
安全で安心な豊橋の都市公園づくり（防災・安全）

平成23年度　～　平成25年度　（3年間） 豊　橋　市

・市民が身近に利用できる公園の整備率を41.0％(H23)から41.2％(H25)に増加
・施設の改築・更新が完了した公園数（19/129公園)(H23)から(109/129公園)(H25)に増加
・公園施設長寿命化計画策定した公園の割合を0%(0/383公園）から100%(383/383公園）に増加
・非常用便所の設置が完了した広域避難場所が28%（H23）から100%（H25）に増加

（H25末）
市内において、市民の生活圏内に様々な公園・緑地が体系的に整備されている状態を100とした場合の実際の整備率を算出する。
（市民が身近に利用できる公園整備率）＝{供用箇所数×〔平均供用面積/公園・緑地標準面積〕/（住区数×1住区の公園・緑地標準箇所数}％

市内において改築更新が必要な公園のうち、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業で改築更新を行った公園の割合

（H22年度末時点の改築更新が必要な公園数-改築更新が完了した公園数)/(H22年度末時点の改築更新が必要な公園数）

公園施設長寿命化計画策定事業において、計画策定した公園の割合

（計画策定公園数)/(H22年度末時点の都市公園数（墓地を除く））

非常用便所の設置が完了した広域避難場所の割合

(非常用便所のある広域避難場所の箇所数）/(市内の広域避難場所の箇所数）

Ａ1　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） H23 H24 H25

1-A-7 公園 一般 豊橋市 直接 158

1-A-8 公園 一般 豊橋市 直接 482

1-A-９ 公園 一般 豊橋市 直接 46

合計 686

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25

平成26年3月31日

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

（延長・面積等）

施設改築・更新N=103公園

686百万円 Ｂ 0 Ｃ

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（豊橋市）

全体事業費
（百万円）

市町村名

3.11%

（H23当初）

社会資本総合整備計画
計画の名称

109/129公園

100%

100%

計画の期間 交付対象
計画の目標

 近年、大規模な自然災害が頻発しており、本市を含む東海地方においては、東海・東南海地震の発生が予想されています。こうした中で、防災・安全のための体制を整備し、真に住みよい社会の実現にむけて、安全・安心
を実感できる豊橋の都市公園づくりを行う。

　　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
備考

当初現況値 最終目標値

全体事業費

全体事業費
（百万円）

豊橋市

豊橋市

豊橋市 都市公園事業（豊橋総合スポーツ公園） 運動施設等1.2ha

豊橋市

豊橋市 公園施設長寿命化計画策定事業（豊橋市）

事業実施期間（年度）

長寿命化計画策定383公園 豊橋市

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

41.2%41.0%

0%

19/129公園

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名

Ａ

（事業箇所）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

708百万円 22百万円

28%

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25

合計

番号 備考

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 H23 H24 H25

1-C-3 施設整備 一般 豊橋市 直接 22 

合計 22

番号 備考

1-C-3

安心して快適に暮らすことができる住みよい都市『豊橋』の形成

交付 備考

対象

1-A'-1
都市再生
整備計画

豊橋市 2,517 防災・安全移行元

1-A'-2
都市再生
整備計画

豊橋市 2,661 防災・安全移行元

1-A'-3
都市再生
整備計画

豊橋市 4,084 防災・安全移行元

1-A'-4 公園 豊橋市 69 防災・安全移行元

1-A'-5 公園 豊橋市 367 防災・安全移行元

1-A'-6 公園 豊橋市 321 防災・安全移行元

1-A'-10 再開発 豊橋市 1,290 防災・安全移行元

1-A'-11 公園 豊橋市 568 防災・安全移行元

1-C'-1 施設整備 豊橋市 6 防災・安全移行元

1-C'-2 施設整備 豊橋市 2,679 防災・安全移行元

1-C'-4 施設整備 豊橋市 120 防災・安全移行元

事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

豊橋市 非常用便所設置事業 広域避難場所及び隣接地へ非常用便所を設置 豊橋市

（延長・面積等）
市町村名

番号

一体的に実施することにより期待される効果

（百万円）

西小田原町地区暮らし・にぎわい再生事業

豊橋市

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(1-A-8)で市内の公園を安心して利用できるよう整備するとともに、災害時に広域避難場所として利用される公園に非常用便所を設置することにより災害時の公園利用者の
安全とともに予想される帰宅困難者に対応することができる。

事業者 要素となる事業名

芸術文化交流施設関連施設整備事業 豊橋市

豊橋市

牟呂坂津地区都市再生整備計画事業 豊橋市

都市公園事業（坂津公園） 豊橋市

都市公園事業（豊橋総合動植物公園） 豊橋市

公園ガーデニング事業 豊橋市

都市公園事業（汐田公園） 豊橋市

柳生川南部地区都市再生整備計画事業 豊橋市

都市公園事業（牛川公園）

豊橋総合動植物公園リニューアル関連施設整備事業 豊橋市

一体的に実施することにより期待される効果

その他関連する事業

計画等の名称

番号 事業者 要素となる事業名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

豊橋市

事業種別
要素となる事業名

市町村名

牛川西部地区都市再生整備計画事業

18.82%Ａ’
11,877百万円（うち
提案事業分70万円)

Ｂ’ 0百万円 Ｃ’ 2,805百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')）



（参考図面）

計画の名称 安全で安心な豊橋の都市公園づくり（防災・安全）

計画の期間 平成23年度　～　平成25年度　（3年間） 豊　橋　市交付対象

豊橋駅

三河湾

豊川

豊川放水路

市役所
国道23号

国道１号

1-A-7 都市公園事業（豊橋総合スポーツ公園）

（運動施設等 1.2ha）

1-A-8 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（豊橋市）

（施設改築・更新 N=109公園 ）

1- A-9 公園施設長寿命化計画策定事業（豊橋市）

（長寿命化計画策定 383公園）

三河湾

柳生川

ＪＲ二川駅

総合動植物公園

1-C-3 非常用便所設置事業

（広域避難場所及び隣接地へ非常用便所を設置）


