
愛知県　みよし市

平成２８年３月

社会資本総合整備計画書（第２回変更）



みよし市なかよし中央地区都市再生整備計画

平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 愛知県、みよし市

①交流施設の利用者数を、47,355人/年（H25）から50,559人/年（H29）に増加させる。 ④市民一人当たりの公園面積を、12.3㎡/人（H25）から13.0㎡/人（H29）に増加させる。
②市民一人当たりの図書利用冊数を、5.7冊/年（H25）から6.9冊/年（H29）に増加させる。
③市内循環バスの市役所西バス停利用者数を、6,180人/年（H25）から6,580人/年（H29）に増加させる。

（H29末）

①交流施設の利用者数

　複合施設の利用者の内図書利用者以外の利用者数（人／年）

②市民一人当たりの図書利用冊数

　年間、一人当たりの図書利用冊数（冊／人）

③さんさんバス利用者数
　１年当たりの市内巡回バスの市役所西バス停利用者数（人／年）

④市民一人当たりの公園面積

　一人当たりの公園面積（㎡／人）

A１　基幹事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 費用便益比 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 策定状況

1-A-1
都市再生
整備計画

一般 みよし市 直接 2,337

合計 2,337

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 費用便益比 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 策定状況

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 H25 H26 H27 H28 H29

C-1
都市再生
整備計画

一般 みよし市 直接 100

合計

番号 備考

C-1

社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標 「市民が気軽に集い交流ができる魅力ある中心市街地の構築」
・文化・学習・交流をキーワードとした誰でも利用できる情報拠点を中心としたにぎわいと魅力あるまちづくり
・市民が気軽に集うことができる安心安全な交流の機会を創出
・都市中枢機能が集約した、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり

6.9冊／人

　　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 中間目標値 最終目標値

12.4㎡／人 ― 12.9㎡／人

（H25当初） （H24末）

47,355人／年 ― 50,559人／年

5.7冊／人 ―

6,180人/年

百万円 Ｃ 100百万円 Ｄ 11百万

―

効果促進事業費の割合

（Ａ（提案分）＋Ｃ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

6,580人/年

事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

2,437百万円 Ａ Ｂ 5.3%全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

みよし市 みよし市なかよし中央地区都市再生整備事業 都市再生整備計画　Ａ38.2ha みよし市

交付対象事業

番号 事業者 要素となる事業名

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

番号 事業者 要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容
全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

2,337百万円

みよし市 （仮称）子ども総合支援センター 既存建造物活用　671㎡ みよし市

一体的に実施することにより期待される効果
子育て支援機能を開設する事により、拠点施設との相互利用や交流が生まれ、中心市街地のにぎわいにつながる。

市町村名 
事業実施期間（年度）



Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

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 H25 H26 H27 H28 H29

Ｄ-1 地籍調査 一般 愛知県 間接 11

合計

番号 備考

Ｄ-1

みよし市 地籍調査（三好上第４地区） 面積　0.18 ㎢ みよし市

一体的に実施することにより期待される効果
基幹事業（1－Ａ－1）の都市再生整備計画事業、効果促進事業（Ｃ－１）既存建造物活用事業に併せて、土地境界情報を整備していくことで、民間事業者等が同地区の賑わい創設に寄与しやすくなり、

民間活力も活用した、中心市街地の賑わいの再構築を円滑におこなう事ができる。

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）



社会資本総合整備計画
計画の名称 みよし市なかよし中央地区都市再生整備計画

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 愛知県、みよし市交付対象

国道１５３号

県道 豊田知立線

県道 和合豊田線

イオン三好店

市立 三好中学校

市立 中部小学校

市立 三吉小学校 保田ヶ池公園

1-A-1 都市再生整備計画
みよし市なかよし中央地区

みよし市役所

Ｄ－１ 社会資本円
滑化地籍整備事業

Ｃ－１ （仮称）子ど
も総合支援センター



交付金の執行状況
（単位：百万円）

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

470.000 0.000 685.000 37.820

0.000 0.000 0.000 0.000

470.000 0.000 685.000 37.820

0.000 465.000 0.000 0.000

5.000 465.000 685.000 37.820

465.000 0.000 0.000 0.000

うち未契約繰越額
（ｇ）

465.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

98.936 0.000 0.000 0.000

（仮称）みよし市図書
館学習交流プラザ
建設工事がH25～
27の継続事業であっ
たため。

※Ｈ28配分額には、効果促進事業を含む。

不用額
（ｈ＝ｃ＋ｄ－ｅ－ｆ）

未契約繰越＋不用率
（ｈ＝（ｇ＋ｈ）／（ｃ＋ｄ））

未契約繰越＋不用率が10％
を超えている場合その理由

配分額
（ａ）

計画別流用
増△減額
（ｂ）

交付額
（ｃ＝ａ＋ｂ）

前年度からの繰越額
（ｄ）

支払済額
（ｅ）

翌年度繰越額
（ｆ）


