
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年03月31日

計画の名称 那覇市都市公園整備推進計画（防災・安全）

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 那覇市

計画の目標 那覇市は平成25年度末での都市公園整備状況が177.47haで１人当たり都市公園面積が5.52㎡/人と全国平均を大きく下回っている現状である。[全国平均10.0㎡／人（平成24年度末）]

都市公園整備事業の推進を図ることにより、良好な地域環境の形成、自然環境の保全、災害時における緊急避難地の確保等、快適で安全で安心した都市環境を提供するとともに、公園利用者の利用利便性の向上を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,225  Ａ               1,156  Ｂ                   0  Ｃ                  69  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      5.63 ％

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） （H29末） （H31末）

   1 那覇市における１人当たり公園面積を5.55㎡/人（H27年度当初）から5.71㎡/人（H31年度末）にする。

那覇市における１人当たり公園面積   　 555㎡/百人 558㎡/百人 571㎡/百人

 都市公園の開設している面積の合計(㎡)／都市計画区域人口(人) 　　１人当たり公園面積：1,794,700㎡/323,211人＝5.55㎡（H27）　　1,814,700㎡/324,744人＝5.58

（H29）　　1,839,400㎡/322,073人＝5.71㎡（H31）

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： 0000286937



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 沖縄 那覇市 直接 那覇市 － － 都市公園事業（末吉公園

）

園路、広場、休養所等　18.7

6ha

那覇市  ■  ■  ■  ■  ■         211 2.4 －

A12-002

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 － － 都市公園事業（識名公園

）

園路、広場、休養所等　15.5

ha

那覇市  ■  ■  ■  ■  ■         560 2 －

A12-003

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 － － 都市公園事業（新都心公

園）

園路、広場、休養所等　18.2

ha

那覇市  ■  ■  ■  ■  ■         385 1.1 －

 小計       1,156

合計       1,156

1 案件番号：  0000286937



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 沖縄 那覇市 直接 那覇市 － － 効果促進事業(漫湖公園) 駐車場等　0.4ha 那覇市  ■  ■          69 －

基幹事業と一体となって事業を実施し、本市の都市公園面積の増加を図る。

 小計          69

合計          69

1 案件番号：  0000286937



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）

那覇市で実施
事後評価の実施体制

0000286937案件番号：

令和3年3月

市HPにて公表

１人当たり都市公園面積が最終目標値の約103％に達することができた。

那覇市都市公園整備推進計画に基づき、計画的な都市公園整備を行うことにより、環境保全及び都市防災性が向上した。

　今後も引き続き、都市公園整備事業の推進を図ることにより、良好な地域環境の形成、自然環境の保全、災害時における緊急避難地の確保等、快適で安全で安心し
た都市環境を提供するとともに、公園利用者の利用利便の向上を目指す。



○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

１人当たり公園面積

最　終
目標値

571㎡/百人
漫湖公園外５公園で整備が完了し、その他の公園でも予定以上の面積を供用開始することができたため。　　　　　　　　　　　　　　　　

　1,887,300㎡/321,183人≒5.88㎡/人

最　終
588㎡/百人

実績値

1 案件番号：0000286937





1 那覇市都市公園整備推進計画（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 那覇市

その他関連する事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 590

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 59

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 22

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 44

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 0

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 255

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 244

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 4

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 183

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 198

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 77

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 3

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 160

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 18

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 4

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 215

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 152

公園 沖縄 那覇市 直接 那覇市 52

合計 2,280

都市公園事業（那覇ふ頭前緑地）

都市公園事業（天久緑地）

都市公園事業（森口公園）

C'

都市公園事業（十貫瀬公園）

都市公園事業（牧志南公園）

都市公園事業（羽佐間公園）

都市公園事業（山下町第一洞穴遺跡公園)

都市公園事業（国場川くねくね公園）

都市公園事業（大石公園）

都市公園事業（久場川公園）

園路、広場、休養所等　3.97ha

園路、広場、休養所等　3.0ha

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容・規模等

園路、広場、休養所等　0.22ha

重点配分対象の該当

備考全体事業費
（百万円）

市町村名
港湾・地区名

園路、広場、休養所等　1.08ha

交付対象

園路、広場、休養所等　7.90ha

都市公園事業（首里崎山公園）

都市公園事業（城岳公園）

都市公園事業（松山公園）

園路、広場、休養所等　2.6ha

園路、広場、休養所等　3.6ha

園路、広場、休養所等　1.4ha

園路、広場、休養所等　1.6ha

園路、広場、休養所等　4.55ha

園路、広場、休養所等　3.69ha

都市公園事業（希望ケ丘公園）

都市公園事業（虎瀬公園）

都市公園事業（緑ケ丘公園）

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間

事業者

A'

都市公園安全・安心対策事業

都市公園事業（安里緑地）

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

園路、広場、休養所等　0.28ha

園路、広場、休養所等　0.37ha

園路、広場、休養所等　0.54ha

那覇市

那覇市

園路、広場、休養所等　0.09ha

園路、広場、休養所等　0.45ha

長寿命化計画に基づく老朽化施設の改築

園路、広場、休養所等　0.98ha


