
○

○

○

○

○

○

○

○

④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性

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）

①上位計画等との整合性

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

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

社会資本整備総合交付金チェックシート

（汎用タイプ）

都道府県名：　浜松市

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）

チェック欄

Ⅰ．目標の妥当性



社会資本総合整備計画　事前評価シート

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）

平成２８年　３月

静岡県浜松市



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） ○

平成28年度　～　平成32年度　（5年間） 浜松市

・国道473号原田橋新橋を平成31年度までに供用開始する。　
・橋梁長寿命化修繕計画において、本計画5年間に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％（8橋）にする。
・トンネル修繕計画において、本計画5年間に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％（6トンネル）にする。

（H28当初） （H30末） （H32末）

A1　道路事業

事業 地域 交付 直接 道路 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 種別 H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

28-A1-1 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）152号（相月橋） 橋梁補修 L=23.1m 策定済

28-A1-2 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）152号（瀬尻橋） 橋梁補修 L=134.5m 策定済

28-A1-3 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）152号（秋葉トンネル） トンネル補修 L=865.0m 策定済

28-A1-4 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）152号（河内橋） 橋梁補修 L=17.6m 策定済

28-A1-5 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）362号（只来トンネル） トンネル補修 L=338.0m 策定済

28-A1-6 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）362号（春日橋） 橋梁補修 L=34.0m 策定済

28-A1-7 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）362号（峯小屋トンネル） トンネル補修 L=260.7m 策定済

28-A1-8 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）362号（新若身橋） 橋梁補修 L=44.6.m 策定済

28-A1-9 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）362号（金川トンネル） トンネル補修 L=113.9m 策定済

28-A1-10 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕 （国）362号（土居橋） 橋梁補修 L=27.6m 策定済

28-A1-11 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 改築  (国）473号（原田橋） 橋梁架替 L=300.0m 策定済

28-A1-12 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕  (国）473号（城之沢橋） L=15.5m 策定済

28-A1-13 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕  (国）473号（佐久間隧道） トンネル補修 L=196.0m 策定済

28-A1-14 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 修繕  (国）473号（大井橋） L=14.3m 策定済

28-A1-15 道路 一般 浜松市 直接 － 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 策定済

小計（道路事業） －

Ｃ　効果促進事業
C1　道路効果促進事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

小計

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

番号

計画の期間 交付対象

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。

社会資本総合整備計画 平成28年3月28日

計画の名称
重点計画
の該当

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

Ｂ

　　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

トンネル修繕計画に基づく修繕実施率
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のうちH28～H32までに実施予定
のトンネル

2時間30分 15分

0％
（0トンネル）

100％
（6トンネル）

交付対象事業

－ Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費

拠点間の移動時間短縮
佐久間町浦川～佐久間間の車両移動時間の短縮

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

5,045百万円 Ａ 5,045百万円 0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

備考

事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）
備考

浜松市

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容
市町村名

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

橋梁補修

番号 事業者
要素となる事業名

工種

浜松市

浜松市

浜松市

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

市町村名

浜松市

浜松市

備考
（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

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／計画に位置付けた北遠地域の緊急輸送路上の修繕を要する橋梁のうちH28～H32までに実施予定の橋梁

0％
（0橋）

100％
8橋

浜松市

浜松市

橋梁補修

備考

事業実施期間（年度）

事業実施期間（年度）

省略



・実施主体：土木部道路課

・評価に係る審議：土木部公共事業評価審査会にて審議を行う

浜松市ホームページにて公表

部審査会　対応方針 （案）

④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性
指標1：原田橋の通行が可能になることで、移動時間が短縮され発災時の早期救援活動、啓開活動が可能になる。
指標2：橋梁の修繕を実施することで、落橋等の重大事故を防ぐことが可能になり、道路の信頼性向上につながる。
指標3：トンネルの修繕を実施することで、トンネル崩落等の重大事故を防ぐことが可能になり、道路の信頼性向上につながる。

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を踏まえた
事業実施の確実性)

原田橋の再架橋計画は地元との合意形成が図られており、また、道路施設の老朽化対策については道路利用者の機運が高まっていることから円滑な事業の実施
が可能である。

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)

原田橋の早期供用開始、及び災害に強く信頼性の高い道路の確保は地元要望も出ており、事業実施に大きな期待が寄せられている。

整備計画の目標達成に向けて、事業を推進していく。

③目標と事業内容の整合性
原田橋の再架橋による移動時間の短縮及び橋梁・トンネル修繕による的確な維持管理により、道路に関する市民の信頼性向上につながるため、整合していると
いえる。

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)
浜松市のみちづくり計画（H24.6）では、防災対策、道路施設の老朽化対策が課題として挙げられている。
本計画の目標は、崩落事故が発生した（国）473号原田橋の再架橋をはじめとし、浜松市北遠地域の緊急輸送路上の橋梁及びトンネルの老朽化対策を実施するこ
とで当該路線が強化され、発災時の円滑な救援活動、啓開活動を確保することであり、上記の課題と整合しているといえる。

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
原田橋を供用開始することによって移動時間の短縮が可能となり、また、計画的に橋梁及びトンネルの修繕工事を実施することで、修繕率が向上することから
整合しているといえる。

②定量的指標の明瞭性 現況の移動時間、修繕完了割合を明示しており、事業完了後に把握することが可能である。

平成28年2月25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。

　道路施設の長寿命化計画に基づく適切な維持修繕及び発災時に移動が可能となるための道づくりは、浜松市みちづくり計画の方針と整合している。

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


