
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年07月07日

計画の名称 安全で快適なやすらぎのあるまちづくり（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 矢巾町

計画の目標 １　矢巾町民の移動の安全性の向上を図り、かつ岩手医科大学付属病院総合移転計画に伴う安全、安心な広域医療の支援を担う路線整備を行う

２　安全で住み良い交通社会を確立するため、歩道整備、通学路の整備と併せ街路灯の設置を行うなど、歩行空間の環境を整える

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 735  Ａ                 714  Ｂ                   0  Ｃ                  21  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      2.85 ％

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

H27当初 H29末 H31末

   1 道路機能を保全するために対策が必要な道路の整備率向上

補修　道路の機能を保全する必要が認められる道路の整備率を算出する 0％ 35％ 70％

Σ対策をおこなった道路延長／Σ対策を要する道路延長（％）

   2 交通安全施設の整備が必要な車道及び舗装の整備率向上

交安　交通安全施設の整備が必要と認められる道路の整備率を算出する 30％ 50％ 80％

Σ対策をおこなった道路延長／Σ対策を要する道路延長（％）

備考等 個別施設計画を含む － 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： 0000233287



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

交安 （１）白北線　白沢工区 自歩道新設　L=0.6km 矢巾町  ■  ■  ■  ■         108 －

A01-002

道路 一般 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

交安 （２）藤沢９号線　藤沢

工区

歩道新設　L=0.35km 矢巾町  ■  ■  ■         101 －

A01-003

道路 雪寒 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

除雪（

機械）

除雪機械整備事業 除雪機械　３台 矢巾町  ■  ■          29 －

A01-004

道路 雪寒 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

雪寒 （１）安庭線外　下矢次

工区外

融雪設備改修　２個所 矢巾町  ■  ■  ■           0 未策定

A01-005

道路 一般 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

修繕 （１）田中横道線外交通

安全施設整備事業

道路照明　２０基 矢巾町  ■  ■  ■  ■  ■           0 －

A01-006

道路 一般 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

点検調

査

（他）砂北線外道路付属

物補修事業

道路付属物点検　200基 矢巾町  ■          15 未策定

1 案件番号：  0000233287



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

修繕 （他）砂北線外道路付属

物補修事業

道路付属物補修　200基 矢巾町  ■  ■  ■  ■  ■           0 未策定

A01-008

道路 一般 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

修繕 流通センター地内道路付

属物改修事業

道路照明等　100基 矢巾町  ■  ■           0 未策定

A01-009

道路 一般 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

修繕 （１）田中横道線外　北

矢幅外工区

舗装修繕　L=21.6km 矢巾町  ■  ■  ■  ■  ■           0 未策定

A01-010

道路 雪寒 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

除雪（

機械）

除雪機械（ハンドガイド

）

除雪機購入　３台 矢巾町  ■           2 －

A01-011

道路 一般 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

交安 （１）中央１号線　藤沢

工区ほか

自歩道新設　L=1.3km 矢巾町  ■  ■  ■           0 －

A01-012

道路 一般 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

交安 （１）安庭線　煙山工区 自歩道新設　L=0.6km 矢巾町  ■  ■  ■  ■         198 －

2 案件番号：  0000233287



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

交安 （他）堤川目線　煙山工

区ほか

自歩道新設　L=1.41km 矢巾町  ■         143 －

A01-014

道路 一般 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

交安 （２）宮田線　広宮沢工

区

自歩道新設　L=0.16km 矢巾町  ■  ■         114 －

A01-015

道路 一般 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

交安 島線　高田工区 歩道新設　L=350ｍ 矢巾町  ■  ■           4 －

 小計         714

合計         714

3 案件番号：  0000233287



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 矢巾町 直接 矢巾町 市町村

道

調査 （２）宮田線　広宮沢工

区

路面性状調査　L=100km 矢巾町  ■          21 －

路面性状調査によって路面の損傷具合を把握することにより、経済活動の基盤となる道路の補修を計画的かつ効果的に実施し快適で安全・安心な通行を確保する

 小計          21

合計          21

1 案件番号：  0000233287



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）

事業担当部署にて事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000233287案件番号：

令和２年６月

矢巾町ホームページ

・他事業も活用しながら、通学路整備進捗率の向上を図ることができた。

・老朽化した除雪機械の更新を図ることができた。
・ハンドガイド除雪機の購入により、地域の生活道路除雪が可能となった。

　引き続き通学路整備を推進することで、安全で快適かつ、利用者の利便性が向上する道路交通網を実現する。



○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

補修系

最　終
目標値

70％
矢巾ｽﾏｰﾄIC関連及び地元要望の強かった通学路整備を優先して行い、補修事業は町単独費により対応したため。

最　終
0％

実績値

 2

交安系

最　終
目標値

80％
一部事業を社会資本総合交付金(通常)、地方道国庫補助により事業を実施したため。

最　終
29％

実績値

1 案件番号：0000233287


