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②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）

Ⅱ．計画の効果・効率性

社会資本整備総合交付金チェックシート

（汎用タイプ）

計画の名称：浜松市内のSICへのアクセス道路整備事業

都道府県名：浜松市

Ⅲ．計画の実現可能性

①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施
の確実性）

②地元の機運（住民、民間等の活動･関連事業との連携等による事業効果発現
の確実性）

チェック欄

①整備計画の目標と定量的指標の整合性

②定量的指標の明瞭性

③目標と事業内容の整合性

④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性

Ⅰ．目標の妥当性

①上位計画等との整合性



社会資本総合整備計画　事前評価シート

浜松市内のSICへのアクセス道整備事業

平成２６年　２月

静岡県浜松市



11 浜松市内のSICへのアクセス道路整備事業

平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 浜松市

SICへのアクセス道路整備等を行い、市民や観光客の移動の利便性の向上を図る。

・高速道路ICから観光施設等への走行時間を６６分（H25）から３４分（H29）へ短縮

（H25当初） （H27末） （H29末）
現地走行調査により高速道路ICから観光施設等への走行時間を測定する。
（走行時間）=（現地走行調査による○○ICから観光施設等への走行時間①+②+③+④）（分） 66分 61分 34分

①
②
③
④

Ａ1　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

11-A1-1 道路 一般 浜松市 直接 － 市道 改築 （市）有玉南初生線 道路改築 L=0.46km 浜松市

11-A1-2 道路 一般 浜松市 直接 － 市道 改築 （市）有玉南初生線バイパス バイパス L=0.67km 浜松市

11-A1-3 道路 一般 浜松市 直接 － 市道 改築 （市）上島半田1号線外2線 道路改築 L=0.42km 浜松市

11-A1-4 道路 一般 浜松市 直接 － 市道 改築 （市）有玉西12号線外1線 道路改築 L=0.63km 浜松市

11-A1-5 道路 一般 浜松市 直接 － 県道 改築 （一）引佐舘山寺線 道路改築 L=0.6km 浜松市

11-A1-6 道路 一般 浜松市 直接 － 県道 改築 （一）湖東舘山寺線 道路改築 L=0.35km 浜松市

11-A1-7 道路 一般 浜松市 直接 － 市道 改築 （市）須部灰の木線・都田工区 道路改築 L=0.95km 浜松市

合計

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

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

11-C1-1 施設整備 一般 浜松市 直接 － 観光案内板の整備 観光拠点に2箇所整備 浜松市

11-C1-2 計画・調査 一般 浜松市 直接 － 浜松市

11-C1-3 緑地 一般 浜松市 直接 －

合計

番号 備考

11-C1-1 道路事業（11-A1-1～11-A1-7）と一体的に観光案内情報板の運用効果を検証する。

11-C1-2

11-C1-3

社会資本総合整備計画（浜松市・事前評価）
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　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

○○IC 観光施設等
A1-1～A1-4 現況：浜松IC、事業後：三方原スマートIC 中心市街地
A1-1～A1-4 現況：浜松西IC、事業後：三方原スマートIC 浜北新都市地区
A1-5～A1-6 現況：浜松西IC、事業後：舘山寺スマートIC 舘山寺温泉

A1-7 現況,事業後：浜松SAスマートIC はままつフルーツパーク

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
3,754百万円 Ａ 3,634百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ 120百万円

効果促進事業費の割合
3.2%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

（事業箇所）

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名
事業実施期間（年度）

工種 （延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名工種

情報板整備

調査 交通実態調査 事業区間の交通実態調査

改築 有玉緑地整備事業 緑地整備　A=1.5ha 浜松市

一体的に実施することにより期待される効果

道路事業（11-A1-1～11-A1-7）における当計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、事後評価を行うための交通調査（現地走行によるSICへの到達時間調査）を実施する。

道路事業（11-A1-1～11-A1-4）と併せて、緑地整備を行うことで、スマートIC周辺の快適性を図る。



・実施主体：土木部　道路課
・評価に係る審議：土木部審査会にて審議を行う

浜松市ホームページにて公表

事　前　評　価

○事前評価の実施体制、実施時期

事前評価の実施体制 事前評価の実施時期
平成26年2月21日

公表の方法

１　計画の必要性及び目標の妥当性

①上位計画との整合性

■：上位計画の政策目的と整合している。
　第２次浜松市総合計画（都市経営戦略）の道路ネットワーク及び産業交流拠点の考え方や浜松市のみちづくり計画(H19.7)に沿ったアクセ
ス道路整備事業である。

②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)

「浜名湖周辺などの観光施設への交通集中による渋滞」をはじめ、「浜松駅から高速道路へのアクセス性が良くない」などの課題に対し、
新たなスマートICの設置とアクセス道路の整備により、市民と観光客の移動の利便性の向上を図る。

２　整備計画の効果及び効率性

①整備計画の目標と定量的指標の整合性 高速道路ICから観光施設等への走行時間を示す指標を設定しており、走行時間の短縮により移動の利便性の向上が図られる。

②定量的指標の明瞭性
指標の現況値は、現地走行による高速道路ICや観光施設への走行時間を設定しており、事業完了後は交通実態調査により短縮時間を示すこ
とが可能。

③目標と事業内容の整合性
スマートIC周辺のアクセス道路整備により、周辺道路の交通渋滞の緩和や高速道路へのアクセス性向上、物流ネットワークの円滑化などが
図られるため、計画の目標である市民や観光客の移動の利便性の向上と整合している。

部審査会　対応方針

部審査会審議日：平成26年2月21日

整備計画の目標達成に向けて、事業を推進していく。

④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性
スマートIC周辺のアクセス道路整備により、走行時間の短縮が見込まれるだけでなく、観光客の増加による地域活性化や周辺道路の渋滞解
消、内陸部への企業誘致促進など多面的な効果が見込める。

３　計画の実現可能性

①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等の合意形成
等を踏まえた事業実施の確実性)

スマートICの供用予定時期は公表されており、実施計画策定後の地権者等への地元説明会においても概ね合意は得られている。

②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業
効果発現の確実性)

新たなスマートICの設置やアクセス時間が短縮されることで、観光客増加による地域活性化をはじめ、交通分散による渋滞緩和、物流の効
率化による地元企業の発展まで官民共に大きな期待が寄せられている。


