
Ａ表
年度

任務目的 達成度 ☆☆☆
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公共施設の整備改善を図り安全で快適な住環境を整備す
る。

任務目的の成果・活動指標の推移

○　任務目的に対する評価

これまでの取組と成果、手段の妥当性Ｈ１７実績

行動目標　１－１　　　快適に暮らせる生活基盤が整う （所管課名　都市整備部　市街地整備・公園課）

業務棚卸表（事後評価表）

基本目的　１

平成２０年度

市民が快適に暮らせるまちになる

Ｈ１８実績

Ｈ１９実績

平成２０年度実績

Ｈ２０実績

Ｈ２０目標

○地区計画については、小林町で６ｍ道路を延長130
ｍ整備し、年度目標どおりの成果を得ることができた。
地区計画による市街地整備は費用面で効率的な手法
であり、今後さらに期待されるものである。
○土地区画整理事業については、公共団体施行の末
永・本郷地区で、換地計画の認可等手続きを経た上で
換地処分する予定であったが、権利者の行う建物移転
工事が長引き換地処分ができなかった。早々に換地処
分できるよう権利者と調整を行う。組合施行である午起
地区では、公共施設の変更を伴う事業計画変更の認
可を行うとともに最終の建物移転が完了し事業終結に
向けて展望が開けた。また、楠町本郷川北地区で組合
設立を認可した。

Ｈ１７実績

Ｈ１８実績

これからの課題、施策等展開の方向性

○地区計画については、小林町で区域の変更及び地
区整備計画の見直しを行うため、地権者との協議を重
ね変更案の作成を行うとともに、６ｍ道路を延長約80ｍ
整備する。
○土地区画整理事業については、末永・本郷地区で
は、未移転の家屋の移転完了後、換地処分手続きを進
める。午起地区では、道路、水路整備を組合から受託
し整備を進める。また、平成20年に認可した楠町本郷
川北地区については、組合に対し適切な指導を行って
いく。

平成２１年度見通し

○地区計画による整備は寄付行為を前提としており、
短期間でまとまった用地の確保が困難な状況であるこ
とから、計画的に施設整備が図られるよう地権者と協議
し協力を得ていくとともに地区計画の整備方針につい
ても検討を行う。
○今後の市街地整備のあり方を研究するとともに都市
計画マスタープラン地域地区別整備計画が定まった案
件について住民と協働で整備手法や区域についてさら
に具体的な計画づくりを進め市街地の整備を促進す
る。
○市街地整備事業は道路、公園などの公共施設整備
の整備改善を行うとともに計画的にその周辺の土地利
用の増進を図るものであるが、より効率の高い事業とす
るためには、事業期間の短縮、費用対効果等を勘案し
的確な区域の設定を行うことが重要である。
○三重県が事業主体となって施行している近鉄川原町
駅付近連続立体交差事業について支援を行い事業推

Ｈ２０目標

Ｈ１９実績

Ｈ２０実績

宅地としての利用の増進が図られた市街地の整備
進捗度を表すため、地区計画整備（都市計画決定
面積：47.2ha）及び土地区画整理事業（全認可区域
面積：1,078ha）それぞれの整備手法による整備率を
年次ごとに累計で表した。

指標の説明

地区計画 施設整備率
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標  
1 Ｈ１７実績 99.5%

Ｈ１８実績 99.8%
Ｈ１９実績 99.9%
Ｈ２０実績 99.9%

Ｈ２０目標 100.0%

Ｈ19決算 Ｈ20予算 Ｈ20決算

52,566 18,013 6,338

6,630 24,700 21,200

216,088 202,552 202,551

481,879 546,275 540,597

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１７実績 1.8%
Ｈ１８実績 4.0%
Ｈ１９実績 15.5%
Ｈ２０実績 28.6%

Ｈ２０目標 32.8%

Ｈ19決算 Ｈ20予算 Ｈ20決算

364,450 157,500 157,500

27,575 38,114 38,114

指標 年度 実績／目標

3 Ｈ１７実績 16.3%
Ｈ１８実績 17.4%
Ｈ１９実績 18.0%
Ｈ２０実績 19.3%

Ｈ２０目標 18.9%

Ｈ19決算 Ｈ20予算 Ｈ20決算

129,679 129,359 129,059

9,399 9,118 7,691

狭 あ い 道 路 対 策 事 業 費 △ 620 ○地区計画による整備は寄付行為を前提としており、用
地の確保が困難な状況である。計画的に施設整備が図
られるよう地権者と協議し協力を得ていくとともに地区計
画の整備方針についても検討を行う。

地区計画道路整備事業費 △ 1,708

0

0

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

基本的な手段に対する評価
地域の特性を捉えた
整備手法の選択

平成２０年度実績
○狭あい道路対策については、申請件数が180件あり、
また道路整備を実施したものは144件であった。年度内
に延長約3,280ｍの道路整備が完了した。
○地区計画については、小林町で６ｍ道路を延長130
ｍ整備し、年度目標どおりの成果を得ることができた。

地区計画
決定区域
における
公共施設
整備率

☆☆☆

平成２１年度見通し
○狭あい道路対策については、申請に対し迅速で適正
な処理を行っていく。
○地区計画については、小林町で平成20年度に引き
続き６ｍ道路を延長約80ｍ整備するとともに、区域の変
更及び地区整備計画の見直しを行う。

連 続 立 体 交 差 事 業 費

ま ち づ く り 交 付 金 事 業 費

目的達成に必要な手段 達成度

△ 206,950

10,539

0

平成２１年度見通し
○連立事業については、仮線工事を進めるとともに地
元調整や関係機関との協議等において事業の支援を
行う。
○まち交事業については、事業の事後評価について
フォローアップを行い、今後の事業に向けその評価を参
考とする。

0

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性
○三重県が事業主体となって施行している近鉄川原町
駅周辺総合整備事業のうち、特に連立事業について引
き続き支援を行い事業推進を図る。

基本的な手段に対する評価
円滑な交通とまちづ
くりの推進

平成２０年度実績

目的達成に必要な手段 達成度
連立事業
の事業進
捗度（事
業費ベー
ス）

○川原町駅付近連続立体交差事業については、地元
協議会、地元説明会で事業に対する住民理解を得ると
ともに、引き続き仮線用地の確保や仮駅舎の設置を行
い仮線敷設工事の準備を整えた。
○まちづくり交付金事業については、整備計画に合わ
せ道路の高質化整備と街区公園の改修を行うとともに
事後評価委員会での審査を受け良好であると判断され
た。

☆☆☆

△ 13,537

そ の 他 区 画 整 理 特 会 分 58,718

○今後の市街地整備のあり方を研究するとともに都市
計画マスタープラン地域地区別整備計画が定まった案
件について住民と協働で実施計画を作成し市街地の整
備を促進する。

末永・本郷区画整理事業費 △ 46,228

午 起 区 画 整 理 事 業 費 14,570

公 共 用 地 取 得 事 業 費

平成２１年度見通し
○末永・本郷地区では、未移転の家屋の移転完了後、
換地処分手続きを進める。
○午起地区では、公共施設の一部変更を行うとともに、
道路、水路整備を組合から受託し整備を進める。
○楠町本郷川北地区については、組合に対し適切な
指導を行っていく。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

土地区画整理事業
の推進

区画整理
認可区域
における公
共施設整
備率

☆☆☆

平成２０年度実績
○末永・本郷地区では、権利者の行う建物移転工事の
遅れから、換地処分手続きを進めることができなかっ
た。
○午起地区では、最後の建物移転の完了に合わせ第１
２回事業計画変更を認可した。残事業としては東工区
で一部の道路、排水路整備及び宅地造成を残すのみ
となった。
○楠町本郷川北地区で組合が設立し区画整理認可区
域面積が増えたため、平成20年度目標値を下回った。

業務棚卸表（事後評価表）
平成２０年度

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価

区画整理整備率
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Ａ表
年度

任務目的 達成度 ☆☆☆

Ｈ１７ 実績 9.25 (㎡/人)

Ｈ１８ 実績 9.24 (㎡/人)

Ｈ１９ 実績 9.25 (㎡/人)

Ｈ２０ 実績 9.28 (㎡/人)

Ｈ２０ 目標 9.25 (㎡/人)

指標の説明

これからの課題、施策等展開の方向性

○市民一人当たり１０．４㎡の公園面積を目指し、将来
においての市街化区域内の緑の存続の重要性をア
ピールしつつ、市民にとって親しみやすく憩いの場とな
る公園整備を進める。
○公園、街路樹等の施設について、経年変化に伴い機
能や効果の低下が顕著な施設について、順次、地元住
民や利用者の意見を反映させた形での施設更新を進
める。また、公園のバリアフリー化についても、「移動等
円滑化の促進に関する基本方針」を遵守し、年次計画
に沿って進める。
○公園緑地の施設管理について、管理瑕疵のないよう
保守点検を重点的に行うと共に、外部委託や市民との
協働を含めた管理手法を検討する。

○南部丘陵公園整備事業に於いては、南ゾーンではサ
クラの里を完成させ、公園利用者の憩いの場が広がっ
た。また、北ゾーンに於いては、広場整備に向けた造成
工事などの基盤整備を実施しました。
○垂坂公園・羽津山緑地に於いては、事業用地の取得
を進め約21,000㎡確保しました。
○霞ヶ浦緑地のリニューアルについて、園路の舗装、花
壇整備及び健康増進器具としてストレッチ遊具の設置
を行い公園施設のリニューアルを図り、予定通りの成果
を得た。
○既設の公園について、利用形態を見直し、地域の
ニーズに合った施設への転換や出入り口の改良を行
い、公園利用のしやすさを向上させた。
○これらの取組みの結果、公園の開設面積が14,300㎡
増加し、人口の伸びが想定を下回ったことにより、市民
一人当り9.28㎡の公園面積となった。

　市民一人当りの公園面積は、緑の基本計画にお
いて都市公園等の整備目標を2020年（平成32年）
で10.4㎡を確保すると設定していることから、快適
な都市環境を整えるための公園緑地事業の指標と
した。

平成２１年度見通し

○平成2１年度は補助事業として、南部丘陵公園南ゾー
ンについては、非常時に備え備蓄倉庫を設置し、防災
公園としての機能充実を図る。北ゾーンについても、一
部園路及び広場の整備を行うと共に、垂坂公園・羽津
山緑地の用地確保を継続して推進する。
○霞ヶ浦緑地のリニューアルについては、園路および
駐車場の再舗装工事、区画線などの安全施設の再整
備および、広場の緑化整備を実施し、利用者の安全性
の向上や、公園本体の魅力の向上に努める。

業務棚卸表（事後評価表）
平成２０年度

基本目的　１ 市民が快適に暮らせるまちになる

行動目標　１－１　　　快適に暮らせる生活基盤が整う （所管課名　都市整備部　市街地整備・公園課）

市民に親しまれる公園、緑地を整備する。

平成２０年度実績

任務目的の成果・活動指標の推移

一人当りの公園・緑地供用面積 ○　任務目的に対する評価

これまでの取組と成果、手段の妥当性

一人当り供用面積
（H２０年度末

公園・緑地全体面積   A=2９１.３８ha
公園・緑地数           N=４０３個所）

9.25 (㎡/人)9.24 (㎡/人) 9.28 (㎡/人) 9.25 (㎡/人)
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ１７実績 9.25 (㎡/人)
Ｈ１８実績 9.24 (㎡/人)
Ｈ１９実績 9.25 (㎡/人)
Ｈ20実績 9.28 (㎡/人)

Ｈ20目標 9.25 (㎡/人)

Ｈ１９決算 Ｈ２０予算 Ｈ２０決算

92,000 34,000 34,000

200,683 248,900 244,180

0 55,993 55,993

59,800 38,921 38,921

246,377 321,174 321,172

496,284 479,619 479,619

3,065 3,404 3,404

20,523 10,852 10,336

729 912 319

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１７実績 0

Ｈ１８実績 0

Ｈ１９実績 0

Ｈ２０実績 0

Ｈ２０目標 0

Ｈ１９決算 Ｈ２０予算 Ｈ２０決算

343,512 350,429 348,902
4,567 74,830 4,830

513 550 511

22,743 25,504 24,400

2,871 3,126 3,108

1,186 996 689

業務棚卸表（事後評価表）
平成２０年度

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価
公園及び緑地の整
備

一人当た
り供用面

積 ☆☆☆

平成２０年度実績
○南部丘陵公園については、南ゾーンの継続整備に
より０．３ｈａ供用開設を行った。
○垂坂公園･羽津山緑地については、事業用地を２．
１ｈａ取得した。
○街区公園については、開発行為により、１．１haの管
理引継ぎを受け供用開始を行った結果、人口の伸び
が想定を下回ったこともあり、目標値を達成することが
できた。

平成２１年度見通し
○南部丘陵公園については、南ゾーンでは非常時に
備え備蓄倉庫を設置し、防災公園としての機能充実
を図る。北ゾーンについても、一部園路及び広場の整
備を行い約０．５ｈａの供用開始予定である。また開発
等の帰属による供用開始を０．１ha見込むと、全体とし
て２９１．９８haの供用面積確保でき、市民一人当たり
９．２６㎡となる見通しである。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性
南部丘陵公園整備事業費 △ 58,000 ○南部丘陵公園及び垂坂公園･羽津山緑地の補助

事業については、緑の基本計画で整備目標とされて
いる一人あたりの公園面積（１０．４㎡）を目指しつつ、
親しみやすく憩いの場となる公園整備を推進する。
○既設の公園や街路樹について、機能や効果の低下
している個所のリニューアルを図り、地域住民による愛
護活動の活性化を目指す。

垂坂公園・羽津山緑地整
備事業費

43,497

55,993

△ 20,879
公共用地取得事業費 74,795

△ 16,665

339

霞ヶ浦緑地跨道橋耐震化
事業費

公園緑地整備単独事業費 △ 10,187

県営事業負担金

公園緑地譲受費

公園緑地活性化推進事業費

公園緑地その他事務費等 △ 410

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価

公園及び街路樹の
適正な維持、管理

事故件
数（管理
瑕疵の
伴うも
の ）

平成２０年度実績

○安心安全な公園管理については、遊具等施設の不
良個所の早期発見・早期修繕に努めた。
○公園及び街路樹の適正な維持管理について、苦情
削減を目指し鋭意努力したが、公園関係については３
７３件、街路樹関係については５１件と前年度に比べ
増加する結果となった。

☆☆☆

公園管理一般管理費

平成２１年度見通し
○前年度と同等以上の安全管理を目指し、管理瑕疵
の伴った事故防止を図ると共に、地域との対話交流に
努め、苦情削減を目指す。
○放置車輌の処理について前年程度の処理数が見
込まれるが、早期発見、対応することにより、安全･安
心な公園管理に努める。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

△ 497

公園施設管理費 5,390 ○現在、公園・緑地が４０３箇所、街路樹が約５１路線
と維持管理すべき箇所数が多く、適正な管理のため
に地域住民との協働も含め管理業務委託の見直しを
検討していく必要がある。

公園施設安全対策費 263

公園土地管理費 △ 2

公園施設維持補修費

公園愛護会等育成費 237

1,657

一人当りの供用面積
　（H20年度末　公園・緑地全体面積 A=291.38ha
　　　　　　　　　　公園・緑地数　　　　 N=403個所）

9.25 (㎡/人)9.24 (㎡/人) 9.28 (㎡/人) 9.25 (㎡/人)

9.25 (㎡/人)

8.4

8.9

9.4

9.9

Ｈ１７実績 Ｈ１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ20実績 Ｈ20目標

年度

供
用
面
積

（
㎡
/
人

）

事故件数

0 0 0 00

0
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2

3
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5

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２０
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）
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