い、ユニバーサルデザインの取組みが進んでいると思う市民の割合を３１％（Ｈ２５）から３４％（Ｈ２６）とする。

（H22当初） （H24末） （H26末）
地域の防災対策の充実していると感じる市民の割合

24%（H24） 29%

地域の公園で子どもが安心して遊べると感じている市民の割合
61%（H24) 67%

温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地の総量
1,375ha

ユニバーサルデザインの取組みが進んでいると思う市民の割合
31%（H25） 34%

Ａ1　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） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

Ａ－１ 公園 一般 福岡市 直接 都市公園事業（西南杜の湖畔公園） 用地取得(3.3ha)、園路広場整備等 福岡市 4,580

Ａ－２ 公園 一般 福岡市 直接 都市公園事業（今津運動公園） 球技場、野球場整備等 福岡市 1,221

Ａ－３ 公園 一般 福岡市 直接 都市公園事業（東平尾公園） バリアフリー化施設整備等 福岡市 614

Ａ－５ 公園 一般 福岡市 直接 都市公園事業（南公園） バリアフリー化施設整備等 福岡市 130

Ａ－６ 公園 一般 福岡市 直接 都市公園事業（舞鶴公園） 用地取得，園路広場整備等 福岡市 1,880

Ａ－７ 公園 一般 福岡市 直接 福岡市公園施設長寿命化計画策定調査 長寿命化計画の策定 福岡市 195

Ａ－８ 公園 一般 福岡市 直接 福岡市 3,788

・H24：地域自主戦略交
付金
・公園施設の改築・更
新については平成25年
度まで

Ａ－９ 公園 一般 福岡市 直接 都市公園事業（青葉公園） バリアフリー化施設整備等 福岡市 42

Ａ－１０ 公園 一般 福岡市 直接 都市公園事業（大井中央公園） 全面再整備 福岡市 140

Ａ－１１ 公園 一般 福岡市 直接 福岡市 176

Ａ－１２ 公園 一般 福岡市 直接 福岡市 426

Ａ－１３ 公園 一般 福岡市 直接 福岡市 50

合計 13,242

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 H22 H23 H24 H25 H26

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 H22 H23 H24 H25 H26

Ｃ－２ 施設整備 一般 福岡市 直接 598

Ｃ－３ 施設整備 一般 福岡市 直接 植物園学習施設整備 10

Ｃ－４ 施設整備 一般 福岡市 直接 動物園再生事業 194

Ｃ－５ 施設整備 一般 福岡市 直接 公園施設改修事業 612

合計 1,414

番号 備考

Ｃ－２

Ｃ－３

Ｃ－４

Ｃ－５

(C+C')/(A+A')+(B+B')＋(C+C') 9.6%

福岡市 福岡市公園施設長寿命化計画対策支援事業
箱崎公園等90公園における遊戯施
設等の改築

Ａ’ - Ｂ’ - Ｃ’ -

一体的に実施することにより期待される効果
Ａ－１，２，３の都市公園事業と一体的に事業を実施することにより、避難場所等についてより一層の充実を図ることができる。

Ａ－５の都市公園事業と一体的に事業を実施することにより、避難場所等についてより一層の充実を図ることができる。

Ａ－５の都市公園事業と一体的に事業を実施することにより、避難場所等についてより一層の充実を図ることができる。

Ａ－１２の都市公園事業と一体的に事業を実施することにより、避難場所等についてより一層の充実を図ることができる。

福岡市 入口部等道路改修、複合施設サービス部整備等 福岡市

福岡市 遊戯施設以外の公園施設改修 福岡市

福岡市 運動施設整備事業 屋根付き多目的グラウンド整備、施設改修等 福岡市

福岡市 園内サイン（外国語含む）・植物解説版ほか 福岡市

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 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

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）

福岡市 防災緑地緊急整備事業（西南杜の湖畔公園） 園路広場整備

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

福岡市 福岡市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

榎田中央公園等40公園における便
所・園路等のバリアフリー化、改
築・更新

福岡市

福岡市

福岡市 福岡市吸収源対策公園緑地事業 園路、広場整備等

福岡市

福岡市

福岡市

福岡市

福岡市

福岡市

1,414 百万円
効果促進事業費の割合

9.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

本計画は、平成25年2月に策定した計画で
あることから、当初現況値は平成24年度の
数字とする。

1,327ha（H24)

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
14,656 百万円 Ａ 13,242 百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ

　みどりによる都市の防災、減災対策を推進するため、災害時等に避難場所となる公園・緑地の整備を進める。また、誰もが安全・安心に公園を利用できる環境整備を行うため、公園施設長寿命化計画を策定し既存施設の計画的な
維持管理・更新を図るとともに、現在、バリアフリーに対応していない既存施設の改修を行い公園内のユニバーサルデザイン化を目指す。

　　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 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

社会資本総合整備計画（市街地整備） 平成26年7月10日

計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標



（参考図面）市街地整備

計画の名称 1 安全・安心を支える緑づくり（防災・安全）

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 福岡市交付対象

A‐3 都市公園事業（東平尾公園）
（総合公園）

A‐2 都市公園整備事業（今津運動公園）
(運動公園)

A‐1 都市公園整備事業（西南杜の湖畔公園）
(総合公園)

A‐７ 福岡市公園施設長寿命化計画策定調査
（市内全域）

A‐8 福岡市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
（市内全域）

C‐3 植物園学習施設整備

C‐2 運動施設整備事業

A‐5 都市公園事業（南公園）
（総合公園）

A‐6 都市公園整備事業（舞鶴公園）
(総合公園)

A‐10 都市公園事業（大井中央公園）
（地区公園）

A‐9 都市公園事業（青葉公園）
（地区公園）

A‐11 福岡市吸収源対策公園緑地事業
（市内全域）

C‐4 動物園再生事業整備

A‐12 福岡市公園施設長寿命化計画対策支援事業
（市内全域）

C-5 公園施設改修事業
（市内全域）

A‐13 防災緑地緊急整備事業（西南杜の湖畔公園）
(総合公園)
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