
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年02月21日

計画の名称 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）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２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 浜松市北遠地域の緊急輸送路における道路施設の老朽化対策を実施し、適正な維持管理を図ることで、災害時の円滑な救援活動、啓開活動を可能とする。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               9,302  Ａ               9,302  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

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 国道473号原田橋新橋を平成31年度までに供用開始する。

拠点間の移動時間短縮　 150分 分 15分

佐久間町浦川～佐久間間の車両移動時間の短縮

   2 橋梁長寿命化修繕計画において修繕を要する北遠地域の緊急輸送路上の橋梁修繕実施率を100％にする。

橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕実施率 0％ ％ 100％

橋梁修繕率（％）＝修繕実施済橋梁／計画に位置付けた北遠地域の緊急輸送路上の修繕を要する橋梁

   3 トンネル修繕計画において修繕を要する北遠地域の緊急輸送路上のトンネル修繕実施率を100％にする。

トンネル修繕計画に基づく修繕実施率 0％ ％ 100％

トンネル修繕率（％）＝修繕実施済トンネル／計画に位置付けた北遠地域の緊急輸送路上の修繕を要するトンネル

備考等 個別施設計画を含む 〇 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： 0000339307



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 修繕 （国）362号（峯小屋トン

ネル）その１

トンネル補修 L=260.7m 浜松市  ■          37 策定済

A01-002 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）362号（金川トンネ

ル）

トンネル補修　L=113.9m 浜松市  ■  ■          42 策定済

A01-003 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 改築  （国）473号（原田橋） 橋梁架替 L=284.0m 浜松市  ■  ■       6,900 策定済

A01-004 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕  (国）473号（大井橋） 橋梁補修        L=73.0m 浜松市  ■  ■          30 策定済

A01-005 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）両島二俣線（阿多

古トンネル）

トンネル補修　L=196.0m 浜松市  ■          33 策定済

A01-006 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）152号（横山橋１） 橋梁補修・耐震補強　L=351.

5m

浜松市  ■  ■  ■  ■         691 策定済

A01-007 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）362号（平木大橋） 橋梁補修・耐震補強　L=115.

1m

浜松市  ■  ■         275 策定済

1 案件番号： 0000339307



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 国道 修繕 （国）362号（新気田川橋

）

橋梁補修　L=122.3m 浜松市  ■  ■          82 策定済

A01-009 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）362号（川上橋） 橋梁補修・耐震補強　L=31.4

m

浜松市  ■  ■          86 策定済

A01-010 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）362号（新長久橋） 橋梁補修・耐震補強　L=116.

0m

浜松市  ■  ■         175 策定済

A01-011 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）362号（犬居橋） 橋梁補修・耐震補強　L=160.

2m

浜松市  ■  ■          70 策定済

A01-012 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）362号（新秋葉橋） 橋梁補修・耐震補強　L=148.

0m

浜松市  ■  ■         175 策定済

A01-013 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）362号（宮川橋） 橋梁補修・耐震補強　L=105.

8m

浜松市  ■  ■  ■         130 策定済

2 案件番号： 0000339307



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 都道府

県道

修繕 （主）天竜東栄線（西奥

橋）

橋梁補修・耐震補強　L=59.0

m

浜松市  ■  ■          90 策定済

A01-015 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）両島二俣線（塩見

渡橋）

橋梁補修・耐震補強　L=394.

0m

浜松市  ■  ■          50 策定済

A01-016 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）152号（西川隧道） トンネル補修　L=523.0m 浜松市  ■  ■  ■         190 策定済

A01-017 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）152号（大瀬隧道） トンネル補修　L=484.5m 浜松市  ■  ■         230 策定済

A01-018 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）362号（峯小屋トン

ネル）その２

トンネル補修 L=260.7m 浜松市   ■          16 策定済

 小計       9,302

合計       9,302

3 案件番号： 0000339307



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30 H31 R02

配分額 (a)                     618                     855                     416                     136                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     618                     855                     416                     136                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0                     171                     313                     214                      32

支払済額 (e)                     447                     713                     463                     318                      32

翌年度繰越額 (f)                     171                     313                     266                      32                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                      52                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                    7.13                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000339307



社会資本総合整備計画　参考図面

計画の名称 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）

計画の期間 平成28年度～平成32年度(令和2年度)（5年間） 交付団体 浜松市

（様式第８）

位置図

第１次緊急輸送路

第２次緊急輸送路

第３次緊急輸送路

［　緊急輸送路　凡例　］

A01-004.（国）473号（大井橋）

A01-006.（国）152号（横山橋１）

A01-003.（国）473号（原田橋）

A01-007.（国）362号（平木大橋）

A01-008.（国）362号（新気田川橋）

A01-010.（国）362号（新長久橋）

A01-011.（国）362号（犬居橋）

A01-012.（国）362号（新秋葉橋）

A01-013.（国）362号（宮川橋）

A01-009.（国）362号（川上橋）

A01-014.（主）天竜東栄線（西奥橋）

A01-015.（一）両島二俣線（塩見渡橋）

A01-001.（国）362号（峯小屋トンネル）その１

A01-018.（国）362号（峯小屋トンネル）その２

A01-002.（国）362号（金川トンネル）

A01-016.（国）152号（西川隧道）

A01-005.（一）両島二俣線（阿多古トンネル）

防災・安全交付金
浜松市要素事業箇所図

A01-017.（国）152号（大瀬隧道）

凡 例

申請箇所（H28～H32(R2)）

事 業 名

番号.路線名（工区名）


