
平成 27年度 

第３回八戸市行政改革委員会 
 

 

日 時  平成 27年 11月６日（金） 午前 9時 30分 

場 所  八戸公園 緑の相談所 

 

 

次  第 

 

 

（開会前に現地視察を予定） 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 審  議 

公共事業再評価（こどもの国整備事業）について 

４ 閉  会 

 



資料１



２　項目別評価

　（１）事業の進捗に関する視点

【③/⑤】 【③/①】

( ) 【④/⑥】 ( ) 【④/②】

　（２）事業の必要性等に関する視点

　（３）事業の投資効果に関する視点

増減

168,900

※内訳 単位：百万円

費用便益
分析手法

改訂第3版　大規模公園費用対効果分析手法マニュアル（平成25年10月　国土交通省都市局公園
緑地・景観課制定）に基づく。

特記事項

総便益 36,396.0 38,004.0
Ｂ／Ｃ 1.85 1.58

便益項目 
③防災価値 10,606.0 11,911.0
②環境価値 9,800.0 11,194.0

1,279.0
③維持管理費 10,922.0 13,477.0

総費用 19,694.0 24,035.0
①利用価値 15,990.0 14,899.0

区分 主な項目 再評価時 再々評価時

費用項目 

①施設費 7,673.0 9,279.0
②用地費 1,099.0

その他
特記事項

○｢八戸市緑の基本計画｣の策定にあたり実施した市民アンケートにおける｢こどもの国｣の代表的なニーズ
は以下のとおりである。
１．市内の好きな緑について・・・｢こどもの国｣が種差海岸とともに他に比べて特に高い数値（61%）を示してお
り、広く市民に好まれている緑となっている。
２．緑のまちづくりの方向性について・・・｢樹木が多く水辺があり、生き物にふれあうことのできる緑地を増や
す｣がもっとも多く47%となっている。
○平成23年度に来園者を対象に実施したアンケート調査の結果によると、公園の満足度は7割を超えてお
り、また、今後の自然体験学習等の施設計画については、実現してほしいが約8割となっている。

Ａ 　・ 　Ｂ 　・ 　Ｃ

事業効果等

評価指標 再評価時 再々評価時 参考値

費用便益比（※） 1.85 1.58

こどもの国入場者（人） 509,500 678,400

Ａ 　・ 　Ｂ 　・ 　Ｃ

必要性に
関する説明

当初
計画時

○昭和50～60年代にかけて、社会情勢の変化による市民の余暇時間の拡大に伴い、休日の過ご
し方として趣味・娯楽といったレクリエーションへのニーズが高まり、レジャーランド的な公園整備が
必要となった。
○昭和56年に既設の緑化植物園を吸収し、緑の情報発信拠点としての役割も継承しつつ、市民の
多様なレクリエーション需要に対応できるよう、野外レクリエーション施設だけでなく、文化・教養・娯
楽・集会などの複合的な機能を持つ総合公園が必要となった。

現在

○当市の一人当りの公園面積は10.30㎡（平成26年度末現在）で県内平均17.42㎡と比較しても低い
水準にあり、｢八戸市緑の基本計画｣における目標値16.00㎡（平成35年度）の達成には当公園の整
備が必要不可欠である。
○当公園は、毎年約60万人もの人々が来園する八戸圏域最大の屋外レクリエーションの場であ
る。このため、平成16年3月策定の｢八戸市緑の基本計画｣では、市内外の人々が集いにぎわう拠
点としての整備充実や、市民ニーズの多様化に対応した拠点づくりを図る公園として位置付けられ
ている。
○八戸市地域防災計画に災害時の広域避難地、地域防災拠点として位置付けられており、防災公
園としての役割が求められている。

事業の進捗に
関する説明

○平成27年度現在の事業進捗率は約88％に達している。
○今後は、クワガタ館及び周辺整備、こども交流館からクワガタ館までの園路やマウンテンバイクコースの
整備などを予定している。

78.62%

整備状況
項目 当初計画 現計画 整備状況

整備区域面積(ha) 32.7 37.0 30.4

Ａ 　・ 　Ｂ 　・ 　Ｃ

進捗率

計画全体に対する進捗 当初計画に対する進捗

事業費割合 87.84% 85.61%

（うち用地費） 77.51%
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資 料 ２

クワガタ館

マウンテンバイクコース



①緑の相談所 ②入口広場 ③ローズガーデン

④芝生広場 ⑤縄文親子像 ⑥風車

既設主要施設写真

資料　３　（１／３）



⑦乗り物展示 ⑧姉妹都市提携記念エリア ⑨遊園地

⑩動物ふれあい広場 ⑪サル山 ⑫動物舎

資料　３　（２／３）

既設主要施設写真



⑬サクラの杜ゾーン ⑭サクラの杜ゾーン

⑮こども交流館 ⑯ソリゲレンデ

資料　３　（３／３）

既設主要施設写真



⑰サクラの杜ゾーン　自然体験学習施設（クワガタ館）整備予定地

資料　４　（１／１）

今後整備予定箇所写真



      年度別事業費内訳表　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

年度 概要

昭和５６年度 208,320 用地購入、ゴーカート場

昭和５７年度 97,000 用地購入、駐車場

昭和５８年度 87,080 遊園地ゾーン、駐車場、アストロジェット

昭和５９年度 363,700 遊園地ゾーン、大型遊具６機種、券販売所

昭和６０年度 102,800 遊園地トイレ、動物舎

昭和６１年度 72,125 遊園地休憩所、わんぱく広場、アスレチック、梅植裁

昭和６２年度 93,000 ふれあい広場、トイレ２箇所、

昭和６３年度 126,090 多目的広場、トイレ、キャンプ施設、風車

平成１年度 150,000 展望ゾーン（滝、流れ）、第２駐車場造成、炭焼き釜、トイレ

平成２年度 88,000 展望ゾーン（展望台、植裁）、水車、機関車、第２駐車場

平成３年度 163,970 展望ゾーン（展望台、植裁）、サル山、水車小屋

平成４年度 265,767 入口広場、カナール広場、サル山

平成５年度 414,332 わくわくドーム、カナール広場、用地購入、動物ふれあい広場

平成６年度 348,130 入口広場、用地購入、日本庭園

平成７年度 305,770 入口広場、縄文親子像、用地購入

平成８年度 157,343 第２駐車場舗装、用地購入、トイレ水洗化、案内板

平成９年度 78,903 トイレ（サル山）

平成１０年度 87,230 第２駐車場整備、乗馬コーナー、イカ釣り船

平成１１年度 113,798 ふれあい広場、おもしろ自転車コーナー、さくら植裁

平成１２年度 84,022 ローズガーデン、縄文鍋・釜、さくら植裁

平成１３年度 34,218 ローズガーデン、ヘリコプター設置、さくら植裁

平成１４年度 46,292 ローズガーデン

平成１５年度 20,000 ローズガーデン

平成１６年度 51,785 ローズガーデン

平成１７年度 55,289 サクラの杜（敷地造成）

平成１８年度 91,685 サクラの杜（敷地造成）

平成１９年度 139,535 サクラの杜（サクラの枡席）

平成２０年度 63,998 サクラの杜（園路整備）

平成２１年度 251,733 こども交流館

平成２２年度 203,213 こども交流館（大型遊具）、ソリゲレンデ

平成２３年度 0

平成２４年度 0

平成２５年度 0

平成２６年度 27,434 四阿

平成２７年度 39,000 防災シェルター

平成２８年度 20,000 園路

平成２９年度 205,250 クワガタ館・マウンテンバイクコース実施設計、用地購入(マウンテンバイクコース)

平成３０年度 343,188 クワガタ館整備、マウンテンバイクコース整備

計 5,000,000

こどもの国

事業費

資 料 ５



①観覧車とファミリースインガー ②こども交流館 ③ソリゲレンデ

④ローズガーデン ⑤縄文鍋まつり ⑥多目的芝生広場

八戸公園利用状況写真①

資料　６　（１／２）



⑦キャンプ場 ⑧園芸教室（座学） ⑨園芸教室（実習）

⑩八戸公園春まつり（カナール広場） ⑪八戸公園春まつり（サル山） ⑫八戸公園春まつり（多目的芝生広場）

資料　６　（２／２）

八戸公園利用状況写真②



１　「評価」における基準
　各視点に基づき、３段階に区分する。

（１）事業の進捗に関する視点

（２）事業の必要性等に関する視点

※再々評価の場合は、「計画時」を「再評価時」に読み替える。（以下の項目同じ）

（３）事業の投資効果に関する視点

Ｂ
　計画時に比較し、事業効果に低下がみられるもの。（費用便益比が1.0未満の場合は区
分Ｃへ）

Ｃ
　計画時に比較し、事業効果が大きく低下しているもの。（費用便益比が1.0未満である
もの）

Ｃ 事業の必要性がないもの。

区分 基　　　　準

Ａ
　計画時に比較し、事業効果が上昇又は同水準であるもの。（費用便益比が1.0未満の場
合は区分Ｂへ）

区分 基　　　　準

Ａ 計画時に比較し、事業の必要性が変わらず高い、若しくは高まっているもの。

Ｂ 計画時と比較して、事業の必要性が低下しているもの。

Ｂ 　事業の進捗に遅れがあり、阻害要因の解決に一定の期間を要するもの。

Ｃ 　事業の進捗に遅れがあり、阻害要因の解決も困難なもの。

※阻害要因とは、例えば、「大規模災害」「用地買収困難」「遺跡発掘」「国、県等の事業の見
直し」等をいう。

公共事業再評価に当たっての評価基準

区分 基　　　　　準

Ａ
　事業の進捗が概ね順調で、計画どおり実施できるもの。又は、事業の進捗に影響を及
ぼす阻害要因があるが、その解決が容易であり、ほぼ計画どおり実施できるもの。

参考資料 
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（４）事業のコスト縮減等に関する視点

（５）環境影響への視点

（※）

・建築設計段階で省資源、省エネルギーを推進
・建築設計段階で太陽光発電システム、その他再生可能エネルギーの導入
・施設の緑化
・再生資源の使用
・建築機械、工事車輌には低騒音、低振動、低排出ガスの機械を使用
・建設副産物のリサイクル推進
・廃棄物の分別処分

区分 基　　　　準

Ａ

『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』、『国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律』及び『八戸市庁の地方公共団体実行計画「うみねこプランⅣ」第
５ 計画の推進』から抽出した７項目（※）のうち該当する項目の実施数が過半数のも
の。

Ｂ

『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』、『国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律』及び『八戸市庁の地方公共団体実行計画「うみねこプランⅣ」第
５ 計画の推進』から抽出した７項目（※）のうち、該当する項目の実施数が過半数に満
たないもの。

Ｃ

『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』、『国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律』及び『八戸市庁の地方公共団体実行計画「うみねこプランⅣ」第
５ 計画の推進』から抽出した７項目（※）のうち、該当する項目の実施数が皆無のも
の。

Ａ
コスト縮減が十分図られており、手段に代替性がなく妥当（又は代替性があるが当該手
段が最も妥当）なもの。

Ｂ
「コスト縮減の余地がある」、「手段に代替性があり改善の余地がある」のどちらか一
方に該当するもの。

Ｃ
「コスト縮減の余地がある」、「手段に代替性があり改善の余地がある」の両方に該当
するもの。

区分 基　　　　準
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２　対応方針（案）（総合評価）

【総合評価】

【行政改革委員会　総合評価】

区　分 基　　　　準

中止
　事業の必要性が無くなっているか、著しく低下していると判断される場合、又は長期
間休止している事業を中止することが妥当と判断されるもの。

継続
　現在の計画に基づき事業を継続することが妥当と判断されるもの。（コスト縮減な
ど、事業の実施手法に創意工夫が必要なものを含む）

計画変更
　事業規模や実施方法を大幅に見直し、必要と認められる範囲で事業を継続することが
妥当と判断されるもの。

休止
　事業の必要性は認められるが、当面計画を休止し、事業の継続が妥当かどうかの検討
（計画変更を含む）を行うべきと判断されるもの。

計画変更
　５つの評価視点の各評価にＢ又はＣを含む場合で、計画変更した上で事業を継続する
ことが妥当と判断されるもの。（この場合は変更内容を示すこと）

休止
　事業の必要性は認められるが、事業の継続が妥当かどうかの検討（計画変更を含む）
に相当の期間を要すると判断されるもの。

中止
　５つの評価視点のうち、「（2）事業の必要性等に関する視点」においてＣ評価となっ
た場合若しくは、計画変更を行ったとしても事業を継続することが妥当ではないと判断
されるもの。

継続
　５つの評価視点の各評価が、いずれもＡのみである場合、又はＢが含まれる場合で
あっても、現行の計画どおりに事業を継続することが妥当と判断されるもの。

　５つの評価視点「(1)事業の進捗に関する視点」、「(2)事業の必要性等に関する視点」、
「(3)事業の投資効果に関する視点」、「(4)事業のコスト縮減等に関する視点」、「(5)環境
配慮への視点」等を踏まえて総合的に判断するものとする。

区　分 基　　　　準

3


