
社会資本総合整備計画　事後評価

（三遠南信自動車道へのアクセス道路となる（国）４７３号の強化（防災・安全））

計画期間：平成26年度～平成28年度

平成28年12月

静岡県 浜松市



平成 28年12月9日

12 三遠南信自動車道へのアクセス道路となる（国）４７３号の強化（防災・安全）

平成26年度 ～　平成28年度　（3年間） 浜松市

・橋梁長寿命化修繕計画に基づき(国)473号原田橋の的確な管理を実施する。
・緊急輸送路である（国）４７３号上の橋梁のうち、耐震化が完了した橋梁の割合を100％とする。
・橋梁長寿命化修繕計画において修繕が必要な（国）473号上の橋梁のうち、修繕を実施した橋梁の割合を100％にする。

　（H26当初） （H28末）

拠点間の移動時間短縮

佐久間町浦川・佐久間間の大型車両の移動時間の短縮

緊急輸送路である（国）473号上の橋梁の耐震化率
耐震化率（％）＝耐震化済橋梁／計画に位置づけた耐震化必要橋梁 (100%)
橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕実施率
橋梁修繕率（％）＝修繕実施済橋梁／計画に位置づけた（国）473号上にある修繕が必要な橋梁 (100%)

計画 実績 進捗率

百万円 百万円 百万円 百万円 7,835 2,887 36.8%

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

・浜松市ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

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） H26 H27 H28 計画 実績

12-A1-1 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 橋梁補修 L=0.4km 2,534 1,673 66.0%
12-A1-2 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 耐震 L=17.0m 20 20 完了

12-A1-3 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 耐震 L=21.0m 50 50 完了

12-A1-4 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 耐震 L=209.5m 400 0 未着手

12-A1-5 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 防災 L=0.3km 300 20 6.7%

12-A1-6 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 L=15.5m 2 0 未着手

12-A1-7 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 L=14.3m 14 0 未着手

合計 3,320 1,763

重点計画の該当

Ｂ＋Ｂ’
0

Ｃ＋Ｃ’
0 効果促進事業費の割合 0.0%全体事業費

合計 7,835
Ａ＋Ａ’

7,835

(国)４７３号（上野桟道橋）

全体事業費
進捗率算定（Ａ＋Ａ’＋Ｂ＋Ｂ’＋Ｃ＋Ｃ’）

三遠南信自動車道へのアクセス道路を強化し、災害時における早期の災害救助活動を可能とする。

3橋

　　計画の成果目標（定量的指標）

橋梁補修

進捗率

（Ｃ＋Ｃ’）／（Ａ＋Ａ’＋Ｂ＋Ｂ’＋Ｃ＋Ｃ’）

0橋
(0%)

耐震補強

橋梁補修橋梁長寿命化 (国)４７３号（大井橋）

浜松市

備考
当初現況値 中間目標値 終目標値

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　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

(0%)

2時間30分 15分

0橋

3橋

橋梁長寿命化 (国)４７３号（城之沢橋）

交付対象事業

要素となる事業名
市町村名

（事業箇所）
事業者

省略
工種

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

橋梁長寿命化 (国)４７３号（原田橋） 浜松市

(国)４７３号（山香橋） 耐震補強 浜松市

(国)４７３号（西渡橋） 耐震補強

浜松市

浜松市

(国)４７３号（川合） 災害防除 浜松市

浜松市

・「浜松市公共事業事後評価実施要綱」第6の3及び第6の4に基づき審議を行い、評価の判定及び対応方針を決定
・平成28年12月9日　浜松市土木部公共事業評価審査会

公表の方法

全体事業費（百万円）



28 浜松市北遠地域を守る緊急輸送路の老朽化対策（防災・安全）

地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 計画 実績

道路 一般 浜松市 直接 L=300.0m 4,500 1,124 25.0% 計画28

道路 一般 浜松市 直接 L=15.5m 5 0 未着手 〃

道路 一般 浜松市 直接 L=14.3m 10 0 未着手 〃

進捗率

浜松市- (国)４７３号（原田橋） 橋梁架替

- (国)４７３号（城之沢橋）

Ｃ’

Ｂ’

4,515百万円Ａ’ Ｂ’ Ｃ’ 百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） 0.0%0百万円

浜松市

市町村名
（事業箇所）

橋梁補修(国)４７３号（大井橋） 浜松市

橋梁補修

その他関連する事業

Ａ’

全体事業費（百万円）
事業種別 事業者

要素となる事業名

-

計画等の名称



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・緊急輸送路上の橋梁耐震化が進んだことにより、発災時における緊急輸送路の信頼性が向上した。

指標②
緊急輸送路である（国）
473号上の橋梁の耐震化
率（％）

終目標値

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

終目標値 15分
目標値と実績値
に差が出た要因

平成27年1月に発生した一級河川天竜川右岸斜面崩壊に伴う国道473号原田橋被災により工程遅延が生じたため期間内完了
が困難となったことによる。（本計画は平成27年度末で事業執行休止）
このため、平成28年度から新たな整備計画を立案し、現在、平成31年度完了を目標に事業実施中。終実績値 2時間30分

３　改善措置等の検討

3橋（100%）
目標値と実績値
に差が出た要因

国道473号原田橋被災により、平成27年度末で本計画の事業執行を休止したため。
なお、未完了の1橋は他計画に移行して平成29年度以降実施予定。

終実績値 2橋（ 67%）

3橋（100%）

Ⅱ　定量的指標の
　　　　　達成状況

指標①
拠点間の移動時間短縮
佐久間町浦川・佐久間間
の大型車両の移動時間の
短縮

Ⅰ　同種事業の計画・調査のあり方
　　　や事業評価手法の見直しの必要性

各施設の個別施設計画と整備計画の整合を図る必要がある。

0橋（  0%）

改善措置の必要性　【無】
・予見困難な不可抗力のため計画執行が困難となったものであり、未完了の要素事業については他計画に移行して実施する方針。

指標③
橋梁長寿命化修繕計画に
基づく修繕実施率（％）

終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

国道473号原田橋被災により、平成27年度末で本計画の事業執行を休止したため。
なお、未完了の3橋は他計画に移行して平成29年度以降実施予定。

終実績値

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果
　　　の発現状況（必要に応じて記述）

Ⅰ　今後の事後評価の必要性
今後の事後評価の必要性　【無】
・国道473号原田橋被災により、本計画は平成27年度末に事業執行を休止しており、未完了の要素事業については他計画に移行して実施する方針。

Ⅱ　改善措置の必要性及び具体策

４　同種事業へのフィードバック

５　特記事項（今後の方針等）

・本計画における未完了の要素事業については、他計画に移行して確実に事業を実施し、目標値達成に向けて事業進捗を図る。

部審査会　評価結果・対応方針

部審査会審議日：平成28年12月9日

整備計画はおおむね適正に執行されたと認める


