
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和04年01月14日

計画の名称 石川の地域資源を活かした魅力ある公園づくり

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 石川県

計画の目標 本県固有の地域資源を活用した県営都市公園の整備と、誰もが利用しやすく安全で安心な整備、施設の充実などにより、交流人口の拡大を図り、地域の活性化を促すとともに、豊かで潤いのある県民生活の実現を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,026  Ａ               5,006  Ｂ                   0  Ｃ                  20  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.39 ％

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

H28 R2 R4

   1 都市公園来園者満足度を増加させる　（魅力向上事業等、公園の充実に対する指標として）

県営公園8公園（木場潟公園、松任海浜公園、手取公園、白山ろくテーマパーク、犀川緑地、奥卯辰山健民公園、健民海浜公園、本多の森公園）の利用者に対する満足度

を測定する。（アンケートの5段階評価を数値化、各公園の値を平均）

89％ 91％ 93％

   2 重点的に整備する白山ろくテーマパークの利用者数を約1.2倍に増加　（新たな園地整備の指標として）

対象公園（白山ろくテーマパーク）の合計入園者数を測定する。 66千人 70千人 81千人

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 －

木場潟公園は新たに整備する東園地がR5に部分供用開始予定のため、計画期間（R4）における目標値を設定しない

1 案件番号： 0000357616



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 石川県 直接 石川県 － － 都市公園等事業（白山ろ

くテーマパーク）

広域公園整備　14.5ha 白山市  ■  ■  ■  ■  ■       1,226 － 策定済

A12-002 公園 一般 石川県 直接 石川県 － － 都市公園等事業（木場潟

公園）

広域公園整備　16.4ha 小松市  ■  ■  ■  ■  ■       3,780 1.5 策定済

東園地

 小計       5,006

合計       5,006

1 案件番号： 0000357616



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 利用促進 一般 石川県 直接 石川県 － － 木場潟公園魅力発信事業 ホームページ制作、パンフレ

ット作成等

小松市  ■          20 － －

木場潟公園東園地の供用に向け、ホームページやPR動画等の制作、パンフレット等の作成により、魅力を発信し、利用促進を図る。

 小計          20

合計          20

1 案件番号： 0000357616



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H30 H31 R02 R03

配分額 (a)                     132                     125                     350                   1,023

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     132                     125                     350                   1,023

前年度からの繰越額 (d)                      59                      46                      87                     279

支払済額 (e)                     145                      84                     158                     353

翌年度繰越額 (f)                      46                      87                     279                     949

うち未契約繰越額(g)                      29                      22                     125                     462

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   15.18                   12.86                    28.6                   35.48

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

用地の境界確定が難航し、

用地交渉が遅れたため

用地交渉難航による未契約

繰越

国2月補正の追加配分によ

る未契約繰越

国2月補正の追加配分によ

る未契約繰越

1 案件番号： 

t-ura
長方形



図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 石川の地域資源を活かした魅力ある公園づくり 変更回数 3

計画の期間 平成30年度　～　R4年度　（5年間） 石川県交付対象

【A12-001】都市公園等事業

白山ろくテーマパーク

【A12-002】都市公園等事業

木場潟公園

【C12-001】木場潟公園魅力発信事業




