
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年11月05日

計画の名称 地域をつなぎ、くらしを支えるみちづくり

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 浜松市

計画の目標 市内の拠点や周辺地域を結ぶ道路、産業の振興を支援する道路等の整備により、広域な市域における道路の連携強化を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              54,491  Ａ              54,491  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H26当初） （H28末） （H30末）

   1 地域や産業のための道路の連携を強化するため、主要幹線道路などの道路ネットワークのうち、バイパス整備や未改良箇所等の現道拡幅の実施済み延長の割合を27％（H26）から44％（H30）に増加させる。

主要幹線道路などの道路ネットワークのうち、バイパス整備や未改良箇所等の現道拡幅の実施済み延長の割合。 27% 37% 44%

バイパス・現道拡幅の整備実施済み延長の割合（％）＝（整備実施済み延長／整備計画のべ延長）×100

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000244091



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築 （国）１５２号・大原拡

幅

現道拡幅　L=0.15km 浜松市  ■         531 －

A01-002

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築 （国）１５２号・相月第

１工区

現道拡幅　L=0.65km 浜松市  ■  ■  ■  ■  ■       1,400 －

A01-003

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築 （国）１５２号・浜北～

天竜バイパス

バイパス　L=7.90km 浜松市  ■  ■  ■  ■  ■      33,848 －

A01-004

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築 （国）２５７号・金指西

工区

交差点改良　L=0.60km 浜松市  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-005

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築 （国）３６２号・大沢 現道拡幅　L=0.25km 浜松市  ■  ■  ■         240 －

A01-006

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築 （国）３６２号・麓 現道拡幅　L=0.25km 浜松市  ■  ■  ■  ■         330 －

A01-007

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築 （国）４７３号・上野 現道拡幅　L=0.06km 浜松市  ■  ■          60 －

1 案件番号：  0000244091



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-008

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

改築 （主）天竜浜松線・寺島

工区

バイパス　L=0.95km 浜松市  ■  ■  ■  ■       2,956 －

A01-009

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

改築 （主）天竜浜松線・第3工

区

バイパス　L=1.43km 浜松市  ■       4,600 －

A01-010

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

改築 （主）浜松環状線・中郡

工区

現道拡幅　L=0.51km 浜松市  ■  ■  ■  ■  ■       1,404 －

A01-011

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

改築 （一）鮎釣東雲名春野線

・小川

現道拡幅　L=0.11km 浜松市  ■  ■  ■         200 －

A01-012

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

改築 （一）舞阪竜洋線・鼡野 現道拡幅　L=0.25km 浜松市  ■         700 －

A01-013

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

改築 （一）熊小松天竜川停車

場線・堀谷

現道拡幅　L=0.20km 浜松市  ■         150 －

2 案件番号：  0000244091



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-014

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

改築 （市）小池５２号線・小

池町工区

バイパス　L=0.68km 浜松市  ■  ■  ■  ■       2,500 －

A01-015

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

改築 （市）浜北大平都田線 現道拡幅　L=0.80km 浜松市  ■         800 －

A01-016

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築 （国）１５２号・水窪～

佐久間

局所改良　L=10.0km 浜松市  ■  ■         787 －

A01-017

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築 （国）４７３号・川合～

大井

局所改良　L=6.90km 浜松市  ■  ■         985 －

A01-018

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

改築 （市）有玉南初生線バイ

パス

バイパス　L=0.67km 浜松市  ■  ■       1,500 －

A01-019

道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

改築 （市）浜北美薗線・西美

薗工区

現道拡幅　L=1.0km 浜松市  ■       1,000 －

H29で終了する整備計画から移行

 小計      54,491

3 案件番号：  0000244091



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      54,491

4 案件番号：  0000244091



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

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）

○特記事項（今後の方針等）

「浜松市公共事業事後評価実施要綱」に基づき審議を行い、評価の判定及び対応方針
を決定

事後評価の実施体制

0000244091案件番号：

令和2年3月16日　浜松市土木部公共事業評価審査会

市ホームページにて公表

（国）152号・大原拡幅、（国）473号・浦川、（主）天竜浜松線・寺島工区、（1）小池52号・小池町工区の整備完了及び（国
）152号・浜北～天竜バイパス、（国）362号・宮口バイパスの一部供用により、地域の産業支援につながる道路ネットワークが
確保され、広域な市域の連携強化が図られた。

新規バイパス路線の整備により、道路ネットワークが形成されるとともに、交通の分散化による周辺道路の混雑緩和や、生活道
路への侵入車両が減少する傾向にある等、機能が発揮されている。

・（主）浜松環状線・中郡工区は個別補助事業へ移行。
・（国）152号・池島～大原、（国）362号・宮口バイパス及び（市）沢上灰の木原線は工業団地アクセス事業へ移行。
・本計画における未完了の要素事業については、次期整備計画等にて引き続き事業進捗を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

バイパス・現道拡幅の整備実施済み延長の割合（％）

最　終
目標値

44%
用地交渉や地元調整、関係機関との調整の遅延により、事業進捗に遅れが生じたため。

最　終
40%

実績値

1 案件番号：0000244091


