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様式2-1　評価結果のまとめ

都道府県名 市町村名 福岡市

計画期間 事後評価実施時期 令和元年度 6,900百万円 国費率 1/2　1/3

A.基幹事業

B関連社会資本整備事業

C.効果促進事業

その他関連する事業

事業進捗（平成30年度末時点） 次期計画

一部完了 継続予定

一部完了 継続予定

一部完了 継続予定

一部完了 継続予定

B関連社会資本整備事業

完了 -

一部完了 -

一部完了 -

その他関連する事業

当初現況値
（H27年度）

目標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

18,980ha 18,980ha 18,931ha

31% 51%
30%

(H30年度末実績)

64% 73%
67%

(H30年度末実績)

56% 58%
62%

(H30年度末実績)

12.5万人 17.0万人 20.5万人

３）その他 今後の方針

対象事業

効果促進事業の効果発現状況
（定性的な効果）

成果目標以外の要素事業の効果発現状況
（定性的な効果）

１）事業の
実施状況

２）事業の
効果発現状況

成果目標の達成状況
※算定対象

進捗状況

C.効果促進事業

〇福岡市緑地保全等事業　○福岡市ストック再編事業　○都市公園事業(舞鶴公園)　○都市公園（東平尾公園）

-

○緑化推進事業　○公園機能拡充事業　○公園内土砂災害対策事業

要素事業名

○福岡市ストック再編事業

地域の公園に親しみを感じている市民の割合

鴻臚館等観光施設の年間利用者数

○都市公園事業（東平尾公園）

事業内容（延長・面積等）

特別緑地保全地区7地区用地取得，6地区施設整備

１公園用地取得，18公園施設整備

用地取得，木橋整備

レベルファイブスタジアムボイラー施設，陸上競技場夜間照明施設等

39公園施設整備

福岡市域における緑の面積

要素事業名

-

○福岡市緑地保全等事業

○都市公園事業(舞鶴公園)

2路線施設整備

○公園機能拡充事業

○緑化推進事業

福岡県

平成27年度　～　平成31年度

A.基幹事業

風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡計画の名称

全体事業費

・都市公園事業については，舞鶴公園，東平尾公園など必要な公園整備を進めていく。
・緑地保全事業については，引き続き，永続的に良好な緑地を確保していく。

・都市公園事業について，比較的大規模な公園を整備することにより，市民の休息，鑑賞，散歩，運動等総合的な利用に資する公共空間の創出。
・都市緑地保全等事業について，都市の中に残る緑地を保全することにより，良好な景観と都市環境の創出。

○公園内土砂災害対策事業 1公園施設整備

公園の再整備に加え，公園愛護会活動やコミュニティパーク事業等のソフト
施策を促進した結果，H27年度当初より数値は上昇したが，目標値を達成で
きなかった。

セントラルパーク構想の推進や，舞鶴公園でのイベント開催件数の増加によ
り，舞鶴公園への来訪者が増え，目標値を達成した。

指標名

身近な地域において緑が豊かであると感じている市民の割合

公園や民有地などの緑が増加しているものの，農地などのみどりは減少して
いるため，全市における緑の総量は減少しており，目標値に達していない。

市民の身近な公園が充足していない地域や市街地における緑化が十分でな
い地域もあり，目標値に達していない。

セントラルパーク構想の推進や，舞鶴公園でのイベント開催件数の増加によ
り，舞鶴公園への来訪者が増え，目標値を達成した。

過去3年間に舞鶴公園に行ったことがある市民の割合

結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因

1
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様式2-1　評価結果のまとめ

都道府県名 市町村名 福岡市

計画期間 事後評価実施時期 令和元年度 1,784百万円 国費率 1/2

A.基幹事業

B関連社会資本整備事業

C.効果促進事業

その他関連する事業

事業進捗（H26年度末時点） 次期計画

完了 -

B関連社会資本整備事業

C.効果促進事業

その他関連する事業

当初現況値
（H28年度）

目標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

79% 81%
77%

(H30年度末実績)

1回 3回 3回

３）その他 ・今後も，国際スポーツ大会や全国レベルの大会が開催可能な公園施設の整備と指定管理者制度などの民間活力を生かしてより一層の利用者サービスの向上を目指していく

・都市公園事業について，大規模な運動公園を整備することで運動等総合的な利用に資する公共空間の創出。

指標名

国際スポーツ大会，全国レベルの大会等の年間開催数

H24年度から指標値は上昇傾向にあったが，H28年度以降は高い値を維持し
ている。要因としてプロスポーツの存在や，福岡で継続的に開催されている
国際大会が影響していると考えられるが，H31年度以降はラグビーワールド
カップなどが開催予定であるため，今回達成できていない目標値の達成が
期待できる。

国際スポーツ大会が開催可能な公園の整備を行い，ラグビーワールドカッ
プ，日本陸上競技選手権大会，福岡国際女子テニスが開催予定であるた
め，目標値を達成することが出来た。

福岡県

平成28年度～平成31年度

国家的事業関連公園の整備

結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因

スポーツ観戦の機会への評価

要素事業名

-

〇都市公園事業（東平尾公園）

A.基幹事業

計画の名称

全体事業費

〇都市公園事業（東平尾公園）

-

要素事業名 事業内容（延長・面積等）

球技場施設改修，陸上競技場施設改修

今後の方針

対象事業

効果促進事業の効果発現状況
（定性的な効果）

成果目標以外の要素事業の効果発現状況
（定性的な効果）

１）事業の
実施状況

２）事業の
効果発現状況

成果目標の達成状況
※算定対象

進捗状況

3
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様式2-1　評価結果のまとめ

都道府県名 市町村名 福岡市

計画期間 事後評価実施時期 令和元年度 4,570百万円 国費率 1/2

A.基幹事業

B関連社会資本整備事業

C.効果促進事業

その他関連する事業

事業進捗（令和元年度末時点） 次期計画

完了 -

一部完了 -

B関連社会資本整備事業

- -

その他関連する事業

当初現況値
（H27年度）

目標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

92.8万人 95.6万人 83.2万人

３）その他
・動植物園再生計画に基づき，新しい時代にふさわしい市民に親しまれる魅力的な動植物園へと再生を図る。
・セントラルパーク構想に基づき継続して，大濠公園と舞鶴公園の一体的な活用を図り，県民・市民の憩いの場，歴史，芸術文化，観光の発信拠点としての公園づくりを目指していく。

・動植物園再生事業を進めることで，来園者のレクリエーションの場の提供。
・セントラルパーク事業により，市民のみならず観光に資する空間の提供。

指標名

H25年度にアジア熱帯の渓谷エリアが供用開始され，H27年度は利用者が
92.8万人に達し，この値を基準として目標値を設定していたが，その後は減
少傾向にあり，H29年度の利用者数は80.4万人であった。エントランス複合施
設の供用が開始したH30年度においては，利用者数が82.6万人と増加してい
るため，今後も増加していくことが期待される。

結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因

動植物園の年間利用者数

福岡県

平成27年度　～　平成31年度

A.基幹事業

観光振興拠点公園の整備

要素事業名

計画の名称

全体事業費

-

○都市公園事業(南公園) 

-○舞鶴公園活性化事業

〇都市公園事業(南公園) 　○都市公園事業(舞鶴公園)

-

○舞鶴公園活性化事業

要素事業名

○都市公園事業(舞鶴公園)

事業内容（延長・面積等）

エントランス複合関連施設整備

用地取得（0.02ha）

今後の方針

対象事業

効果促進事業の効果発現状況
（定性的な効果）

成果目標以外の要素事業の効果発現状況
（定性的な効果）

１）事業の
実施状況

２）事業の
効果発現状況

成果目標の達成状況
※算定対象

進捗状況

C.効果促進事業

5
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様式2-1　評価結果のまとめ

都道府県名 市町村名 福岡市

計画期間 事後評価実施時期 令和元年度 2,925百万円 国費率 1/2　1/3

A.基幹事業

B関連社会資本整備事業

C.効果促進事業

その他関連する事業

事業進捗（令和元年度末時点） 次期計画

完了 -

一部完了 実施予定

B関連社会資本整備事業

完了 -

その他関連する事業

当初現況値
（H27年度）

目標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

39% 46%
40%

(H30年度末実績)

45% 66% 46%

３）その他
・都市公園事業については，引き続き大規模な公園を整備することにより，市民の休息，運動，レクリエーションの場として総合的な利用に資する公共空間の創出を目指していく。
・防災緑地緊急整備事業については，引き続き，市街地などの避難場所が不足している地域において，防災・減災に資する公共空間を創出していく。

・都市公園事業について，大規模な運動公園を整備することで運動等総合的な利用に資する公共空間の創出。
・防災緑地緊急整備事業について，広域避難場所となる公園緑地空間の創出。

指標名

地域に緊急時の避難場所が整備されていると感じている市民の割合

広域避難場所となる公園の整備や用地取得を行い，地区避難場所となる公
園を2箇所整備したが，目標値を達成できなかった。

広域避難場所となる公園の整備公園の整備を1箇所，用地取得を1箇所行
い，地区避難場所となる公園を2箇所整備したが，直近の指標調査を行って
おらず実績値は不明である。なお，本指標と類似した①の指標が，当初現況
値を維持していることから，本指標についても同程度であると推測される。

結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因

地域の防災対策の充実していると感じる市民の割合

福岡県

平成27年度　～　平成31年度

A.基幹事業

安全・安心を支える緑づくり(防災・安全)

要素事業名

計画の名称

全体事業費

-

○都市公園事業(今津運動公園) 

2公園新規整備○一時避難地整備事業

・一時避難地整備事業について，福岡市の地域防災計画における地区避難所となる近隣公園の新規整備。

〇都市公園事業(今津運動公園)　○防災緑地緊急整備事業(西南杜の湖畔公園)

-

○一時避難地整備事業

要素事業名

○防災緑地緊急整備事業(西南杜の湖畔公園)

事業内容（延長・面積等）

今津運動公園整備公式野球場整備等

都市開発資金償還

今後の方針

対象事業

効果促進事業の効果発現状況
（定性的な効果）

成果目標以外の要素事業の効果発現状況
（定性的な効果）

１）事業の
実施状況

２）事業の
効果発現状況

成果目標の達成状況
※算定対象

進捗状況

C.効果促進事業

7
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様式2-1　評価結果のまとめ

都道府県名 市町村名 福岡市

計画期間 事後評価実施時期 令和元年度 2,351百万円 国費率 1/2

A.基幹事業

B関連社会資本整備事業

C.効果促進事業

その他関連する事業

事業進捗（H26年度末時点） 次期計画

完了 -

一部完了 実施予定

B関連社会資本整備事業

完了 -

一部完了 -

その他関連する事業

当初現況値
（H27年度）

目標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

63% 75%
67%

(H30年度末実績)

３）その他 今後の方針

対象事業

効果促進事業の効果発現状況
（定性的な効果）

成果目標以外の要素事業の効果発現状況
（定性的な効果）

１）事業の
実施状況

２）事業の
効果発現状況

成果目標の達成状況
※算定対象

進捗状況

C.効果促進事業

・運動施設整備事業については，雁の巣レクリエーションセンターにおいて，利用者が安全に運動等ができるような施設の整備
・公園施設改修事業について，公園施設の改修を通して，安心して利用できる公共空間の創出

〇福岡市公園施設長寿命化計画策定調査　○福岡市公園施設長寿命化対策支援事業

-

○運動施設整備事業　○公園施設改修事業

要素事業名

○福岡市公園施設長寿命化対策支援事業

事業内容（延長・面積等）

長寿命化計画の策定

遊具施設等の改修（159公園）

遊戯施設以外の公園施設改修（132公園）

-

〇福岡市公園施設長寿命化計画策定調査

雁の巣レクリエーションセンターの施設改修（便所，ボイラー施設）

○公園施設改修事業

○運動施設整備事業

福岡県

平成27年度　～　平成31年度

A.基幹事業

福岡市公園施設の長寿命化の推進(防災・安全)

要素事業名

計画の名称

全体事業費

・公園施設長寿命化計画対策支援事業については，引き続き，公園長寿命化計画に基づき公園施設の計画的な改修・更新を行うことにより身近な公園の安全性の向上を図る。

・福岡市公園施設長寿命化対策支援事業について，遊具の改修を通して，安心して利用できる公共空間の創出

指標名

公園施設長寿命化計画に基づき，4年間で159箇所の公園について，遊戯施
設の改修を行った結果，平成27年度当初に比べ実績値は上昇したが，目標
値を達成できなかった。

結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因

地域の公園で子供が安心して遊べると感じている市民の割合

9
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社会資本整備事業事後評価について

令和元年１１月

福岡市 住宅都市局
花とみどりのまち推進部 みどり政策課

資料２－２

計画５：「風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡」

計画６：「国家的事業関連公園の整備」

計画７：「観光振興拠点公園の整備」

計画８：「安全・安心を支える緑づくり（防災・安全）」

計画９：「福岡市公園施設の長寿命化の推進（防災・安全）」
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社会資本総合整備計画について
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交付金事業の変遷

13

交付金制度の変遷

個別計画による
補助金制度

社会資本整備
総合交付金

社会資本整備
総合交付金

社会資本整備
総合交付金

社会資本整備
総合交付金

より一層柔軟な流用が可能
になるなど，地方の使い勝
手を大幅に向上。

事業のさらなる重点化
成長力強化や地域活性化

等につながる事業

防災・安全交付金

「命と暮らしを守るインフラ
再構築」，「生活空間の安
全確保」を集中的に支援

地域自主戦略交付金

投資補助金を所管するす
べての府省が投資補助金
を一括で交付金化。（都道
府県分を対象）

地域自主戦略交付金

・都道府県分の対象事業の
拡大，増額

・新たに政令指定都市分を
導入

活力創出基盤整備
・道路，港湾

水の安全・
安心基盤整備
・治水，下水道，海岸

市街地整備
・都市公園，市街地，

広域連携 等

地域住宅支援
・住宅，住環境整備

・道路，港湾
・治水，下水道，海岸
・都市公園，市街地，

広域連携 等
・住宅，住環境整備

４分野を統合

H21 H22 H23 H24 H25～

• 平成22年度に国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に一括
。地方公共団体にとってはより自由度の高い制度となった。

• 平成25年度以降は「防災・安全交付金」によりインフラ再構築（老朽化対策等）及び生活

空間の安全確保の取組を集中的に支援するとともに，社会資本整備総合交付金により
地域の社会資本整備を総合的に支援することとなった。



福岡市のみどりについて
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【福岡市 新・緑の基本計画における「緑」の定義】

緑被面積 18,920 ha

公園数 1,685 箇所

公園面積 約1,375 ha

一人当たり公園面積 8.69 ㎡

【参考】

【緑の将来像図】

H31.4.1 現在



社会資本総合整備に関する５つの整備計画の概要

●市街地における緑面積の減少

●公園施設の老朽化による危険性の
高まり

●避難場所としての公園の不足

●特別緑地保全地区等の拡大

●避難場所となる公園・緑地の用地確
保

計画５：風格ある緑豊かな環境共生
都市・福岡

計画６：国家的事業関連公園の整備

計画７：観光振興拠点公園の整備

＜現状・問題点等＞

●都心部における魅力的な公園の不
足

●観光の拠点となる公園の不足

＜現状・問題点への対策方針＞

●既存資源を活かした観光拠点公園
の整備

●既存公園施設の計画的な維持管
理・更新

＜社会資本総合整備計画（目標・概要）＞
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●国際大会が開催可能な施設の不足

●舞鶴公園の利活用の促進

●国際大会が開催可能な施設の整備

計画８：安全・安心を支える緑づくり
(防災・安全）

計画９：福岡市公園施設の長寿命化
の推進(防災・安全）

●身近な緑への評価の低下
●老朽化し，ニーズに合わない公園の

再整備等



各計画の事業内容と成果について

16



本市の「緑」に関する総合計画である「福岡市新・緑の基本計画」
（平成21年5月策定）に基づき，社会資本総合整備計画を策定し，
福岡市域における緑の面積の総量を維持するとともに，既存ストッ
クの再編を図ることで，市民が身近な緑や公園に親しみをもてるよ
うな，風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡の創造に向けて事業を
推進していく。

また，舞鶴公園においては，日本で唯一の二重の国指定史跡であ
る，国史跡福岡城跡，国史跡鴻臚館跡という，我が国固有の優れた
歴史的資源を活用して，市民の憩いの場として，歴史，芸術文化，
観光振興の拠点となる公園づくりに向けて，セントラルパーク構想
を推進していく。

計画５

地域の現状・課題 計画の目標

風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡

17

●市街地における緑面積の減少

福岡市では、緑の面積を維持するため，特別緑地保全地区などの指定を
進めているが，開発圧力にさらされ減少している。

特別緑地保全地区

●都心部における魅力的な公園の不足

福岡では、アジアとの結びつきを強めていくとともに、国内でも独創性
のある活性化施策を展開している。都心観光のシンボルエリアとして，舞
鶴公園を位置づけているが、福岡の観光の目的地としての求心力が発揮さ
れていない。

セントラルパーク 将来像イメージ

●身近な緑への評価の低下

地域の公園の老朽化などにより，市民の公園や緑に対する評価が近年横

ばいとなっている。



計画５

事業箇所

計画期間 平成27年度～平成31年度 交付期間 平成27年度～平成31年度 全体事業費 6,900百万円

18

風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡

Ａ－１ 福岡市緑地保全等事業（市内全域）

・特別緑地保全地区 7地区用地取得

・特別緑地保全地区 6地区土砂崩壊防止施設等整備

Ａ－２ 福岡市ストック再編事業（市内全域）

・都市公園 1公園用地取得

・都市公園 18公園施設整備(公園再整備，便所改修等)

Ａ－３ 都市公園事業（舞鶴公園）

・一部用地取得

・木橋整備

Ａ－４ 都市公園事業（東平尾公園）

・レベルファイブスタジアム ボイラー設
備等改修

・博多の森陸上競技場 照明施設改修

Ｃ－１ 緑化推進事業

・道路空間 2路線に街路樹整備等

Ｃ－２ 公園機能拡充事業(市内全域)

・都市公園 39公園施設整備(遊具，フェンス，照明灯の
改修等)



計画５

成果指標の達成状況一覧
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風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡

当初現況値
（H27年度当初）

⽬標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

① 福岡市域における緑の⾯積 18,980ha 18,980ha 18,931ha

②
⾝近な地域において緑が豊かで
あると感じている市⺠の割合

31% 51%
30%

(H30年度末実績)

③
地域の公園に親しみを感じてい
る市⺠の割合

64% 73%
67%

(H30年度末実績)

④
過去3年間に舞鶴公園に⾏った
ことがある市⺠の割合

56% 58%
62%

(H30年度末実績)

⑤
鴻臚館等観光施設の年間利⽤者
数

12.5万⼈ 17.0万⼈ 20.5万⼈

成果指標



18,864 18,964 18,920 18,931 

18,000

19,000

20,000

H19 H24 H29 H31

成果指標および達成状況①,②

計画５

【算出根拠】

①（H29年度末緑被面積）+（H19年度末からH29年度末
における1年ごとの平均増減緑被面積）
②福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査(H31.2月)

【成果指標】

①福岡市域における緑の面積
②身近な地域において緑が豊かであると感じている市民の

割合

当初 目標値 実績値

年度 H27 H31末
H31末
（予定）

成果指標① 18,980ha 18,980ha 18,931ha

成果指標② 31% 51% 30%
(H30年度末実績)

○福岡市緑地保全事業

○民有地の緑等が適切に保全されており，福岡市域における緑被
面積については概ね維持している。

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡

【平和北特別緑地保全地区】用地取得

範囲内の⼀部を
⽤地取得

【鴻巣山特別緑地保全地区】法面改修工事

■成果指標①[緑被面積(ha)]

― 実測値 ― 推計値
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○ストック再編事業

○公園の再整備は進んでいるが，市民の身近な公園が充足してい
ない地域もあり，指標は近年横ばいとなっている。



成果指標および達成状況③

計画５

【算出根拠】

③福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査(H31.2月)

【成果指標】

③地域の公園に親しみを感じている市民の割合

当初 目標値 実績値

年度 H27 H31末
H31末
（予定）

成果指標 64% 73% 67%
(H30年度末実績)

○福岡市ストック再編事業

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡

○公園の再整備に加え，公園愛護会活動やコミュニティパーク事
業等のソフト施策を促進し，H27年度当初より数値は上昇した。

【野芥５号公園】公園統廃合

整備効果事例

21



成果指標および達成状況④,⑤

計画５

【算出根拠】

④福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査(H31.2月)
⑤（平成30年度の年間利用者数）+（平成27年度から平成
30年度における1年ごとの平均増減利用者数)

【成果指標】

④過去3年間に舞鶴公園に行ったことがある市民の割合
⑤鴻臚館等観光施設の年間利用者数

(鴻臚館，むかし探訪館，三の丸スクエア)

当初 目標値 実績値

年度 H27 H31末
H31末
（予定）

成果指標④ 56% 58% 62%
(H30年度末実績)

成果指標⑤ 12.5万人 17.0万人 20.5万人

○都市公園事業(舞鶴公園)

○セントラルパーク構想の推進や，舞鶴公園でのイベント開催件
数の増加により，舞鶴公園への来訪者が増えた。

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡

範囲内の⼀部を
⽤地取得

【舞鶴公園】用地取得

【舞鶴公園】木橋改修工事

94,149 115,649 137,766 
177,142 

204,806 

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000

H27 H28 H29 H30 H31

■成果指標⑤[鴻臚館等観光施設の年間利用者数]

― 実測値 ― 推計値
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地域の現状・課題 計画の目標

計画６ 国家的事業関連公園の整備

●国際大会等が開催可能な施設の不足

福岡市では、オリンピック等の大規模な国際大会が開催可能な
施設が不足しており，多くの外国人が訪れるような大会が誘致で
きていない。

令和元年度に日本で開催予定の「ラグビーワール
ドカップ2019」や令和2年度に開催予定のオリン
ピック・パラリンピック等の開催に向けて，国際大
会開催が可能な施設に改修を行うことで，大会後も
多くの外国人が訪れる国際的な大会を誘致し，魅力
ある総合公園として外国人観光客の呼び込みを図
る。

23

レベルファイブスタジアム観客席(再整備前) レベルファイブスタジアム電光掲示板(再整備前)



事業箇所

計画６

24

計画期間 平成28年度～平成31年度 交付期間 平成28年度～平成31年度 全体事業費 1,784百万円

国家的事業関連公園の整備

Ａ－１ 都市公園事業（東平尾公園）

・レベルファイブスタジアム 観客席改修

・レベルファイブスタジアム 電光掲示板改修

・レベルファイブスタジアム 照明施設改修等

・博多の森陸上競技場 観客席改修

・博多の森陸上競技場 便所改修等



成果指標の達成状況一覧

計画６
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国家的事業関連公園の整備

当初現況値
（H28年度当初）

⽬標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

① スポーツ観戦の機会への評価
(福岡市のスポーツ観戦機会の充実度) 79% 81%

77%
(H30年度末実績)

②
国際スポーツ⼤会，全国レベル
の⼤会等の年間開催数 1回 3回 3回

成果指標



成果指標および達成状況①,②

計画６

【算出根拠】

①福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査(H31.2月)

②開催件数の実績値

【成果指標】

①スポーツ観戦の機会への評価
②国際スポーツ大会，全国レベルの大会等の年間開催数

当初 目標値 実績値

年度 H27 H31末
H31末
（予定）

成果指標① 79% 81% 77%
(H30年度末実績)

成果指標② 1回 3回 3回

○都市公園事業(東平尾公園)

○R元年度以降はラグビーワールドカップ等の開催もあり，更なる
上昇が期待できる
○国際スポーツ大会が開催可能な公園の整備を行い，ラグビー
ワールドカップ，日本陸上競技選手権大会，福岡国際女子テニス
が開催された。

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

国家的事業関連公園の整備

博多の森陸上競技場ベンチ改修

レベルファイブスタジアムビジョン改修

レベルファイブスタジアム観客席改修

レベルファイブスタジアムエレベーター改修

26



参考資料

計画６
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国家的事業関連公園の整備

【ラグビーワールドカップの来場者数】

①9/26(木) イタリア 対 カナダ

16,984人

②10/2(水) フランス 対 アメリカ

17,660人

③10/12(水) アイルランド 対 サモア

17,967人

3日間とも概ね満員
(アビスパ福岡 リーグ戦時の約2倍)

ラグビーワールドカップ開催時(レベルファイブスタジアム)

(参考)

【アビスパ福岡リーグ戦の平均来場者数】

○H30年度平均 8,859人

アビスパ福岡リーグ戦時(レベルファイブスタジアム) ※JリーグHPより

H30年度来場者数(一部抜粋)
観客数(人)

7,775

6,837

7,984

9,620

6,684

8,598

9,467J２リーグ　VS　アルビレックス新潟（０：２）

J２リーグ　VS　徳島ヴォルティス（１：０）

J２リーグ　VS　栃木ＳＣ（２：１）

J２リーグ　VS　レノファ山口ＦＣ（２：０）

J２リーグ　VS　ジェフユナテッド千葉（３：１）

J２リーグ　VS　モンテディオ山形（２：１）

J２リーグ　VS　愛媛ＦＣ（２：０）

試合



地域の現状・課題

計画７ 観光振興拠点公園の整備

●観光の拠点となる公園の不足

福岡市には，舞鶴公園や南公園(動植物園)といった観光の拠点
としての機能を持つ公園の整備を行っているが，施設の老朽化や
活用の方法など，現在のニーズに合ったものとなっていないとこ
ろもあり，魅力が低下している。

整備方針
計画の目標

福岡市の財産である歴史的，自然的，文化的資
源を活かした観光振興の拠点となる公園を整備し，
市民や外国人観光客を含む多彩な来街者が集う魅
力ある街を目指す。

28

舞鶴公園・大濠公園 動植物園エントランス(再整備前)



事業箇所

計画７
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計画期間 平成27年度～平成31年度 交付期間 平成27年度～平成31年度 全体事業費 4,570百万円

観光振興拠点公園の整備

Ａ－１ 都市公園事業（南公園）

・動物園エントランス施設整備

Ａ－２ 都市公園事業（舞鶴公園）

・公園内一部用地取得

Ｃ－１ 舞鶴公園活性化事業

※H30年度より都市再整備計画事業へ移行



成果指標の達成状況一覧

計画７

30

観光振興拠点公園の整備

当初現況値
（H27年度当初）

⽬標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

① 動植物園の年間利⽤者数 92.8万⼈ 95.6万⼈ 83.2万⼈

成果指標



成果指標及び達成状況①

計画７

○都市公園事業（南公園）

○H25年度にアジア熱帯の渓谷エリアが供用開始され，H27年
度は利用者が92.8万人に達し，この値を基準として目標値を設
定していたが，その後エントランス複合施設工事の影響などで減
少傾向となり，H29年度の利用者数は80.4万人であった。
H30年10月には，エントランス複合施設の供用が開始し，H30
年度下半期は上半期より，利用者数が13％増加したこともあ
り，年間利用者数が82.6万人と増加した。今後も，新たな施設
の整備とともに，利用者が増加していくことが予測される。

31

【算出根拠】

①（平成30年度の年間利用者数）+（平成28年度から平成30年度に
おける1年ごとの平均増減利用者数)

【成果指標】

①動植物園の年間利用者数

当初 目標値 実績値

年度 H27 H31末
H31末
（予定）

成果指標① 92.8万人 95.6万人 83.2万人

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

観光振興拠点公園の整備

【南公園】動物園エントランス複合施設814,590 804,435 826,215 832,028 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

H28 H29 H30 H31

■成果指標①[動植物園の年間利用者数]

― 実測値 ― 推計値



参考資料

計画７
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観光振興拠点公園の整備

■動植物園の年間利用者数

○(H15年度～H23年度)平均年間利用者数 約72万人

○H24年度には80万人を突破

○H25年度は，アジア熱帯の渓谷エリアが完成し利用者数が急増

○H26年度以降，施設の改修工事及び，工事に伴う利用者駐車場の減少等もあり，年間利用者数は減少傾向にあるものの，
H30年度まで80万人以上を維持しており今後も上昇が見込まれる

アジア熱帯の
渓谷エリア完成

ゾウ舎完成

エントランス施設等工事



地域の現状・課題 計画の目標

安全・安心を支える緑づくり（防災・安全）計画８

緑による都市の防災、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。
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●避難場所としての公園の不足

福岡市では、地域防災計画において地区避難場所や広域避難場所
として，多くの公園が指定されているが，その避難場所までの距離
が遠い地域等が存在しており，近くの距離にある避難場所が不足し
ている。

今津運動公園(整備後) 今津運動公園での防災訓練



事業箇所

計画８
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計画期間 平成27年度～平成31年度 交付期間 平成27年度～平成31年度 全体事業費 2,925百万円

安全・安心を支える緑づくり（防災・安全）

Ａ－１ 都市公園事業（今津運動公園）

・グラウンド整備

・体育館整備等

Ａ－２ 防災緑地緊急整備事業（西南杜の湖畔公園）

・一部用地取得完了

Ｃ－１ 一時避難地整備事業（市内全域）

・都市公園 大塚古墳公園整備

・都市公園 山ノ鼻古墳公園整備



成果指標の達成状況一覧

計画８
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安全・安心を支える緑づくり（防災・安全）

当初現況値
（H27年度当初）

⽬標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

①
地域の防災対策の充実している
と感じる市⺠の割合

39% 46%
40%

(H30年度末実績)

②
地域に緊急時の避難場所が整備
されていると感じている市⺠の
割合

45% 66% 46%

成果指標



成果指標及び達成状況①,②

計画８
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【算出根拠】

①福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査(H31.2月)

②下記参照

【成果指標】

①地域の防災対策の充実していると感じる市民の割合
②地域に緊急時の避難場所が整備されていると感じている市民の割合

当初 目標値 実績値

年度 H27 H31末
H31末
（予定）

成果指標① 39% 46% 40%
(H30年度末実績)

成果指標② 45% 66% 45%

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

安全・安心を支える緑づくり（防災・安全）

○都市公園事業（今津運動公園）

○広域避難場所となる公園の整備公園の整備を1箇所，用地取得
を1箇所行い，地区避難場所となる公園を2箇所整備した。

今津運動公園整備

■成果指標② 算出根拠

・②の指標に類似した，①の指標

(H27～H30年度)の平均増減率

＝1.002％・・・Ａ

算術式

・(②の指標値)×Ａ

年度 割合(%)

平成27年度 44.5 
平成28年度 44.6 
平成29年度 44.7 
平成30年度 44.7 
平成31年度推計 44.8

×Ａ

×Ａ

×Ａ

×Ａ



地域の現状・課題 計画の目標

福岡市公園施設の長寿命化の推進（防災・安全）計画９

●公園施設の老朽化による危険性の高まり

福岡市では、公園内の遊具等の老朽化が進み、利用者にとって
は危険であると共に，地震や大雨等の災害発生時、また通常の維
持管理面においても早急な対応が求められている。

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踏まえた既存施
設の計画的な維持管理・更新を図る。

37
老朽化した遊具 老朽化した休憩施設



事業箇所

計画９
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計画期間 平成27年度～平成31年度 交付期間 平成27年度～平成31年度 全体事業費 2,351百万円

福岡市公園施設の長寿命化の推進（防災・安全）

Ａ－１ 福岡市公園施設長寿命化計画
策定調査（市内全域）

・長寿命化計画策定

Ａ－２ 福岡市公園施設長寿命化対策
支援事業（市内全域）

・都市公園 159公園の施設整備

→2ha以上の都市公園における施設整備
(フェンス，照明灯，橋等)

→全ての都市公園における遊具整備

Ｃ－１ 運動施設整備事業
（雁の巣レクリエーションセンター)

・便所，ボイラー施設の整備

Ｃ－２ 公園施設改修事業（市内全域）

・都市公園 132公園の施設整備

→都市公園における施設整備
(便所，照明灯などの遊具以外の施設)



成果指標の達成状況一覧

計画９
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福岡市公園施設の長寿命化の推進（防災・安全）

当初現況値
（H27年度当初）

⽬標値
（H31年度）

実績値
（H31年度予定）

①
地域の公園で⼦供が安⼼して遊
べると感じている市⺠の割合

63% 75%
67%

(H30年度末実績)

成果指標



成果指標及び達成状況①

計画９
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【算出根拠】

①福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査(H31.2月)

【成果指標】

①地域の公園で子供が安心して遊べると感じている市民の割合

当初 目標値 実績値

年度 H27 H31末
H31末
（予定）

成果指標① 63% 75% 67%
(H30年度末実績)

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

福岡市公園施設の長寿命化の推進（防災・安全）

○公園施設長寿命化計画を策定し，4年間で159箇所の公園につ
いて，遊戯施設の改修を行った。

○福岡市公園施設長寿命化計画策定調査(市内全域)

○福岡市公園施設長寿命化対策支援事業(市内全域)

【梅光園公園】公園施設改修

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別） その 2
公園番号 東C001 公園名 (地区公園) 供用年度 1973

年度 劣化状況 緊急度 維持保全 補修 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

c.休養施設 休憩所 シェルター 1.0 基
金属製、プラスチッ
ク製、コンクリート
製

1973 41 27
東C001-c-

0001
2014 b: 低 予防

日常の維持保全及び日常点検のほか、5年ごとに健全度調査を行い、劣化や損
傷を確認し必要に合わせて小規模な補修等を行う。

日常的管理の中で対応を行い、日常点検や健全度調査で安全を確認しつつ、定
期的な補修を行い利用を継続し、使用見込期間を超えたら更新する。

2021 16 7,820 16

c.休養施設 休憩所 シェルター 1.0 基
金属製、コンクリー
ト製 1973 41 27

東C001-c-
0002

2014 c:C1 中 予防
日常の維持保全及び日常点検のほか、5年ごとに健全度調査を行い、劣化や損
傷を確認し必要に合わせて小規模な補修等を行う。

劣化が進行していることから、緊急の補修を行い、安全性を確保し、その後定期的
な補修を行い利用を継続し、使用見込期間を超えた時点で更新する。 2021 150 16 2,933 16

c.休養施設 休憩所 シェルター 1.0 基 木製、金属製 1973 41 22
東C001-c-

0003
2014 b: 低 予防

日常の維持保全及び日常点検のほか、5年ごとに健全度調査を行い、劣化や損
傷を確認し必要に合わせて小規模な補修等を行う。

日常的管理の中で対応を行い、日常点検や健全度調査で安全を確認しつつ、定
期的な補修を行い利用を継続し、使用見込期間を超えたら更新する。

2012 3,910 16 16

c.休養施設 ベンチ等 スツール 1.0 基 石製 1973 41 47
東C001-c-

0004
2014 特に大きな問題はない 事後

日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認し、必要に合わせて小規模な
補修等を行いつつ、使用見込期間を超えて劣化が確認された時点で更新を行う。

2020

c.休養施設 ベンチ等 スツール 1.0 基 石製 1973 41 47
東C001-c-

0005
2014 特に大きな問題はない 事後

日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認し、必要に合わせて小規模な
補修等を行いつつ、使用見込期間を超えて劣化が確認された時点で更新を行う。

2020

c.休養施設 ベンチ等 スツール 1.0 基 石製 1973 41 47
東C001-c-

0006
2014 特に大きな問題はない 事後

日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認し、必要に合わせて小規模な
補修等を行いつつ、使用見込期間を超えて劣化が確認された時点で更新を行う。

2020

c.休養施設 ベンチ等 スツール 1.0 基 石製 1973 41 47
東C001-c-

0007
2014 特に大きな問題はない 事後

日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認し、必要に合わせて小規模な
補修等を行いつつ、使用見込期間を超えて劣化が確認された時点で更新を行う。 2020

c.休養施設 ベンチ等 スツール 1.0 基 石製 1973 41 47
東C001-c-

0008
2014 特に大きな問題はない 事後

日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認し、必要に合わせて小規模な
補修等を行いつつ、使用見込期間を超えて劣化が確認された時点で更新を行う。

2020

c.休養施設 ベンチ等 スツール 1.0 基 石製 1973 41 47
東C001-c-

0009
2014 特に大きな問題はない 事後

日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認し、必要に合わせて小規模な
補修等を行いつつ、使用見込期間を超えて劣化が確認された時点で更新を行う。 2020

施設コード
対策を踏まえた
更新見込み年度

規模等
処分制限
期間など

健全度調査
管理類型

長寿命化に向けた具体的対策
（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）

対策内容（改築、更新含む）・時期

汐井公園

公園施設種類 公園施設名
具体的

施設名称
主要部材 設置年度 経過年数

福岡市公園施設長寿命化計画



参考資料

計画９
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福岡市公園施設の長寿命化の推進（防災・安全）



成果指標の達成状況まとめ

計 画 成果指標
①当初

(Ｈ27・H28)

②目標値

(Ｈ31末)

③実績値

(Ｈ31末予定)

風格ある緑豊かな環境共生都市・福岡

福岡市域における緑の面積 18,980 ha 18,980 ha 18,931ha

身近な地域において緑が豊かであると感じている市民の
割合

31％ 51％
30％

(H30年度末実績)

地域の公園に親しみを感じている市民の割合
64％ 73％

67％
(H30年度末実績)

過去3年間に舞鶴公園に行ったことがある市民の割合
56％ 58％

62％
(H30年度末実績)

鴻臚館等観光施設の年間利用者数 12.5万人 17.0万人 20.5万人

国家的事業関連公園の整備

スポーツ観戦の機会への評価
79％ 81％

77％
(H30年度末実績)

国際スポーツ大会，全国レベルの大会等の年間開催数 1回 3回 3回

観光振興拠点公園の整備 動植物園の年間利用者数 92.8万人 95.6万人 83.2万人

安全・安心を支える緑づくり

（防災・安全）

地域の防災対策の充実していると感じる市民の割合
39％ 46％

40％
(H30年度末実績)

地域に緊急時の避難場所が整備されていると感じている
市民の割合

45％ 66％ 46%

福岡市公園施設の長寿命化の推進

(防災・安全）

地域の公園で子供が安心して遊べると感じている市民の
割合 63％ 75％

67％
(H30年度末実績)
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今後の方向性
○ 少子高齢化などの社会状況の変化や多様な市民ニーズに対応した，身近な公園の新設・再整備に取り組ん

でいく。

○ みどり資産を効果的・効率的に活用するため，「市民との共働」「資産の有効活用」 「収支の改善」の3つの視
点のもと，みどり資産の価値向上を図り，都市の賑わいや地域コミュニティ活動の促進等に取り組んでいく。
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