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安曇野市都市公園安心安全計画



平成 27年 10 月    日

1

平成23年度　～　平成25年度　（3年間） 安曇野市

・公園施設バリアフリー化率の向上
・公園施設の健全化、公園バリアフリー化による、公園を使用した地域イベント等の増加。

（H22当初） （H24末） （H26末）
公園施設（園路・駐車場・便所）のバリアフリー化率の向上　算定式：バリアフリー化された施設数/対象施設数

9.4% 20.9% 23.2%

公園施設の健全化、公園バリアフリー化による、公園を使用した地域イベント等の増化。
104件 115件 130件

〇事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

　 平成27年度（事業終了後）

安曇野市都市計画課において実施 公表の方法

市ホームページにより実施
１．交付対象事業の進捗状況

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

1-A-1 公園 一般 安曇野市 直接 安曇野市 120

1-A-2 公園 一般 安曇野市 直接 安曇野市 13

合計 133

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

番号 備考

事後評価

①

②

全体事業費
（百万円）

176百万円

要素となる事業名

（事業箇所）

Ａ Ｂ Ｃ

事業者 市町村名

0百万円176百万円

社会資本総合整備計画 事後評価

0百万円

計画の期間

安曇野市公園安心安全計画

交付対象事業

定量的指標の現況値及び目標値

計画の名称
交付対象

安曇野市の管理する都市公園４４箇所の内、大半の公園は、最終の供用開始より１５年以上経過し、施設の老朽化が目立ち始めている。その為、今後市民が公園を安全に安心して利用する為に施設の改築を行う。
又、幼児から高齢者、又障がいを抱える人々にも快適に公園を利用出来るようにバリアフリー化を推進する。それと共に、今後、予防保全的な維持管理を実施できるよう、公園施設長寿命化計画を策定し、将来にわ
たり公園施設のライフサイクルコストの低減と安全安心な公園を保持する。

計画の目標

　　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

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

備考
最終目標値中間目標値

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0.0%

効果促進事業費の割合

当初現況値

44公園トイレ・遊具再築更新

44公園安曇野市

事業実施期間（年度）
番号 要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

事業者

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

市町村名
事業内容

（延長・面積等）

公園施設長寿命化計画策定

安曇野市



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

合計

番号 備考

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 ・遊具の更新により子どもの利用者数が増えた。
　交付対象事業の効果の発現状況 ・公園施設（便所等）のバリアフリー化率が向上し、利便性が増した。

Ⅱ定量的指標の達成状況

・公園施設の更新、バリアフリー化により利用者の安全性が向上するとともに子育ての環境が充実した。

３．特記事項（今後の方針等）

・引き続き安曇野市公園施設長寿命化計画に基づいて公園施設の更新等を行うとともに、バリアフリー化を実施していく。

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

23.50%

130件

186件

目標値と実績値に差が出た要因

目標値と実績値に差が出た要因

最終実績値

23.2%

施設の改廃等

利用者の増

指標①バリアフリー化率

指標②地域イベントの件数

最終目標値

最終実績値

最終目標値

市町村名
港湾・地区名

事業者 要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）番号 事業内容



（図面）市街地整備

計画の名称 1 安曇野市公園安心安全計画

計画の期間 平成23年度　～　平成25年度　（3年間） 安曇野市

　

市界

都市計画区域界
鉄　　道

長野自動車道
国道・県道・市道

交付対象

凡　　　　　例
都市公園

H23　事業実施
H24　事業実施
H25　事業実施

1-A-2 公園施設長寿命化計画策定調査
(４４公園)

明科都市計画

1-A-1
高家公園 1.30ha
遊具更新（ザイルクライミング＋スライダー）

1-A-1
野沢公園 0.40ha
遊具更新（シーソー、3連鉄棒、3連鉄棒、滑り台、うんてい、ブランコ）

1-A-1
豊科西公園 0.30ha
遊具更新（シーソー、4連ブランコ、ロッキング遊具、ハニカムジャングルジム）
管理施設整備（集水桝）
便益施設更新（水飲み）

1-A-1
豊科中央公園
1.30ha
遊具更新（複合遊具）

1-A-1
南部総合公園 8.50ha
遊具更新（健康遊具4基サイン4基（Ｈ23）10基(H24）
シーソー1基更新（H24））

1-A-1
本村公園 0.08ha
トイレバリアフリー化
園路広場整備
休憩施設更新（ベンチ）

遊具更新（ブランコ）

1-A-1
町尻公園 0.34ha
遊具更新、（三間鉄棒、うんてい、4連ブランコ、複合遊具）

1-A-1
アルプス公園 0.16ha
遊具更新（シーソー、2連ブランコ）
便益施設更新（水飲み）

堀金都市計画

三郷都市計画

豊科都市計画

穂高都市計画

1-A-1
たつみ原公園 0.32ha
遊具更新（シーソー、ジャングルジム、滑り台）
休憩施設更新（四阿、収納ベンチ、かまどベンチ、パーゴラ）

1-A-1

新田公園 0.38ha

遊具更新（ハニカムジャングルジム、3連鉄棒、滑り台、ロッキング遊具)

休憩施設更新（四阿、テーブル、ベンチ）

管理施設整備（排水）

便益施設更新（水飲み）

園路バリアフリー化

1-A-1
真々部公園 0.10ha
遊具更新（砂場、シーソー、ジャングルジム、滑り台、2連ブランコ）

1-A-1
下長尾公園 0.21ha
遊具更新（ロッキング遊具）

1-A-1
豊科公園 0.41ha
遊具更新（シーソー、4連ブランコ、
ロッキング遊具、複合遊具）
園路バリアフリー化、
便益施設更新（水飲み）
休憩施設更新（ベンチ、四阿）
管理施設更新（公園灯、排水）

1-A-1
下鳥羽公園 0.27ha
遊具更新（ハニカムジャングルジム、シーソー2基）

1-A-1
一日市場公園 0.36ha
遊具更新（シーソー、3連鉄棒、滑り台、うんてい、4連ブランコ）

1-A-1
上川手公園 0.12ha

遊具更新（複合遊具、ロッキング遊具）
管理施設更新（公園灯）


