
社会資本総合整備計画（第5回変更）

山武市 美しく活力のあるまちづくり計画

平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月

千 葉 県 山 武 市



1 山武市　美しく活力のあるまちづくり計画
平成24年度　～　平成29年度　（6年間） 千葉県山武市

・市が管理する市内すべての都市公園の公園施設長寿命化計画を策定する。
・公園施設長寿命化計画に基づく施設の補修、更新を行う。

（H24当初） （H26末） （H29末）

Ａ　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） H24 H25 H26 H27 H28 H29

1-A-1 都市再生整備計画事業 一般 山武市 直接 成東駅南側周辺地区都市再生整備計画事業 山武市 1,229.4

1-A-2 公園 一般 山武市 直接 山武市都市公園安全・安心対策事業 山武市 409.9

長寿命化計
画(5.7百万
円)長寿命
化対策
(404.2百万
円)

合計 1,639.3

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
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 H24 H25 H26 H27 H28 H29

合計 0

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 H24 H25 H26 H27 H28 H29

1-C-1 計画 一般 山武市 直接 山武市 17.0

1-C-2 公園 一般 山武市 直接 山武市 8.8

25.8
合計

番号 備考

1-C-1 中心市街地である成東駅周辺地域の整備事業に合わせ景観計画を策定することで、市街地の景観をコントロールするとともに、山武市の自然と調和した快適で美しいまちづくりにつなげることができる。

1-C-2 公園施設長寿命化計画に基づく施設整備を行うことにより、既存社会資本の効率的な活用を図ることができる。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
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 H24 H25 H26 H27 H28 H29

番号 備考一体的に実施することにより期待される効果

山武市 山武市美しいまちづくり計画推進事業 計画策定

山武市 山武市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設整備事業 施設整備（5施設）

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
（面積等）

全体事業費
（百万円）

市町村名
全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

山武市 駅前広場、道路整備,等

山武市

長寿命化計画（7公園）
長寿命化対策（成東総合運動
公園内の散策路更新、陸上競
技場改修のための設計、陸上
競技場改修工事）

計画施設数：7施設

1.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

1,639 百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ 26 百万円 Ｄ 百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 1,665 百万円 Ａ

・長寿命化計画に基づく施設整備数の割合
　　　　　　（施設整備率　＝　改築更新施設数　／　対象公園内改築更新計画施設数）（%)

0% ― 85.7%

　　計画の成果目標（定量的指標）

・山武市の玄関口である成東駅南側地域について、道路整備等による日常生活の利便性の向上と地域の活性化を図ることにより、駅周辺の快適性を向上する。

　　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
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

・長寿命化計画策定済みの都市公園の割合
　　　　　　（計画策定率　＝　公園施設長寿命計画策定公園数　／　全都市公園数）(%)

0% ― 100% 全都市公園数：7公園

・市が実施するアンケート調査で、「駅周辺の快適性」について「満足」「どちらかといえば満足」と答えた人の割合 5.2%（※H23） ― 39.0%

社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称 重点計画の該当
計画の期間 交付対象

平成28年12月22日

計画の目標

山武市における地域固有の文化・特長、既存社会資本を活かした、美しく活力のあるまちづくりを推進する。
特に既存社会資本としての都市公園を活用を推進するため、公園施設長寿命化計画を策定する。
さらに、公園施設寿命化計画に基づく施設整備を実施することにより、長寿命化対策の効果促進を図る。



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

H26 H27 H28 H29 H30

翌年度繰越額
（f）

33.800 46.520 157.486

支払済額
（e）

135.860 42.380 109.034

配分額
（a）

47.660 54.100 220.000

前年度からの繰越額
（d）

122.000 30.300 46.520

交付額
（c=a+b）

47.660 58.600 220.000

計画別流用
増△減額
（b）

0.000 4.500 0.000

未契約繰越＋不用率が10％を超えて
いる場合その理由

- - -

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0.000 0.000 0.000

不用額
（h = c+d-e-f）

0.000 0.000 0.000

うち未契約繰越額
（g）

0.000 4.400 0.000



（参考図面）市街地整備

計画の名称 山武市　美しく活力のあるまちづくり計画

計画の期間 平成24年度　～　平成29年度　（6年間） 千葉県山武市交付対象

 凡  例 

基幹事業 

関連社会資本整備事業 

効果促進事業 

市全域対象 

1-C-1  
山武市美しいまちづくり計画推
進事業 

1-C-2  
山武市公園施設長寿命化計画
に基づく公園施設整備事業 

1-A-1 
成東駅南側周辺地区 
都市再生整備計画事業 

1-A-2  
山武市公園施設長寿命化計画 
策定事業 

1-A-2 
山武市都市公園安全・安心対
策事業 



社会資本総合整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

山武市
さ ん む し

　美
うつく

しく活力
かつりょく

のあるまちづくり計画
け い か く

　（千葉県
ち ば け ん

山武市
さ ん む し

）



(参考）年次計画

（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
事業費

山武市 1229.4 31.6 319.5 290.1 294.5 253.3 40.4

山武市 409.9 3.6 2.1 143.2 261.0

0.0

0.0

0.0

計 1,639.3 35.2 321.6 290.1 294.5 396.5 301.4

関連社会資本整備事業

交付対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
事業費

0.0

計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

効果促進事業

交付対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
事業費

山武市 17.0 4.0 6.0 7.0

山武市 8.8 8.8

0.0

0.0

0.0

計 25.8 4.0 6.0 7.0 8.8 0.0 0.0

1,665.1 39.2 327.6 297.1 303.3 396.5 301.4

2.4% 22.0% 39.9% 58.1% 81.9% 100.0%

合計

累計進捗率　（％）

山武市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設整備事業 山武市内

事業名 事業箇所名 事業主体

山武市美しいまちづくり計画推進事業 山武市全域

事業名 事業箇所名 事業主体

山武市　美しく活力のあるまちづくり計画　（千葉県山武市）

事業名 事業箇所名 事業主体

成東駅南側周辺地区都市再生整備計画事業 成東駅南側周辺地区

山武市都市公園安全・安心対策事業 山武市内



（単位：百万円）

開始年度 完了年度 うち調査費 うち用地費うち整備費うち購入費

山武市公園施設長寿命
化計画に基づく公園施
設整備事業

公園施設長寿命化計画に基づく公園の施設整備 山武市 27 27 8.8 8.8

整備費
○成東城跡公園
　　・丸太階段（擬木設置+セメント舗装工事）
　　・あずまや（屋根の張り替え）
　　・土止め木柵（木柵撤去、擁壁工事）

交付期間内事業費
事業費の主な使途概要 その他

効果促進事業

事業名 事業概要 事業主体 規模
交付期間内事業期間



山武市　美しく活力のあるまちづくり計画　（千葉県山武市）

効果促進事業（公園施設長寿命化計画に基づく公園施設整備事業）　概要図

成東城跡公園 

    公園長寿命化計画に 
    基づく維持管理・ 
        更新に係る事業の 
        公園 

    


