
○

○

○

○

○

○

○

○

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：　第三都田地区工業団地等へのアクセス道路整備事業

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

第三都田地区工業団地等への
アクセス道路整備事業

平成２８年　３月

静岡県浜松市



30 第三都田地区工業団地等へのアクセス道路整備事業 ○
平成28年度　～　平成32年度　（5年間） 浜松市

・幹線道路である国道３６２号から工業団地（第三都田地区）への走行時間を13分（H28）から6分（H32）へ短縮
・山間地域の中心部から三遠南信自動車道ＩＣへのアクセス道路を大型車すれ違い可能とし、尚且つ走行時間を37分（H28）から36分（H32）へ短縮（将来的には28分）

現地走行調査により工業団地（第三都田地区）から幹線道路である国道362号への走行時間を測定する。
（走行時間）=（現地走行調査による工業団地（第三都田地区）から国道362号への走行時間（①+②））（分）

①
②

現地走行調査により山間地域の中心部から三遠南信自動車道ＩＣへの走行時間を測定する。
（走行時間）=（現地走行調査による山間地域の中心部から三遠南信自動車道ＩＣへの走行時間（①+②+③））（分）

①
②
③

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32

1-A1-1 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 改築 現道拡幅　L=5.10km 浜松市

1-A1-2 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 改築 浜松市

1-A1-3 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 改築 現道拡幅　L=0.30km 浜松市

1-A1-4 道路 一般 浜松市 直接 － 国道 改築 現道拡幅　L=6.90km 浜松市

1-A1-5 道路 一般 浜松市 直接 － 市町村道 改築 現道拡幅　L=1.20km 浜松市

1-A1-6 道路 一般 浜松市 直接 － 市町村道 改築 現道拡幅　L=1.20km 浜松市

合計

Ｂ　関連社会資本整備事業
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 H28 H29 H30 H31 H32

合計

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 H28 H29 H30 H31 H32

合計

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
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 H28 H29 H30 H31 H32

合計

番号 備考

平成28年3月28日

○○ＩＣ（三遠南信自動車道） 山間地域

A1-4 佐久間ＩＣ 佐久間地区

A1-1 水窪北ＩＣ

A1-3,6

市町村名
港湾・地区名

（延長・面積等）
市町村名

事業内容

36分

（国）３６２号・宮口バイパス

市町村名

バイパス　L=3.70km

要素となる事業名

水窪地区
浦川地区

20,280百万円

浦川ＩＣ

交付対象事業

事業者

番号

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

事業者

事業者

要素となる事業名

社会資本総合整備計画
計画の名称
計画の期間 交付対象

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

番号

一体的に実施することにより期待される効果

重点計
画の該

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

効果促進事業費の割合
0百万円

A1-5

0百万円

A1-2 現況：(国)362号、事業後：(国)362号ﾊﾞｲﾊﾟｽ

（面積等）
市町村名

事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

計画の目標

工業団地（第三都田地区） 幹線道路

第三都田地区工業団地、三遠南信自動車道ＩＣへのアクセス道路整備を行い、市民や民間企業者等の利便性向上を図る。

　　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

13分

当初現況値 中間目標値 最終目標値

13分

（H28当初）

6分

（H30末） （H32末）

国道362号

Ｄ

（事業箇所）

事業内容

（市）佐久間小田敷線

（市）沢上灰の木原線

（国）１５２号・池島～大原

（国）４７３号・川合～大井

（国）４７３号・浦川

要素となる事業名

Ｂ 0百万円Ａ 0%Ｃ

現況：(市)沢上灰の木原線、事業後：(市)沢上灰の木原線 国道362号

20,280百万円

37分 36分



・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

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。
　浜松市総合交通計画（2010-2030）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)
「第三都田地区工業団地へのアクセス時間短縮」をはじめ、「山間地域の中心部から三遠南信自動車道ＩＣへのアクセス時間短縮」などの課題に対
し、アクセス道路の整備により、市民と民間企業者等の利便性向上を図る。

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
国道362号から第三都田地区工業団地、山間地域の中心部から三遠南信自動車道ＩＣ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
移動の利便性向上が図られる。

平成28年2月25日
公表の方法

第三都田地区工業団地、三遠南信自動車道ＩＣへのアクセス時間が短縮されることで、企業誘致の促進、物流の効率化による地元企業の発展、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、第三次救急医療施設のアクセス向上まで官民共に大きな期待が寄せられている。

②定量的指標の明瞭性
指標の現況値は、現地走行による第三都田地区工業団地や三遠南信自動車道ＩＣ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。

部審査会　対応方針 （案） 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
第三都田地区工業団地、三遠南信自動車道ＩＣへ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、企業誘致促進、観光客の増加
による地域活性化や周辺道路の渋滞解消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)

第三都田地区工業団地へのアクセス道路整備は地元自治会へ説明を行い、既に一部工事に着手している。また、三遠南信自動車道ＩＣへのアクセス道
路整備については、天竜区の自治会から要望書が提出されていることや、地元自治会へ事業説明を行い、合意形成をはかっている。

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)

③目標と事業内容の整合性
第三都田地区工業団地、三遠南信自動車道ＩＣへのアクセス道路整備により、工業団地へのアクセス性向上、物流ネットワークの円滑化、第三次救急
医療施設へのアクセス性向上などが図られるため、計画の目標である市民や民間企業者等の移動の利便性の向上と整合している。


