
社会資本総合整備計画（市街地整備） 平成 28 年 12 月 26 日

1 安全・安心のまちづくり（防災・安全）

平成24年度　～　平成28年度　（5年間）

・観音寺市の公園施設や市民の安全性、防災性の向上を目指し、安全・安心のまちづくりを実現する。

　１．事業効果の発現状況 ：　十分な効果があった　

・耐震性貯水槽整備による飲料水の確保（　1基【H24】から　3基【H28】に増加）
・迅速で正確な情報伝達収集が可能となる人口（　8,100人【H24】　から　63,800人【H27】に更新する。）
・全公園施設のうちの老朽施設割合の削減（　30%【H24】　から　25%【H27】に更新する。）

（H25当初） （H27末） （H28末）

耐震性貯水槽による飲料水の確保。 目標値： 10,000 人／2日 26,000 人／2日 26,000 人／2日

達成値： 26,000 人／2日 26,000 人／2日 100.0%

情報伝達収集が可能となる人口。 目標値： 8,100 人 63,800 人 63,800 人

達成値： 61,896 人 61,695 人 100.0%

公園の老朽施設等を改築する。 目標値： 30 %(90/300) 25 %(74/292) 21 %(64/292)

達成値： 20 %(57/291) 20 %(57/291)

(参考)今回整備した計画のみ 目標値： 87 %(46/53) 44 %(21/48) 44 %(21/48)

達成値： 42 %(20/48) 42 %(20/48)

Ａ１　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-A-1 都市防災 一般 観音寺市 直接 観音寺市 観音寺市 1,149 515 44.8% 入札結果による（事業内容は100％完了）

1-A-2 都市公園 一般 観音寺市 直接 観音寺市 公園施設の改築 観音寺市 52 52 100.0%

1-A-3 都市公園 一般 観音寺市 直接 観音寺市 公園施設の改築 観音寺市 32 32 100.0%

合計 1,233 599 48.6%

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 進捗率 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

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） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-C-1 事後評価 一般 観音寺市 直接 観音寺市 観音寺市 2 0 0.0% 市で実施

1-C-2 都市防災 一般 観音寺市 直接 観音寺市 観音寺市 28 9 32.1% 入札結果による（事業内容は100％完了）

合計 30 9 30.0%

番号

1-C-1

1-C-2

公園施設長寿命化対策支援事業

実施事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

社会資本総合整備計画により整備した結果や効果について調査し、今後のまちづくりに反映することで、継続的によりよいまちづくりの実践が期待できる。

戸別受信機の設置により、屋外拡声子局を補完し、発災後の避難体制や救護体制の迅速な確立、円滑な運営が可能になり、地域防災力の向上に寄与する。

実施事業後の事後評価調査

都市防災総合推進事業
防災拠点施設等への戸別受信機
の設置

防災行政無線の整備により全市民への情報伝達が可能となり、災害発生時における避難等の情報伝達の迅速性が確保できた。
40t級・60t級の飲料水兼用耐震性貯水槽を整備することにより、災害発生時におけるライフラインの拡充を図ることができた。
市内3か所の公園で老朽化した施設の更新・改修を実施することにより、安全に安心して公園施設を利用することが可能となった。

備考達成率

実施事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
608百万円 Ａ Ｂ599百万円

48.1%

　　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

進捗率
（事業費ベース）

1.48%

【61,695】　 ※【61,896】

防災行政無線、耐震性貯水槽2基

Ａ

最終目標値

（※平成28年9月末の人口：61,695人）

全体事業費

（百万円）

Ｃ 9百万円
効果促進事業費の割合

Ｂ

実施事業費

（百万円）

全体事業費

（百万円）

事業実施期間（年度）

111.1%

104.8%

施設数には他の補助事業や単独事業による更新、撤去を含む。

都市防災総合推進事業

2.38%

中間目標値

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

要素となる事業名 事業内容 市町村名

全体事業費 1,263百万円 1,233百万円

一体的に実施することにより期待される効果

都市公園安全安心対策緊急総合支援事業

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名

1

備考

事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象 　香川県　観音寺市

計画の目標

交付対象事業

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費

（百万円）

Ｃ 30百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

番号 事業者 種別等



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） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0 0

要素事業の事業進捗

　　計画通り進捗

・計画していた事業はすべて完了した。

２．今後の方針

　　　完了

実施事業費

（百万円）

(Ｃ+Ｃ')／（(Ａ＋Ａ')＋(Ｂ＋Ｂ')＋(Ｃ＋Ｃ')）
Ａ' Ｂ' Ｃ' 1.48%

2.38%
(Ｃ+Ｃ')／（(Ａ＋Ａ')＋(Ｂ＋Ｂ')＋(Ｃ＋Ｃ')）

Ａ'

全体事業費

（百万円）

Ｃ'

事業者 事業内容・規模等要素となる事業名(事業箇所） 市町名

Ｂ'

2


