
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月23日

計画の名称 道路施設の適確な老朽化対策による安全安心な道づくり（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 桑名市,いなべ市,木曽岬町,東員町,四日市市,菰野町,朝日町,鈴鹿市,亀山市,津市,松阪市,多気町,鳥羽市,明和町,大台町,伊勢市,玉城町,大紀町,南伊勢町,志摩市,尾鷲市,伊賀市,名張市,熊野市,御浜町,紀宝町,紀北町,度会町

計画の目標 道路施設の適確な老朽化対策を着実に実行することにより、安全かつ信頼できる道路環境の提供による道路利用者の安全安心を確保し、安心して暮らせる生活環境を構築する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,316  Ａ               4,297  Ｂ                   0  Ｃ                  19  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.44 ％

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

平成30年度 令和4年度

   1 老朽化の対策が必要な施設に対し、計画的に対策を実施した割合の向上。

長寿命化修繕計画に基づく対策実施率を算出 0% % 100%

[対策完了施設数]／[長寿命化修繕計画で5ヵ年の間で計画的に対策すべき施設数]×100

   2 H30年度～R4年度に点検が必要な道路施設に対し、確実に点検を実施。

H30年度～R4年度に点検が必要な道路施設の点検率を算出 0% % 100%

[点検完了施設数]／[H30年度～R4年度の5か年に点検が必要な施設数]×100

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 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 －

・南伊勢町地域強靭化計画に基づき実施される要素事業：27-A40,27-A41

1 案件番号： 0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 桑名市 直接 桑名市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=8橋 桑名市  ■          63 策定済

A01-002

道路 一般 桑名市 直接 桑名市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 桑名市  ■  ■          50 －

A01-003

道路 一般 いなべ市 直接 いなべ市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕　N=4橋 いなべ市  ■  ■          70 策定済

A01-004

道路 一般 いなべ市 直接 いなべ市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=9橋 いなべ市  ■  ■          86 策定済

A01-005

道路 一般 いなべ市 直接 いなべ市 市町村

道

修繕 横断歩道橋長寿命化修繕

事業

橋梁修繕　N=1橋 いなべ市  ■          24 策定済

A01-006

道路 一般 いなべ市 直接 いなべ市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 いなべ市  ■  ■          43 －

1 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 木曽岬町 直接 木曽岬町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 木曽岬町  ■  ■          18 －

A01-008

道路 一般 東員町 直接 東員町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=13橋 東員町  ■  ■          33 策定済

A01-009

道路 一般 四日市市 直接 四日市市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=3橋 四日市市  ■         130 策定済

A01-010

道路 一般 四日市市 直接 四日市市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 四日市市  ■  ■         101 －

A01-011

道路 一般 四日市市 直接 四日市市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=4橋 四日市市  ■  ■           6 策定済

A01-012

道路 一般 菰野町 直接 菰野町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=2橋 菰野町  ■           6 策定済

2 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 菰野町 直接 菰野町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=6橋 菰野町  ■  ■          52 策定済

A01-014

道路 一般 朝日町 直接 朝日町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 朝日町  ■           7 策定済

A01-015

道路 一般 鈴鹿市 直接 鈴鹿市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕　N=8橋 鈴鹿市  ■  ■         107 策定済

A01-016

道路 一般 鈴鹿市 直接 鈴鹿市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=6橋 鈴鹿市  ■  ■           1 策定済

A01-017

道路 一般 鈴鹿市 直接 鈴鹿市 市町村

道

修繕 （１）鈴鹿中央線ほか1路

線

橋梁修繕・耐震　N=2橋 鈴鹿市  ■  ■         109 策定済

A01-018

道路 一般 鈴鹿市 直接 鈴鹿市 市町村

道

修繕 （他）長太新町二丁目452

号線

横断歩道橋修繕　N=1橋 鈴鹿市  ■  ■          30 策定済

3 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 鈴鹿市 直接 鈴鹿市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 鈴鹿市  ■  ■          66 －

A01-020

道路 一般 亀山市 直接 亀山市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=10橋 亀山市  ■  ■         248 策定済

A01-021

道路 一般 亀山市 直接 亀山市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 亀山市  ■  ■          47 －

A01-022

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=46橋 津市  ■  ■          66 策定済

A01-023

道路 一般 松阪市 直接 松阪市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=3橋 松阪市  ■          35 策定済

A01-024

道路 一般 松阪市 直接 松阪市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 松阪市  ■  ■          72 －

4 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 松阪市 直接 松阪市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=1橋 松阪市  ■           5 策定済

A01-026

道路 一般 多気町 直接 多気町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=8橋 多気町  ■  ■          30 策定済

A01-027

道路 一般 多気町 直接 多気町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 多気町  ■  ■          14 －

A01-028

道路 一般 鳥羽市 直接 鳥羽市 市町村

道

修繕 トンネル長寿命化修繕事

業

トンネル修繕　N=1本 鳥羽市  ■          24 策定済

A01-029

道路 一般 明和町 直接 明和町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=5橋 明和町  ■  ■          14 策定済

A01-030

道路 一般 大台町 直接 大台町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=10橋 大台町  ■  ■          60 策定済

5 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 伊勢市 直接 伊勢市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=6橋 伊勢市  ■  ■          86 策定済

A01-032

道路 一般 伊勢市 直接 伊勢市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 伊勢市  ■  ■          42 －

A01-033

道路 一般 伊勢市 直接 伊勢市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=16橋 伊勢市  ■  ■          97 策定済

A01-034

道路 一般 伊勢市 直接 伊勢市 市町村

道

計画調

査

トンネル長寿命化修繕計

画

点検・計画策定 伊勢市  ■           4 －

A01-035

道路 一般 玉城町 直接 玉城町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=13橋 玉城町  ■  ■          31 策定済

A01-036

道路 一般 大紀町 直接 大紀町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=4橋 大紀町  ■  ■          13 策定済

6 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 大紀町 直接 大紀町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 大紀町  ■  ■          23 －

A01-038

道路 一般 南伊勢町 直接 南伊勢町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=2橋 南伊勢町  ■          36 策定済

国土強靭

A01-039

道路 一般 南伊勢町 直接 南伊勢町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=19橋 南伊勢町  ■  ■          72 策定済

国土強靭

A01-040

道路 一般 南伊勢町 直接 南伊勢町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 南伊勢町  ■  ■          17 －

A01-041

道路 一般 鳥羽市 直接 鳥羽市 市町村

道

修繕 (他)岩崎錦町線 橋梁修繕 N=1橋 鳥羽市  ■          18 策定済

A01-042

道路 一般 鳥羽市 直接 鳥羽市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕 N=1橋 鳥羽市  ■          16 策定済

7 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 志摩市 直接 志摩市 市町村

道

改築 (2)浦山本線 橋梁架替 N=1橋 志摩市  ■  ■          11 策定済

A01-044

道路 一般 尾鷲市 直接 尾鷲市 市町村

道

修繕 トンネル長寿命化修繕事

業

トンネル修繕　N=1本 尾鷲市  ■          18 策定済

A01-045

道路 一般 鳥羽市 直接 鳥羽市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 鳥羽市  ■           5 －

A01-046

道路 一般 鳥羽市 直接 鳥羽市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕 N=2橋 鳥羽市  ■  ■          16 策定済

A01-047

道路 一般 鳥羽市 直接 鳥羽市 市町村

道

計画調

査

トンネル長寿命化修繕計

画

点検・計画策定 鳥羽市  ■           1 －

A01-048

道路 一般 志摩市 直接 志摩市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=2橋 志摩市  ■  ■          24 策定済

8 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-049

道路 一般 志摩市 直接 志摩市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=22橋 志摩市  ■  ■          56 策定済

A01-050

道路 一般 志摩市 直接 志摩市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 志摩市  ■  ■          21 －

A01-051

道路 一般 伊賀市 直接 伊賀市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕　N=12橋 伊賀市  ■  ■          92 策定済

A01-052

道路 一般 伊賀市 直接 伊賀市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 伊賀市  ■  ■          78 －

A01-053

道路 一般 名張市 直接 名張市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修膳　N=6橋 名張市  ■  ■          59 策定済

A01-054

道路 一般 名張市 直接 名張市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 名張市  ■  ■          41 －

9 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-055

道路 一般 尾鷲市 直接 尾鷲市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=5橋 尾鷲市  ■  ■          26 策定済

A01-056

道路 一般 熊野市 直接 熊野市 市町村

道

修繕 トンネル長寿命化修繕事

業

トンネル修繕　N=1本 熊野市  ■          32 策定済

A01-057

道路 一般 尾鷲市 直接 尾鷲市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 尾鷲市  ■          12 －

A01-058

道路 一般 御浜町 直接 御浜町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=6橋 御浜町  ■          15 策定済

A01-059

道路 一般 紀宝町 直接 紀宝町 市町村

道

計画調

査

トンネル長寿命化修繕計

画

点検・計画策定 紀宝町  ■           2 －

A01-060

道路 一般 紀北町 直接 紀北町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=2橋 紀北町  ■          22 策定済

10 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-061

道路 一般 四日市市 直接 四日市市 市町村

道

計画調

査

横断歩道橋長寿命化修繕

計画

点検・計画策定 四日市市  ■           4 －

A01-062

道路 一般 紀北町 直接 紀北町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=7橋 紀北町  ■  ■  ■          59 策定済

A01-063

道路 一般 紀北町 直接 紀北町 市町村

道

修繕 トンネル長寿命化修繕事

業

トンネル修繕　N=2本 紀北町  ■  ■          41 策定済

A01-064

道路 一般 紀北町 直接 紀北町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 紀北町  ■          13 －

A01-065

道路 一般 四日市市 直接 四日市市 市町村

道

計画調

査

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ長寿命化修繕

計画

点検・計画策定 四日市市  ■           3 －

A01-066

道路 一般 熊野市 直接 熊野市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=5橋 熊野市  ■  ■          58 策定済

11 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-067

道路 一般 熊野市 直接 熊野市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 熊野市  ■           5 －

A01-068

道路 一般 熊野市 直接 熊野市 市町村

道

計画調

査

トンネル長寿命化修繕計

画

点検・計画策定 熊野市  ■           6 －

A01-069

道路 一般 御浜町 直接 御浜町 市町村

道

改築 （他）柿原線 橋梁架替　N=1橋 御浜町  ■  ■         369 策定済

A01-070

道路 一般 御浜町 直接 御浜町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 御浜町  ■          12 －

A01-071

道路 一般 御浜町 直接 御浜町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 御浜町  ■           6 －

A01-072

道路 一般 紀宝町 直接 紀宝町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=1橋 紀宝町  ■          25 策定済

12 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-073

道路 一般 紀宝町 直接 紀宝町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 紀宝町  ■           9 －

A01-074

道路 一般 紀宝町 直接 紀宝町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 紀宝町  ■           6 －

A01-075

道路 一般 紀宝町 直接 紀宝町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=5橋 紀宝町  ■  ■          32 策定済

A01-076

道路 一般 四日市市 直接 四日市市 市町村

道

修繕 (１)諏訪新道線ほか2路線 横断歩道橋修繕　N=1橋 四日市市  ■           7 策定済

A01-077

道路 一般 伊賀市 直接 伊賀市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=15橋 伊賀市  ■  ■          42 策定済

A01-078

道路 一般 伊勢市 直接 伊勢市 市町村

道

修繕 トンネル長寿命化修繕事

業

トンネル修繕　N=2箇所 伊勢市  ■          10 策定済

13 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-079

道路 一般 桑名市 直接 桑名市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=5橋 桑名市  ■  ■          15 策定済

A01-080

道路 一般 菰野町 直接 菰野町 市町村

道

改築 （他）湯の山１０号線（

蒼滝橋）

橋梁架替　N=1橋 菰野町  ■          13 策定済

A01-081

道路 一般 東員町 直接 東員町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕　N=3橋 東員町  ■          15 策定済

A01-082

道路 一般 志摩市 直接 志摩市 市町村

道

計画調

査

横断歩道橋長寿命化修繕

計画

点検・計画策定 志摩市  ■           2 －

A01-083

道路 一般 多気町 直接 多気町 市町村

道

計画調

査

横断歩道橋長寿命化修繕

計画

点検・計画策定 多気町  ■           1 －

A01-084

道路 一般 四日市市 直接 四日市市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=2橋 四日市市  ■  ■          87 策定済

14 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-085

道路 一般 大台町 直接 大台町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 大台町  ■          20 －

A01-086

道路 一般 大台町 直接 大台町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=1橋 大台町  ■           5 策定済

A01-087

道路 一般 大紀町 直接 大紀町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=1橋 大紀町  ■          15 策定済

A01-088

道路 一般 尾鷲市 直接 尾鷲市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕　N=3橋 尾鷲市  ■  ■          16 策定済

A01-089

道路 一般 紀北町 直接 紀北町 市町村

道

計画調

査

トンネル長寿命化修繕計

画

点検・計画策定 紀北町  ■           3 －

A01-090

道路 一般 紀宝町 直接 紀宝町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=3橋 紀宝町  ■  ■          54 策定済

15 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-091

道路 一般 御浜町 直接 御浜町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕　N=2橋 御浜町  ■          24 策定済

A01-092

道路 一般 玉城町 直接 玉城町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=2橋 玉城町  ■          15 策定済

A01-093

道路 一般 四日市市 直接 四日市市 市町村

道

修繕 (１)諏訪新道線ほか2路線 横断歩道橋修繕　N=2橋 四日市市  ■  ■          57 策定済

A01-094

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=1橋 津市  ■  ■          15 策定済

A01-095

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

修繕 横断歩道橋長寿命化修繕

事業

横断歩道橋修繕・耐震　N=1

橋

津市  ■          38 策定済

A01-096

道路 一般 亀山市 直接 亀山市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=1橋 亀山市  ■           3 策定済

16 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-097

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕　N=2橋 津市  ■          17 策定済

A01-098

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

修繕 横断歩道橋長寿命化修繕

事業

横断歩道橋修繕　N=1橋 津市  ■          39 策定済

A01-099

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 点検・計画策定 津市  ■          81 －

A01-100

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

計画調

査

トンネル長寿命化修繕計

画

点検・計画策定 津市  ■           6 －

A01-101

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

計画調

査

シェッド長寿命化修繕計

画

点検・計画策定 津市  ■           1 －

A01-102

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

計画調

査

横断歩道橋長寿命化修繕

計画

点検・計画策定 津市  ■           1 －

17 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-103

道路 一般 津市 直接 津市 市町村

道

計画調

査

門型標識長寿命化修繕計

画

点検・計画策定 津市  ■           1 －

A01-104

道路 一般 玉城町 直接 玉城町 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 横断歩道点検　N=1橋 玉城町  ■           1 －

A01-105

道路 一般 木曽岬町 直接 木曽岬町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕　N=3橋 木曽岬町  ■           2 策定済

A01-106

道路 一般 度会町 直接 度会町 市町村

道

改築 （他）牧戸線 橋梁架替　N=1橋 度会町  ■          27 策定済

A01-107

道路 一般 桑名市 直接 桑名市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=7橋 桑名市  ■  ■          50 策定済

A01-108

道路 一般 松阪市 直接 松阪市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=9橋 松阪市  ■  ■  ■         141 策定済

18 案件番号：  0000384015



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A01-109

道路 一般 松阪市 直接 松阪市 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m未満）

橋梁修繕・耐震　N=6橋 松阪市  ■  ■  ■          62 策定済

A01-110

道路 一般 南伊勢町 直接 南伊勢町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=3橋 南伊勢町  ■  ■         139 策定済

国土強靭

A01-111

道路 一般 紀北町 直接 紀北町 市町村

道

修繕 橋梁長寿命化修繕事業（1

5m以上）

橋梁修繕・耐震　N=2橋 紀北町  ■          21 策定済

 小計       4,297

合計       4,297

19 案件番号：  0000384015



C 効果促進事業

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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

C01-001

道路 一般 御浜町 直接 御浜町 市町村

道

修繕 （他）山地16号線 橋梁撤去　N=1橋 御浜町  ■  ■          19 策定済

個別施設計画に基づく橋梁修繕事業とあわせて、老朽橋（跨線橋）の撤去を実施することにより、効率的な施設管理を行うことで、より一層のライフサイクルコスト縮減を図ることができる。

 小計          19

合計          19

1 案件番号：  0000384015



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）

交付対象の市町にて目標の達成状況やその要因の確認・分析により事後評価を実施。
事後評価の実施体制

0000384015案件番号：

令和４年３月

交付対象の市町のホームページ等により公表。

　橋梁・トンネル・道路附属物の各施設について、市町が策定する長寿命化修繕計画に基づき、適切な時期に必要な修繕や点検
を行ったことで、安心・安全に利用できる道路空間を確保することができた。

　計画的に老朽化対策を進めるための基礎となる各市町の長寿命化修繕計画について、１巡目(H26～H30)の施設点検結果による
老朽化状況等をふまえ、各市町とも適切な時期に計画改定を実施することができた。

　昨今、道路施設の老朽化対策に資する国の支援体制が充実・拡充されているため、引き続き、予防保全の観点も含めた老朽化対策を計画的に実施していく。
※事後評価の時期※
　当計画は平成30年度～令和４年度の５ヵ年計画のため、通常であれば５年間の予算執行が完了した時点で事後評価を行うこととなる。しかし、令和２年度から老朽
化対策にかかる国の予算種別が交付金から個別補助に移行したことに伴い、当計画の要素事業のうち、国土強靭化３ヵ年緊急対策を除く要素事業(約95%)も個別補助(
道路メンテナンス事業)へ移行された。そこで、当計画に残った要素事業の予算執行が完了したR4.3に事後評価を行うこととした。



○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

最　終
目標値

100%
３ヵ年(H30～R2)の対策実施率は約89%(R2個別補助含む。交付金のみでは78%)であり、R3年度もこれまでと同等以上の予算規模にて対策実施中

のため、目標達成は確実と判断される。(事後評価時点：R4.3)

最　終
100%

実績値

 2

最　終
目標値

100%
各市町とも１巡目点検(H26-H30)にて対象施設全ての法令点検を完了したうえで、２巡目点検(R1-R5)も計画的に点検実施中のため、目標達成

は確実と判断される。(事後評価時点：R4.3)

最　終
100%

実績値

1 案件番号：0000384015


