
鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：警察本部交通規制課
１　評価の対象
対象事業 交通安全施設整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 １）
事業実施期間 平成24年度
事業費等 62,210千円（うち地域自主戦略交付金　31,105千円）
事業内容 信号機の新設，移設，道路標識等の整備
成果目標

事業に係る整備計画 平成24年度特定交通安全施設等整備事業実施計画
２　評価の内容
評価の結果

【目標値及び実績値】
○ 交通の円滑化
・信号機の新設 目標値：8箇所 →　実績値：8箇所
・信号機の移設 目標値：35本　→　実績値：35本　

○ 交通規制の実効
・道路標識(路側固定) 目標値：40本  →　実績値：40本
・道路標示(実線)　 目標値：5km   →  実績値：5km

○ 歩行者の安全確保
・道路標示(横断歩道) 目標値：10km  →　実績値：10km

【鹿児島県の交通事故発生件数等】

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

交通安全施設等整備事業については，円滑化エリア内の地方公共団体が
管理する道路において，交通信号機の新設，道路標識・標示等の整備を
行うことにより，交通の安全と円滑を図る。

　特定交通安全施設等整備事業実施計画に基づき，交通事故防止対策の
推進，交通の円滑化の推進及び歩行者の安全確保等を図るため，次のと
おり，目標値を設定し事業を実施したことにより，交通の円滑化及び交
通事故の抑止に繋がった。

　今後も交通の円滑化対策を推進し，道路交通における安全確保のた
め，計画的に特定交通安全施設等整備事業を実施する。

区　分 H23年中 H24年中 増減数

発生件数 10,062件 9,553件 △509件

死者数 78人 87人 ＋9人



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：教育庁学校施設課
１　評価の対象
対象事業 学校施設環境改善に関する事業（平成24年度成果目標番号 ２）
事業実施期間 平成23年度～24年度
事業費等 39,411千円（うち地域自主戦略交付金　13,137千円）
事業内容 産業教育施設の整備
成果目標

事業に係る整備計画 鹿児島県公立学校等施設整備計画
２　評価の内容
評価の結果

　・産振施設（被服実習室・調理実習室）３２６㎡

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

産業教育施設整備（鹿児島工業高校：校舎改築）
　・約5,000㎡（内326㎡が交付金対象）の整備

　今後も，県立高等学校の安全でゆとりのある学習環境の確保や円滑な
授業実施のため，施設・設備の整備充実を進める。

　鹿児島工業高校の校舎老朽化及び耐震不足による校舎改築工事に伴う
産振施設（被服実習室・調理実習室）の整備を行った。

　校舎改築により建物の安全性が向上するとともに，産振施設（被服実
習室・調理実習室）の学習環境が改善された。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：教育庁学校施設課
１　評価の対象
対象事業 学校施設環境改善に関する事業（平成24年度成果目標番号 ３）
事業実施期間 平成24年度
事業費等 94,068千円（うち地域自主戦略交付金　31,355千円）
事業内容 産業教育設備の整備

成果目標

事業に係る整備計画

２　評価の内容
評価の結果 ○特別装置（旋盤）の設置 １式（旋盤３台ほか）

　　頴娃高校，薩南工業高校，鹿屋工業高校，霧島高校

○特別装置（総合実践システム）の設置 １式（パソコン42台等）

　　吹上高校，大島北高校，屋久島高校

○特別装置（自動制御工作機）の設置
１式（パソコン22台等）

　　隼人工業高校

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

産業教育設備整備
　工業・商業に従事するために必要な知識，技能等を習得させるため，
処分制限期間を超過し老朽化が著しい産業教育設備（パソコン・旋盤
等）の更新整備を行う。
（吹上高校ほか７校）

　今後も，県立高等学校の産業教育の振興のため，実験実習設備の整備
充実を進める。

　各学校においてそれぞれ特別装置が更新されたことにより，最新で安
全な学習環境の改善がなされた。

　老朽化していた旋盤装置が更新されたことにより，安全に正確な技術
を習得することができるようになり，生徒の技術向上が図られた。

　総合実践室が更新整備されたことにより，商業系の学科の総合実践の
授業では，最新の設備で電子商取引などの模擬実習ができる環境が整え
られた。

　自動制御工作機の実習装置が更新整備されたことにより，材料加工実
習で，これまでは２次元ソフトを使っていたが３次元的な加工実習がで
きるようになるなど，実践的な実習環境が整えられた。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：教育庁学校施設課
１　評価の対象
対象事業 学校施設環境改善に関する事業（平成24年度成果目標番号 ４）
事業実施期間 平成24年度
事業費等 106,874千円（うち地域自主戦略交付金　53,437千円）
事業内容 産業教育設備の整備

成果目標

事業に係る整備計画 鹿児島県公立学校等施設整備計画
２　評価の内容
評価の結果

太陽光発電設備　　１５２Kw（県内公共施設で最大級）

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映 　今後も，特別支援学校の安全でゆとりのある学習環境の確保や円滑な

事業実施のため，太陽光発電設備など環境に配慮した教育施設の整備充
実を進める。

産業教育設備整備
　鹿児島養護学校施設整備に伴う太陽光発電（１５２Kw）の整備
　太陽光発電により，ランニングコスト節減を図る。

　平成25年４月に鹿児島市吉野町（旧県立高校合同グラウンド敷地）
に，鹿児島養護学校移転新設工事に併せて太陽光発電設備を設置し，補
助電力として活用している。

　太陽光発電設備が整備され，補助電力として活用することにより，節
電及びエコ意識の醸成に効果があり，ランニングコストの節減において
改善が図られた。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部港湾空港課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 20）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 2,047,000千円（うち地域自主戦略交付金　244,826千円）
事業内容 港湾施設の改良
成果目標

事業に係る整備計画 社会資本総合整備計画
２　評価の内容
評価の結果

【定量的指標】
　既存施設が機能上支障を来さない安全率を算出。　

【目標値及び実績値（H24末）】

最終
目標値 実績値 目標値

鹿児島 0% 0% 0% 100%
北薩 64% 72% 68% 100%
姶良･伊佐 60% 100% 90% 100%
大隅 67% 74% 74% 100%
離島 57% 74% 64% 100%
奄美 63% 71% 66% 100%

【達成状況】

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

　各港において施設の効用が失われる時期を延伸するため，機能の改
良を行い，施設の維持を図る。

　安心・安全な利用を図るため，機能の改良を必要とする施設の確認
を行うとともに，計画的に事業を行う。

　整備計画に基づき，施設維持による安心・安全な利用を図るため，
次のとおり目標値を設定し，事業を実施したことにより平成24年度末
時点で，下記のとおりの達成状況となっている。

　「既存施設の機能障害安全率」＝（評価年度における機能上
　　　　　支障がない施設数／延命化改良計画を行う各港の全利用
　　　　　施設数）×100（％）

H22現況 中間（H24末）

　平成24年度末において，機能の改良を必要とする施設の増加などが
あり，一部目標値を達成していない。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部港湾空港課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 21）
事業実施期間 平成23年度～26年度
事業費等 178,000千円（うち地域自主戦略交付金　61,530千円）
事業内容 港湾施設の長寿命化計画の策定
成果目標

事業に係る整備計画 社会資本総合整備計画
２　評価の内容
評価の結果

【定量的指標】
　　「長寿命化計画策定率」＝（評価年度における長寿命化計画を
　　　策定した施設数／長寿命化計画を策定する全施設数）×100(%)

【目標値及び実績値】
《H24末　目標値》策定率９５％
《H24末　実績値》策定率５７％

計画地区 全施設数 H24末策定済 策定率 残
鹿児島 234 103 44% 131
南薩 44 34 77% 10
北薩 154 106 69% 48
姶良伊佐 51 37 73% 14
大隅 276 118 43% 158
離島 311 216 69% 95
奄美 222 123 55% 99
計 1,292 737 57% 555

【達成状況】
  成果目標を設定した平成22年度においては，全施設数を３３７施設
　としていたが，その後の各港湾の調査により，長寿命化計画の策定
　対象となる施設数が１，２９２施設となっている。

　従って成果目標を設定した時点と全施設数において大きく変化して
　いることから，各地区ともに平成24年度末の中間目標値である策定
　率を下回っているが，策定済み施設数では目標を上回っており，成
　果は着実に出ている。

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

　各港において施設の長寿命化計画の策定及び対策を行う。
（平成26年度までに各港の対象となる全施設の長寿命化計画策定を行
う。）

　整備計画に基づき，各港において施設の長寿命化計画の策定及び対
策を図るため，次のとおり目標値を設定し，事業を実施したことによ
り平成24年度末時点で，下記のとおりの達成状況となっている。

　長寿命化計画策定は，港湾の施設を計画的かつ適切に維持管理する
ことを目的に定めるものであり，今後も引き続き計画的に対象施設の
長寿命化計画を策定する必要がある。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部港湾空港課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 22）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 160,000千円（うち地域自主戦略交付金　21,648千円）
事業内容 臨港道路の拡幅・改良
成果目標

事業に係る整備計画 社会資本総合整備計画
２　評価の内容
評価の結果

【定量的指標】

【目標値】
　　《H22現況》  0時間
　　《 H24末 》 11時間（道路拡幅）
　　《 最 終 》918時間（道路拡幅）＋（耐震化）

【達成状況】

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

（短縮時間　時間・台／24ｈ）＝（道路拡幅による走行時間短縮）＋
（耐震化による迂回時間短縮）

　平成24年度末までに，臨港道路の拡幅を完了しており，短縮時間11
時間を達成している。

　既存臨港道路の拡幅・改良により，臨港交通の利便性・安全性の向
上を図る。

　今後も，整備計画に基づき，災害時の交通規制に伴う迂回時間の短
縮を行い，臨港交通の利便性・安全性の向上を図るため，計画的に事
業を行う。

　整備計画（県都鹿児島市を中心とした物流機能向上による交流拠点
鹿児島の形成）に基づき，既存臨港道路の改良による走行時間の短縮
及び，災害時の交通規制に伴う迂回時間の短縮を行い，臨港交通の利
便性・安全性の向上を図るため，次のとおり目標値を設定し，事業を
実施したことにより平成24年度末時点で，下記のとおりの達成状況と
なっている。

　既存臨港道路の改良による走行時間の短縮及び，災害時の交通規制
に伴う迂回時間の短縮を算出。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部港湾空港課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 23）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 42,000千円（うち地域自主戦略交付金　7,626千円）
事業内容 防波堤等の整備
成果目標

事業に係る整備計画 社会資本総合整備計画
２　評価の内容
評価の結果

【定量的指標】

【目標値】
　　《H22現況》   0隻
　　《 H24末 》  10隻
　　《 最 終 》　20隻

【達成状況】

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

　福山港において，異常時に陸揚げ・他港避難している船舶の避難係
留が可能となる。0隻（H22）が20隻に増加。

　これまでの防波堤等の整備により，最終目標値を達成していること
から，未整備となっている防波堤（北）30mの整備実施については，今
後の台風時等の利用状況を踏まえて検討したい。

　整備計画（海上交通ネットワークを活用した産業振興により快適で
活力あふれる姶良・伊佐地域の形成）に基づき，異常時における小型
船舶の避難係留場所を確保するため，次のとおり目標値を設定し，事
業を実施したことにより平成24年度末時点で，下記のとおりの達成状
況となっている。

　現地調査及び利用者聞き取りにより異常時の避難係留可能隻数を算
出する。

　平成24年度末までに，異常時の避難係留可能隻数は２０隻を超えて
おり，成果目標値を達成している。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部港湾空港課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 24）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 127,000千円（うち地域自主戦略交付金　29,987千円）
事業内容 港湾緑地の整備等
成果目標

事業に係る整備計画 社会資本総合整備計画
２　評価の内容
評価の結果

【定量的指標】
　みなと環境美化活動の参加人数を調査する。
　
【目標値】
　　《H22現況》    700人
　　《 最 終 》　1,000人

【達成状況】

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

　環境学習の場と港湾緑地の整備により，環境意識の向上と自立の社
会づくりを目指す。

　今後も，計画に基づき整備された環境学習の場および緑地を活用
し，環境意識の向上と自立した社会づくりを目指していきたい。

　平成24年度末までに整備が完了し，環境美化活動への参加人数は
1,052人（H24実績）となり，目標を達成している。

　整備計画（海上交通ネットワークを活用した産業振興により快適で
活力あふれる大隅地域の形成）に基づき，環境学習の場と港湾緑地の
整備により，環境意識の向上と自立の社会づくりを目指すため，次の
とおり目標値を設定し，事業を実施したことにより平成24年度時点
で，下記のとおりの達成状況となっている。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部港湾空港課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 25）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 350,000千円（うち地域自主戦略交付金　17,671千円）
事業内容 防波堤の整備
成果目標

事業に係る整備計画 社会資本総合整備計画
２　評価の内容
評価の結果

【定量的指標】

【目標値】
　　《H22現況》  30隻
　　《 H24末 》  30隻
　　《 最 終 》　45隻

【達成状況】

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

　各港において防波堤の整備により異常時に避難係留可能な係船岸の
増加を図る。

　今後も小型船舶の安全係留の向上を図るため，計画的に事業を行
う。

　平成24年度末では，整備中のため現況と変わらない。

　整備計画（島内，各離島間，県本土・県際間の連携強化により人・
物が活発に行き交う快適で活力ある奄美地域の形成）にもとづき，荒
天時における小型船舶の安全係留の向上を図るため，次のとおり目標
値を設定し，事業を実施したことにより平成24年度時点で，下記のと
おりの達成状況となっている。

　現地調査及び利用者聞き取りにより，異常時に避難係留可能な係船
岸の増加を図る。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部港湾空港課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 26）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 255,000千円（うち地域自主戦略交付金　1,500千円）
事業内容 耐震強化港湾施設の整備
成果目標

事業に係る整備計画 社会資本総合整備計画
２　評価の内容
評価の結果

【定量的指標】

【目標値】
　　《H22現況》  0人
　　《 H24末 》  0人
　　《 最 終 》　5,200人/バース

【達成状況】

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

　各港において耐震強化岸壁等の整備により，大規模災害時に緊急物
資の輸送が確保される背後圏の人口数を拡大する。

　今後も，耐震強化岸壁等の整備により，大規模災害時における緊急
物資の輸送が確保される背後圏の人口数拡大を図るため，整備計画に
基づき事業を行う。

　整備計画（島内，各離島間，県本土・県際間の連携強化により人・
物が活発に行き交う快適で活力ある奄美地域の形成）に基づき，大規
模災害時に緊急物資の輸送が確保される背後圏人口の拡大を図るた
め，次のとおり目標値を設定し，平成24年度末時点で下記のとおりの
達成状況となっている。

　各港に耐震強化港湾施設の整備による安全が確保される背後圏の人
口数を算出。

　平成24年度末では，整備中のため現況と変わらない。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部河川課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 28,29）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 14,336,000千円（うち地域自主戦略交付金　2,527,243千円）
事業内容 河川改修
成果目標

事業に係る整備計画 鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策の推進
２　評価の内容
評価の結果

【目標値としての定量的指標】
　指標１ 平成4年度から平成22年度までの間に床上浸水被害を受けた家屋の

うち，被災時と同程度の出水で，依然として床上浸水被害を受け
るおそれのある家屋を，H22：831戸からH26：639戸に減少。

　指標２ 時間60㎜相当の降雨によって起こる浸水被害の解消が図られる区
間の割合を，H22：48.4％からH26：51.6％に向上。

当初現況値 中間現況値 最終目標値
(H22) (H24末) (H26末)
831戸 790戸 639戸 21.4%
48.4% 49.1% 51.6% 21.9%

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

　整備計画(鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策の推進)
に基づき，河川改修を実施し，床上浸水被害を受けるおそれのある家屋数の
減少，時間60㎜相当の降雨によって起こる浸水被害の解消が図られる区間の
割合の向上を図るため，次のとおり目標値を設定し，事業を実施したことに
より平成24年度末時点で，下記のとおりの達成状況となっている。

①平成4年度から平成22年度までの間に床上浸水被害を受けた家屋のうち，
被災時と同程度の出水で，依然として床上浸水被害を受けるおそれのある家
屋を，H22：831戸からH26：639戸に減少。
②時間60㎜相当の降雨によって起こる浸水被害の解消が図られる区間の割合
を，H22：48.4％からH26：51.6％に向上。

　今後も，実施計画に基づき河川改修を推進し，洪水発生の防止を図り，県
民の生命・財産を守り，安心安全な県民生活の確保を図るため，計画的に事
業を行う。

定量的指標の現況値及び目標値
定量的指標番号 中間時点

での達成率

指標　１
指標　２



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部河川課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 30）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 30,000千円（うち地域自主戦略交付金　7,000千円）
事業内容 貯留施設の整備
成果目標

事業に係る整備計画 鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策の推進
２　評価の内容
評価の結果

　平成23年度に稲荷川水系で調査委託を行い，検討を行った。
　・新規流域貯留候補地：11箇所（調整池，校庭貯留等）
　・施設については，今後，施設整備に向けた候補地の管理者との
　　協議を進める。

【目標値としての定量的指標】

当初現況値 中間現況値 最終目標値
(H22) (H24末) (H26末)
0箇所 0箇所 3箇所

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

指標　

流出抑制効果の高い貯留施設を，H22：0箇所からH26：3箇所整備。

　今後，実施計画に基づき流域貯留施設整備を推進し，洪水発生の防止
を図り，県民の生命・財産を守り，安心安全な県民生活の確保を図るた
め，計画的に事業を行う。

定量的指標番号

　整備計画(鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策の推
進)に基づき，流出抑制効果の高い貯留施設を整備するという目標を設定
している。

定量的指標の現況値及び目標値



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部河川課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 31）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 790,000千円（うち地域自主戦略交付金　300,100千円）
事業内容 河川監視カメラの設置
成果目標

事業に係る整備計画 社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）
２　評価の内容
評価の結果

○　県河川情報システムアクセス数の推移

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
アクセス数 6,669 26,403 117,675 71,678 57,278
備考 奄美豪雨 奄美豪雨

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

防災担当者や地域住民向けへの情報提供及び警戒避難体制を支援する河川監
視カメラを，0基から12基整備。

　県内の雨量や主要河川の水位について，県河川情報システムを平成11年度
に整備し，県及び市町村の防災担当者向けへ雨量や水位の情報提供を行って
いる。
　また，平成20年度からは，インターネットを利用して同情報を一般公開し
ており，県ホームページや県政かわら版等で県民への周知に努めた結果，降
雨の状況にもよるが年々アクセス数は増加している傾向にある。

　平成26年度に着実に設置が行えるよう，現在発注済みの工事進捗管理を適
正に行う。

　整備後10年以上経過し，サーバーや観測機器の更新に併せ，雨量や河川水
位の情報提供による警戒避難体制の支援を図る目的から，当初，河川水位上
昇時の避難対策としてサイレン及び赤色灯による警報装置３基の設置を計画
していた。

　その後，当システムのデータ伝送に利用している県危機管理局が所管する
県防災行政無線の再整備が計画され，平成24年度から事業化されることが決
定した。

　従来の約100倍の伝送量が確保されることとなったことから，従来不可能
であったインターネットでの河川監視カメラによる画像提供が可能となり，
広く情報提供できることから計画を見直し，水位周知河川における市街地部
に河川監視カメラを12基設置することと変更した。

　平成24年度にシステムサーバーの改修，25年度は当システム所管の無線機
器の更新を行い，26年度に雨量計及び水位計の更新に併せ12基の河川監視カ
メラを設置することとしており，予定どおりに目標が達成できる見込みであ
る。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部河川課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 33）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 3,775,500千円（うち地域自主戦略交付金　434,036千円）
事業内容 浸水，土砂災害対策
成果目標

事業に係る整備計画 鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策の推進
２　評価の内容
評価の結果

【目標値及び実績値】
　○浸水，浸食想定区域面積の中間評価（平成24年度末）
　　中間目標値　123.3ha　→　中間実績値　80.1ha

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

　高潮，海岸侵食，津波による浸水，侵食想定区域面積を
287.7ha(H22)から63.2ha(H26)に減少。
（中間評価目標：123.3ha）

　今後も，整備計画に基づき，海岸保全施設の整備を推進することに
より，高潮，波浪等から県民の生命・財産を守り，安心安全な県民生
活の確保を図る。

　整備計画（鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策
の推進）に基づき，高潮，海岸侵食，津波による浸水，侵食想定区域
面積の減少を図るため，次のとおり目標値を設定し，事業を実施した
ことにより平成24年度末時点で，下記のとおりの達成状況となってい
る。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部砂防課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 34,35）
事業実施期間 平成22年度～26年度
事業費等 51,561,000千円（うち地域自主戦略交付金　3,102,775千円）
事業内容 砂防堰堤等の整備
成果目標

事業に係る整備計画 鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策の推進
２　評価の内容
評価の結果

【目標値としての定量的指標】
　指標１　砂防堰堤等による土砂災害防止施設の整備により，土砂災
　　　　　害から被害を受けるおそれのある戸数を6,919戸(H22)から
　　　　　3,682戸(H26)に減少。
　指標２　災害時要援護者関連施設の土砂災害区域未指定箇所数を,

当初現況値 中間現況値 最終目標値 中間時点
（H22） （H24末） （H26末） での達成率

6,919戸 5,313戸 3,682戸 49.6%

339箇所 68箇所 0箇所 79.9%

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

①砂防堰堤等による土砂災害防止施設の整備により，土砂災害から被
害を受けるおそれのある戸数を6,919戸（H22）から3,682戸（H26）に
減少させる。
②災害時要援護者関連施設に係る土砂災害警戒区域の未指定箇所数
を，339箇所（H22）から0箇所（H26）に減少させる。

定量的指標番号

定量的指標の現況値及び目標値

指標 １

　今後も，整備計画に基づき，土砂災害防止施設の整備や土砂災害区
域の指定等を推進することにより，土砂災害から県民の生命・財産を
守り，安心安全な県民生活の確保を図るため，計画的に事業を行う。

指標 ２

　整備計画(鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策の
推進)に基づき，土砂災害防止施設の整備による土砂災害から被害を受
けるおそれのある戸数の減少，災害時要援護者関連施設の土砂災害区
域未指定箇所数の解消等を図るため，次のとおり目標値を設定し，事
業を実施したことにより平成24年度末時点で，下記のとおりの達成状
況となっている。

　　　　　339箇所から0箇所に解消。



鹿児島県

地域自主戦略交付金に係る事業等の評価 担当課名：土木部都市計画課
１　評価の対象
対象事業 社会資本整備に関する事業（平成24年度成果目標番号 36）
事業実施期間 平成23年度～24年度
事業費等 47,808千円（うち地域自主戦略交付金　22,321千円）
事業内容 公園施設長寿命化計画の策定
成果目標

事業に係る整備計画

２　評価の内容
評価の結果

●公園施設長寿命化計画の期間
　　平成２６年度～平成３５年度（10カ年）

●公園施設長寿命化計画の対象公園
　　吉野公園，石橋記念公園，谷山緑地，鴨池公園，鴨池緑地公園，
　　吹上浜海浜公園，北薩広域公園，大隅広域公園

●公園施設長寿命化計画の対象公園施設数
　　園路広場：324，修景施設：19，遊戯施設：197，運動施設：100,
　　教養施設：11，便益施設：158，管理施設：1,510
　　　合計：2,552

●公園施設長寿命化計画の主な内容
　○日常的な維持管理に関する基本方針
　○公園施設の長寿命化のための基本方針

　○計画全体の長寿命化対策の実施効果

３　評価を踏まえた今後の取組等
施策への反映

　県内すべての県立公園（８公園）の公園施設長寿命化計画の策定を
完了する。

　今後，公園施設長寿命化計画に基づき，計画的に公園施設の補修・
改修を行うとともに，適切な日常管理を実施する。

　県立都市公園（８カ所）について，今後，公園施設長寿命化計画に
基づき，適切で計画的な維持管理を行うことで，都市公園の安全性，
快適性を向上させることを目的に計画策定を完了させた。

　○都市公園別の健全度調査結果，長寿命化に向けた具体的対策，
    対策内容，時期等
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