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（参考様式３）参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 ○豊かな自然資源とふれあえる公園整備(案）

計画の期間 令和４年度　～　令和８年度　（5年間） 茨城県、結城市交付対象

対象公園個

所

結城市

A－１：(仮)山川不動尊あやめ園

C－１：希少生物の繁殖及び保護活

C－２：ホタルの繁殖活動
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豊かな自然資源とふれあえる公園整備 
（社会資本整備総合交付金） 

 

１．公園の概要 

 都市公園事業である、山川不動尊近隣公園（仮称）は、結城市南部に位置してお

り、山川不動尊周辺地区の周辺整備として結城市６次総合計画やマスタープランに

位置づけられ、「自然豊かな田園環境と周辺地区の文化資源の保全」をテーマとして、

子供たちの教育，自然とのふれあいを目的とした公園整備を行い、地域の子供たち

に希少生物の観察や繁殖を通し自然環境の保全や，教育環境を充実させることによ

り，子供たちや地区の人々が育て守っていけるような公園整備を目指している。 

 令和 4年度当初予算において、公園整備を行うための実施設計を実施予定。 

 

２．計画内容 

公園名 ：山川不動尊近隣公園 
事業種別：都市公園事業 
事業主体：茨城県結城市 

令和 4年度要望額：３２百万円（国費：１６百万円） 

示達額：（国費：１６百万） 

  

３．事業効果 

  公園の整備により、地域の自然環境の保全や動植物などの繁殖や観察といった教育
環境の向上、地域と連携した公園管理を期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙
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公園概要図 

山川不動尊 

R5年度以降：整備工事 

R4：実施設計 

効果促進事業 

公園位置図 

完成イメージ R4年度事業

R5年以降の事業

凡　　例

関連事業　効果促進


