
　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 誰もが安全に安心して利用できる道路空間の確保（防災・安全）

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３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 長寿命化計画に基づく道路施設のメンテナンスサイクルを着実に遂行し、誰もが安全に安心して利用できる道路空間を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,250  Ａ               5,250  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

（H29当初） （H31末） （H33末）

   1 橋梁、トンネル、シェッド・大型カルバート等の長寿命化計画に基づき、定期点検及び修繕を実施した割合を向上させる。

長寿命化計画に基づく橋梁、トンネル、シェッド・大型カルバート等の点検実施率を算出する。 0% % 100%

点検実施率（％）＝　点検を実施した 施設数　／　長寿命化計画に基づく点検計画 施設数

   2 橋梁、トンネル、シェッド・大型カルバート等の長寿命化計画に基づき、定期点検及び修繕を実施した割合を向上させる。

長寿命化計画に基づく橋梁の修繕実施率を算出する。 0% % 100%

修繕実施率（％）＝　修繕を実施した 橋梁数　／　長寿命化計画に基づく修繕計画 橋梁数

   3 橋梁、トンネル、シェッド・大型カルバート等の長寿命化計画に基づき、定期点検及び修繕を実施した割合を向上させる。

長寿命化計画に基づくトンネルの修繕実施率を算出する。 0% % 100%

修繕実施率（％）＝　修繕を実施した トンネル数　／　長寿命化計画に基づく修繕計画 トンネル数

   4 橋梁、トンネル、シェッド・大型カルバート等の長寿命化計画に基づき、定期点検及び修繕を実施した割合を向上させる。

長寿命化計画に基づくシェッド・大型カルバートの修繕実施率を算出する。 0% % 100%

修繕実施率（％）＝　修繕を実施した シェッド・大型カルバート数　／　長寿命化計画に基づく修繕計画 シェッド・大型カルバート数

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： 0000337975



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 点検調

査

トンネル点検・長寿命化

計画策定

トンネル点検　Ｎ＝44箇所 浜松市  ■  ■          55 －

A01-002 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 点検調

査

横断歩道橋点検・長寿命

化計画策定（その１）

                

        

横断歩道橋点検　Ｎ＝52橋 浜松市  ■          20 －

A01-003 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 点検調

査

門型標識等点検・長寿命

化計画策定（その１）

門型標識点検　Ｎ＝14基 浜松市  ■          20 －

A01-004 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 点検調

査

橋梁点検（国道）・長寿

命化計画策定

橋梁点検　Ｎ＝301橋 浜松市  ■  ■  ■         212 －

A01-005 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

点検調

査

橋梁点検（県道・市道）

・長寿命化計画策定

橋梁点検　Ｎ＝1,726橋 浜松市  ■  ■  ■         583 －

A01-006 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 トンネル長寿命化修繕（

県道・市道）

トンネル補修　Ｎ＝5箇所 浜松市  ■  ■          90 策定済

1 案件番号： 0000337975



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-007 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）１５２号（馬込大

橋１）

橋梁補修 　L=95.0m 浜松市  ■          30 策定済

A01-008 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）１５２号（馬込大

橋２）

橋梁補修 　L=95.0m 浜松市  ■          30 策定済

A01-009 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）２５７号（新祝田

橋）

橋梁補修　L=93.1m 浜松市  ■         150 策定済

A01-010 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）２５７号（初生大

橋）

橋梁補修        L=45.5m 浜松市  ■          75 策定済

A01-011 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）３０１号（神田橋

１）

橋梁補修        L=40.2m 浜松市  ■          55 策定済

A01-012 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）３６２号（呉石橋

）

橋梁補修        L=16.0m 浜松市  ■          20 策定済

2 案件番号： 0000337975



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-013 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）３６２号（呉石橋

側道橋）

橋梁補修        L=16.1m 浜松市  ■          15 策定済

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（静愛

橋）

橋梁補修        L=28.4m 浜松市  ■          18 策定済

A01-015 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（市場

橋３）

橋梁補修        L=16.4m 浜松市  ■          11 策定済

A01-016 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （主）舘山寺鹿谷線（伊

佐見橋）

橋梁補修        L=21.0m 浜松市  ■          40 策定済

A01-017 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （主）細江舞阪線（曳船

橋）

橋梁補修        L=155.1m 浜松市  ■          85 策定済

A01-018 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （主）浜北袋井線（浜北

大橋）

橋梁補修        L=964.6m 浜松市  ■           6 策定済

3 案件番号： 0000337975



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-019 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （主）浜松環状線（坪井

跨線橋）

橋梁補修        L=193.7m 浜松市  ■          81 策定済

A01-020 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （主）浜北三ヶ日線（久

留女木橋）

橋梁補修        L=34.3m 浜松市  ■          25 策定済

A01-021 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （主）浜北三ヶ日線（金

谷橋１）

橋梁補修        L=17.42m 浜松市  ■          35 策定済

A01-022 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （主）三ヶ日インター線

（都筑橋）

橋梁補修        L=56.6m 浜松市  ■          30 策定済

A01-023 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （主）三ヶ日インター線

（駒場橋）

橋梁補修        L=64.0m 浜松市  ■          30 策定済

A01-024 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）中部天竜停車場線

（中部大橋）

橋梁補修        L=229.0m 浜松市  ■  ■  ■         202 策定済

4 案件番号： 0000337975



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-025 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）渋川鳳来線（土鍋

石橋）

橋梁補修        L=27.8m 浜松市  ■          18 策定済

A01-026 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）新城引佐線（奥山

橋）

橋梁補修        L=21.9m 浜松市  ■          18 策定済

A01-027 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）瀬戸佐久米線（新

瀬戸橋）

橋梁補修        L=146.0m 浜松市  ■          20 策定済

A01-028 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）舞阪竜洋線（川柳

橋）

橋梁補修        L=73.1m 浜松市  ■          38 策定済

A01-029 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）舘山寺弁天島線（

浜名湖大橋）

橋梁補修        L=836.5m 浜松市  ■  ■         151 策定済

A01-030 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

修繕 （市）若林１０１号線（

伊場跨線橋）

橋梁補修        L=372.9m 浜松市  ■  ■  ■         190 策定済

5 案件番号： 0000337975



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-031 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

修繕 （市）鴨江倉松線（鴨江

倉松跨線橋）

橋梁補修        L=234.0m 浜松市  ■  ■  ■          86 策定済

A01-032 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

修繕 （市）飯田鴨江線（永代

橋）

橋梁補修        L=58.01m 浜松市  ■  ■         105 策定済

A01-033 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

修繕 （市）植松和地線（新富

塚橋）

橋梁補修        L=38.6m 浜松市  ■          26 策定済

A01-034 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

修繕 （市）海老塚砂山１号線

（桜橋）

橋梁補修        L=17.2m 浜松市  ■          21 策定済

A01-035 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

修繕 （市）湖東和地１号線（

新栗谷橋）

橋梁補修        L=43.1m 浜松市  ■          13 策定済

A01-036 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）浜名湖周遊自転車

道線（２号橋）

橋梁補修 L=18.1m 浜松市  ■          28 策定済

6 案件番号： 0000337975



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-037 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 （国）１５２号線（瀬戸

野沢橋）

橋梁補修 L=25m 浜松市  ■           5 策定済

A01-038 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 市町村

道

修繕 （市）初生４号線（初生

橋１）

橋梁補修 L=48.8m 浜松市  ■          48 策定済

A01-039 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 （一）舘山寺弁天島線（

雄踏大橋）

橋梁補修 L=290.6m 浜松市  ■  ■         160 策定済

A01-040 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 １５ｍ未満橋梁修繕（国

道）

橋梁補修　190橋 浜松市  ■          80 策定済

A01-041 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 １５ｍ未満橋梁修繕（県

道・市道）

橋梁補修　4,752橋 浜松市  ■  ■         297 策定済

A01-042 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 １５ｍ以上橋梁修繕（国

道）

橋梁補修　118橋 浜松市  ■         250 策定済

7 案件番号： 0000337975



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-043 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 都道府

県道

修繕 １５ｍ以上橋梁修繕（県

道・市道）

橋梁補修　808橋 浜松市  ■  ■       1,440 策定済

A01-044 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 横断歩道橋修繕 横断歩道橋修繕　32橋 浜松市  ■         332 策定済

A01-045 道路 一般 浜松市 直接 浜松市 国道 修繕 門型標識等修繕 門型標識等修繕　14基 浜松市  ■           6 策定済

 小計       5,250

合計       5,250

8 案件番号： 0000337975



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29 H30 H31 R02

配分額 (a)                     575                     938                   1,497                      22

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

交付額 (c=a+b)                     575                     938                   1,497                      22

前年度からの繰越額 (d)                       0                     136                     221                     689

支払済額 (e)                     439                     853                   1,029                     698

翌年度繰越額 (f)                     136                     221                     689                      13

うち未契約繰越額(g)                       9                       0                     106                       0

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    1.56                       0                    6.16                       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： 0000337975



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 33 誰もが安全に安心して利用できる道路空間の確保（ 防災・ 安全）
計画の期間 平成29年度～平成33年度(令和3年度)（ 5年間） 交付団体 浜松市

（ 様式第８）

A01-001  トンネル点検・長寿命化計画策定

定期点検・長寿命化計画策定、トンネル補修、シェッド補修、大型カルバート補修、
橋梁補修、横断歩道橋補修、門型標識等補修

凡 例

番号：事業路線

申請箇所 (H29～H33(R3))

事 業 名

補助国道

都道府県道

市町村道

A01-002  横断歩道橋点検・長寿命化計画策定（その１）

A01-003  門型標識等点検・長寿命化計画策定（その１）

A01-004  橋梁点検（国道）・長寿命化計画策定

A01-005  橋梁点検（県道・市道）・長寿命化計画策定

A01-006 トンネル長寿命化修繕（県道・市道）

A01-040 １５ｍ未満橋梁修繕（国道）

A01-041 １５ｍ未満橋梁修繕（県道・市道）

A01-042 １５ｍ以上橋梁修繕（国道）

A01-043 １５ｍ以上橋梁修繕（県道・市道）

A01-045  門型標識等修繕

A01-044  横断歩道橋修繕



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 33 誰もが安全に安心して利用できる道路空間の確保（ 防災・ 安全）
計画の期間 平成29年度～平成33年度(令和3年度)（ 5年間） 交付団体 浜松市

（ 様式第８）

橋梁補修（中区）

凡 例

番号：事業路線

申請箇所 (H29～H33(R3))

事 業 名

補助国道

都道府県道

市町村道

関連事業

１次緊急輸送道路

２次緊急輸送道路

３次緊急輸送道路

A01-033 （市）植松和地線（新富塚橋）

A01-032 （市）飯田鴨江線（永代橋）

A01-034 （市）海老塚砂山１号線（桜橋）

A01-030 （市）若林１０１号線（伊場跨線橋）

A01-031 （市）鴨江倉松線（鴨江倉松跨線橋）

A01-007 （国）１５２号（馬込大橋１）

A01-008  （国）１５２号（馬込大橋２）



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 33 誰もが安全に安心して利用できる道路空間の確保（ 防災・ 安全）
計画の期間 平成29年度～平成33年度(令和3年度)（ 5年間） 交付団体 浜松市

（ 様式第８）

橋梁補修（西区）

凡 例

番号：事業路線

申請箇所 (H29～H33(R3))

事 業 名

補助国道

都道府県道

市町村道

関連事業

１次緊急輸送道路

２次緊急輸送道路

A01-019 （主）浜松環状線（坪井跨線橋）

A01-029 （一）舘山寺弁天島線（浜名湖大橋）

A01-035 （市）湖東和地１号線（新栗谷橋）

A01-016 （主）舘山寺鹿谷線（伊佐見橋）A01-036 （一）浜名湖周遊自転車道線（2号橋）

A01-039 （一）舘山寺弁天島線（雄踏大橋）



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 33 誰もが安全に安心して利用できる道路空間の確保（ 防災・ 安全）
計画の期間 平成29年度～平成33年度(令和3年度)（ 5年間） 交付団体 浜松市

（ 様式第８）

橋梁補修（南区）

凡 例

番号：事業路線

申請箇所 (H29～H33(R3))

事 業 名

補助国道

都道府県道

市町村道

関連事業

１次緊急輸送道路

２次緊急輸送道路

３次緊急輸送道路

A01-028 （一）舞阪竜洋線（川柳橋）



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 33 誰もが安全に安心して利用できる道路空間の確保（ 防災・ 安全）
計画の期間 平成29年度～平成33年度(令和3年度)（ 5年間） 交付団体 浜松市

（ 様式第８）

橋梁補修（北区）

凡 例

番号：事業路線

申請箇所 (H29～H33(R3))

事 業 名

補助国道

都道府県道

市町村道

関連事業

A01-038 （市）初生４号線（初生橋１）

１次緊急輸送道路

２次緊急輸送道路

３次緊急輸送道路

A01-009 （国）２５７号（新祝田橋）

A01-011 （国）３０１号（神田橋１）

A01-012 （国）３６２号（呉石橋）

A01-013 （国）３６２号（呉石橋側道橋）

A01-017 （主）細江舞阪線（曳船橋）

A01-020 （主）浜北三ヶ日線（久留女木橋）

A01-021 （主）浜北三ヶ日線（金谷橋１）

A01-022（主）三ヶ日インター線（都筑橋） A01-023 （主）三ヶ日インター線（駒場橋）

A01-025 （一）渋川鳳来線（土鍋石橋）

A01-026（一）新城引佐線（奥山橋）

A01-027 （一）瀬戸佐久米線（新瀬戸橋）

A01-010 （国）２５７号（初生大橋）



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 33 誰もが安全に安心して利用できる道路空間の確保（ 防災・ 安全）
計画の期間 平成29年度～平成33年度(令和3年度)（ 5年間） 交付団体 浜松市

（ 様式第８）

橋梁補修（浜北区）

凡 例

番号：事業路線

申請箇所 (H29～H33(R3))

事 業 名

補助国道

都道府県道

市町村道

関連事業

１次緊急輸送道路

２次緊急輸送道路

３次緊急輸送道路

A01-018 （主）浜北袋井線（浜北大橋）



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 33 誰もが安全に安心して利用できる道路空間の確保（ 防災・ 安全）
計画の期間 平成29年度～平成33年度(令和3年度)（ 5年間） 交付団体 浜松市

（ 様式第８）

１次緊急輸送道路

２次緊急輸送道路

３次緊急輸送道路

橋梁補修（天竜区）

A01-014 （主）天竜東栄線（静愛橋）

A01-015 （主）天竜東栄線（市場橋３）

A01-024（一）中部天竜停車場線（中部大橋）

凡 例

番号：事業路

申請箇所 (H29～H33(R3))

事 業 名

補助国道

都道府県

市町村道

関連事業
A01-037  （国）１５２号（瀬戸野沢橋）


