
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年05月21日

計画の名称 松戸市域における人と環境にやさしい公園緑地整備

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 松戸市

計画の目標 松戸市域において、緑豊かな公園緑地を確保し、人と環境にやさしい公園緑地整備を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,920  Ａ               1,889  Ｂ                   0  Ｃ                  31  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      1.61 ％

番号

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H31末）

   1 松戸市域の公園緑地における市所有面積を131.57ha（H27）から134.31ha（H31）に増加。

松戸市の所有する公園緑地用地面積 132ha ha 134ha

（松戸市域における松戸市の所有する公園緑地用地面積）＝（H27時点の所有面積）+（計画期間内の買収面積）

   2 松戸市緑の基本計画及び松戸市公園再整備ガイドラインを基に、集約化による配置の再編を含め7ヶ所の公園施設の再整備を行う。

松戸市緑の基本計画に基づいて改築を行った公園の割合 0％ ％ 100％

（都市公園ストック再編事業による公園再整備実施率）＝（計画期間内の再整備計画公園数）/（緑の基本計画に位置付けられた再整備予定公園数）

   3 松戸市域における市民一人当たりの公園緑地面積を3.47㎡（H27)から3.52㎡（H31）

松戸市民一人当たりの供用されている公園緑地面積 3㎡／人 ㎡／人 4㎡／人

（松戸市域における市民一人当たり供用済み公園緑地面積）＝（評価時点の公園緑地面積）/（評価時点の常住人口）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000323607



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-001

公園 一般 松戸市 直接 松戸市 － － 都市公園等事業（21世紀

の森と広場）

用地買収2.47ha、遊戯施設実

施設計

松戸市  ■  ■  ■  ■  ■         498 4.44 －

A12-002

公園 一般 松戸市 直接 松戸市 － － 松戸市都市公園ストック

再編事業

公園再整備1公園 松戸市  ■         100 －

A12-003

公園 一般 松戸市 直接 松戸市 － － 都市公園等事業（戸定が

丘歴史公園）

用地買収及び拡張整備工事0.

48ha

松戸市  ■  ■         939 －

A12-004

公園 一般 松戸市 直接 松戸市 － － 都市公園等事業（矢切公

園）

実施設計、用地買収0.27ha 松戸市  ■          52 19.74 －

A12-005

公園 一般 松戸市 直接 松戸市 － － 松戸市都市公園安全・安

心対策事業

長寿命化計画（総合公園1、

街区公園76）　安全安心対策

工事（街区公園6）　安全安

心対策実施設計（近隣公園1

）

松戸市  ■  ■  ■  ■         300 策定済

長寿命化計画（34,000千円）、安全安心対策（219,000千円）

 小計       1,889

1 案件番号：  0000323607



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計       1,889

2 案件番号：  0000323607



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 C12-001

公園 一般 松戸市 直接 松戸市 － － 公園施設リニューアル化

事業

四阿、ベンチ等の改修 松戸市  ■          31 －

基幹事業(松戸市都市公園安全・安心対策事業)の施設改修と一体的に実施することで、公園利用者のニーズに即した公園施設の再整備が進められ、更なる公園利用の促進が図られる。

 小計          31

合計          31

1 案件番号：  0000323607



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

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）

○特記事項（今後の方針等）

松戸市内部で検討

事後評価の実施体制

0000323607案件番号：

令和3年5月

松戸市ホームページ

・21世紀の森と広場等の用地買収を進め、松戸市の所有する公園緑地用地面積の目標を達成することができた。
・長寿命化計画の策定により長寿命化対策実施対象個所が増えた結果、公園施設長寿命化対策事業の事業費要件を満たすように
なったため、一部の公園での再整備を令和2年度から実施する公園施設長寿命化対策事業で実施することができるようになった
。
・一人当たり公園緑地面積は目標を達成できなかったが、公園面積自体は増加させることができた。

・21世紀の森と広場における遊戯施設等の整備に向けた実施設計を行い、工事着手が可能となった。
・戸定が丘歴史公園の拡張整備により、松戸駅周辺の観光資源である同公園内の戸定邸(国指定重要文化財)及び庭園(国指定名
勝)の価値を向上させることができた。
・再整備対象7公園のうち3公園において再整備が完了した。

・引き続き21世紀の森と広場及び矢切の渡し公園の用地確保に努める。
・21世紀の森と広場における遊戯施設等の整備工事に着手する。
・公園施設長寿命化対策事業に着手する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

松戸市域の公園緑地における市所有面積を131.5７haから134.31haに増加。

最　終
目標値

134ha
21世紀の森と広場等の用地買収に加え、宅地開発に伴う提供公園が多かったため、実績値が目標値を上回る結果となった。

最　終
135ha

実績値

 2

松戸市の緑の基本計画及び松戸市公園再整備ガイドラインを基に、集約化による配置の再編を含め7か所の公園施設の再整備を行う。

最　終
目標値

100％
4公園の再整備の一部を令和2年度から実施する公園施設長寿命化対策事業で実施することとしたため目標値を下回った。

最　終
43％

実績値

 3

松戸市域における市民一人当たりの公園緑地面積3.47㎡から3.52㎡

最　終
目標値

4㎡／人
公園緑地面積の増加を上回る割合で人口が増加したため目標値を下回った。（実績値：3.45㎡）

最　終
3㎡／人

実績値

1 案件番号：0000323607


