
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会資本総合整備計画　事後評価書
4 計画的修繕により道路施設の長寿命化を推進する安心・安全を次世代に引き継ぐ道づくり（防災・安全）

平成24年度　～　平成28年度　（5年間）

今後、老朽化が予想される道路ストック（橋梁・舗装等）を計画的に修繕し、信頼性の高い道路ネットワークを確保する。
また、従来の対処療法的な管理から予防保全的な管理を行うことで将来の維持管理コストの縮減を図り、次世代へ道路ネットワークを引き継ぐ。

・橋梁長寿命化修繕計画に位置づけた橋梁（3551橋）のうち、本整備計画に位置づけた橋梁（506橋）を確実に修繕し、5年後にその整備率を100％とする。

・安心な道路ネットワークを確保するため、本整備計画に位置づけた道路ストックにかかる施設台帳(管理台帳)を整備し、5年後にその整備率を100％とする。
・次世代へ道路ネットワークを引き継ぐため、計画的な修繕を行い、将来の維持管理コストを164億円削減する。

（H24当初） （H26末） （H28末）
計画的な橋梁の修繕を進め、その修繕率を指標とする。
　(橋梁修繕率) ＝　(修繕実施橋梁数)　／　(本整備計画に位置づけた橋梁数)
計画的な舗装の修繕を進め、その修繕率を指標とする。

計画的な修繕を行うことにより、将来削減出来うる維持管理コストを指標とする。（LCC比較による）
　(削減出来うる維持管理コスト) ＝　(対処療法の修繕でかかる維持管理コスト) － (予防保全の修繕でかかる維持管理コスト)

百万円 百万円 百万円 百万円

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

山梨県において各交付団体における目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28 （百万円） 策定状況

4-A01-1 道路 一般 甲府市 直接 甲府市 市町村道 修繕 152 策定済

4-A01-3 道路 一般 甲府市 直接 甲府市 市町村道 修繕 145 策定中 継続

4-A01-4 道路 一般 甲府市 直接 甲府市 市町村道 修繕 27 策定済

4-A01-5 道路 一般 甲府市 直接 甲府市 市町村道 修繕 8 策定済

4-A01-6 道路 一般 甲府市 直接 甲府市 市町村道 修繕 213 策定済

4-A01-7 道路 一般 甲府市 直接 甲府市 市町村道 修繕 10 －

4-A01-8 道路 一般 甲府市 直接 甲府市 市町村道 修繕 37 策定済

4-A01-9 道路 一般 甲府市 直接 甲府市 市町村道 計画・調査 61 策定済

4-A01-10 道路 一般 甲府市 直接 甲府市 市町村道 計画・調査 3 －

4-A02-1 道路 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 市町村道 修繕 32 策定済

4-A02-2 道路 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 市町村道 修繕 16 策定済

4-A02-3 道路 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 市町村道 修繕 58 策定済

4-A02-4 道路 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 市町村道 修繕 6 －

4-A02-6 道路 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 市町村道 修繕 16 策定中 継続

4-A02-7 道路 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 市町村道 計画・調査 10 策定済

4-A03-1 道路 一般 都留市 直接 都留市 市町村道 修繕 257 策定済

4-A03-2 道路 一般 都留市 直接 都留市 市町村道 修繕 140 策定済

4-A03-3 道路 一般 都留市 直接 都留市 市町村道 修繕 9 策定済 継続

4-A03-8 道路 一般 都留市 直接 都留市 市町村道 修繕 79 － 継続

4-A03-9 道路 一般 都留市 直接 都留市 市町村道 計画・調査 21 策定済

4-A04-2 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 13 策定済

4-A04-3 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 9 策定済

4-A04-9 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 27 策定済 継続

4-A04-16 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 25 －

4-A04-17 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 0.1 －

4-A04-18 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 35 － 継続

4-A04-19 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 5 －天科線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.08km 山梨市

下栗原下石森線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.15km 山梨市

正徳寺紺屋３号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=2.30km 山梨市

加納岩小学校前通り線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.70km 山梨市

赤之浦線（赤岩橋）耐震補強事業 耐震補強（赤岩橋）、橋梁修繕 山梨市

都留市橋梁点検事業 定期点検（88橋） 都留市

１１８４号線（青山橋）耐震補強事業 耐震補強（青山橋）、橋梁修繕 山梨市

釜ノ原線（三之橋）耐震補強事業 耐震補強（三之橋）、橋梁修繕 山梨市

大原線（大原橋）耐震耐荷補強事業 耐震耐荷補強（大原橋）、橋梁修繕 都留市

サンタウン玉川線（石運橋）耐荷補強工事 詳細設計（石運橋） 都留市

側道古川渡東桂線外17路線舗装修繕事業 舗装修繕 L=8.5km 都留市

昭和大学通り線舗装修繕事業 舗装修繕 L=2.00km　調査設計 富士吉田市

点検計画に基づく定期点検（橋梁） 定期点検（55橋） 富士吉田市

佐伯橋線（佐伯橋）耐震補強事業 耐震補強（佐伯橋）、橋梁修繕 都留市

新町小明見線（小明見橋）耐震補強事業 耐震補強（小明見橋）、橋梁修繕 富士吉田市

富士吉田市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕（武蔵跨道橋外5橋） 富士吉田市

大明見下の水線（背戸山トンネル）修繕事業 トンネル（背戸山トンネル）修繕 富士吉田市

路面下空洞調査事業 路面下空洞調査 甲府市

善光寺蓬沢線外耐震補強事業 耐震補強、橋梁修繕 甲府市

昭和通り線（昭和橋）耐震補強事業 耐震補強（昭和橋）、橋梁修繕 富士吉田市

大津極楽寺線（二川橋）耐震補強事業

点検計画に基づく定期点検（橋梁） 定期点検（相川二之橋外566橋） 甲府市

耐震補強（二川橋）、橋梁修繕 甲府市

朝日学校前通り線外道路附属物修繕事業 道路附属物修繕 甲府市

交付期間終了後

公表の方法

ホームページにて公表

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

下向山2326号線（金沢橋）耐震補強事業 耐震補強（金沢橋）、橋梁修繕 甲府市

塔岩塚原線外舗装修繕事業 舗装修繕 L=5.00km 甲府市

富竹下飯田線（常閑橋）耐震補強事業 耐震補強（常閑橋）、橋梁修繕 甲府市

甲府市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕（相川二之橋外566橋） 甲府市

（事業箇所）

0% 50.0% 100.0%

　(道路ストック施設台帳整備率) ＝　(事業実施期間で整備した道路ストック施設台帳)　／　(本整備計画に位置づけた道路ストック施設台帳) 0% 50.0% 100.0%

- - 164億円

668 効果促進事業費の割合
9.9%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

6,764
Ａ

6,096
Ｂ

0
Ｃ

計画の目標

　　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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

令和2年3月18日

計画の名称 重点配分対象の該当 -

計画の期間 交付対象
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、
上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、
西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村



4-A04-22 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 28 － 継続

4-A04-30 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 164 － 継続

4-A04-31 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 2 －

4-A04-32 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 修繕 38 策定済

4-A04-33 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 計画・調査 36 策定済

4-A05-2 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 51 策定済

4-A05-3 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 13 策定済

4-A05-4 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 25 策定済

4-A05-7 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 17 －

4-A05-8 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 6 策定済

4-A05-9 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 19 策定済

4-A05-10 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 14 策定済

4-A05-11 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 25 策定済 継続

4-A05-12 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 20 策定済

4-A05-13 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 45 策定済

4-A05-14 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 12 策定済 継続

4-A05-15 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 修繕 28 策定済 継続

4-A05-16 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村道 計画・調査 41 策定済

4-A06-1 道路 一般 韮崎市 直接 韮崎市 市町村道 修繕 19 策定済 継続

4-A06-2 道路 一般 韮崎市 直接 韮崎市 市町村道 修繕 220 策定済 継続

4-A06-7 道路 一般 韮崎市 直接 韮崎市 市町村道 計画・調査 43 策定済

4-A07-1 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 31 策定済 継続

4-A07-2 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 5 策定済

4-A07-3 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 7 策定済

4-A07-4 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 58 策定済

4-A07-5 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 16 策定済

4-A07-6 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 43 策定済 継続

4-A07-9 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 9 未策定 継続

4-A07-10 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 1 未策定

4-A07-11 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 11 未策定 継続

4-A07-13 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 修繕 78 策定済

4-A07-15 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 計画・調査 27 策定済

4-A07-16 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 計画・調査 5 未策定

4-A08-1 道路 一般 北杜市 直接 北杜市 市町村道 修繕 19 策定済

4-A08-2 道路 一般 北杜市 直接 北杜市 市町村道 修繕 41 策定済

4-A08-3 道路 一般 北杜市 直接 北杜市 市町村道 修繕 134 策定済 継続

4-A08-7 道路 一般 北杜市 直接 北杜市 市町村道 修繕 30 －

4-A08-8 道路 一般 北杜市 直接 北杜市 市町村道 修繕 31 －

4-A08-9 道路 一般 北杜市 直接 北杜市 市町村道 修繕 24 策定済 継続

4-A08-10 道路 一般 北杜市 直接 北杜市 市町村道 計画・調査 74 策定済

4-A09-1 道路 一般 甲斐市 直接 甲斐市 市町村道 修繕 52 策定済

4-A09-2 道路 一般 甲斐市 直接 甲斐市 市町村道 計画・調査 8 策定済

4-A10-1 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 修繕 19 策定済 継続

4-A10-2 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 修繕 161 策定済

4-A10-3 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 修繕 74 策定済

4-A10-5 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 修繕 14 －

4-A10-6 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 修繕 29 －

4-A10-7 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 修繕 15 －

4-A10-8 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 修繕 2 －

4-A10-9 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 修繕 28 － 継続

4-A10-10 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 修繕 15 － 継続

4-A10-11 道路 一般 笛吹市 直接 笛吹市 市町村道 計画・調査 68 策定済

4-A11-1 道路 一般 上野原市 直接 上野原市 市町村道 修繕 124 策定済

4-A11-5 道路 一般 上野原市 直接 上野原市 市町村道 修繕 5 －

4-A11-6 道路 一般 上野原市 直接 上野原市 市町村道 修繕 10 －

4-A11-7 道路 一般 上野原市 直接 上野原市 市町村道 修繕 8 －

4-A11-8 道路 一般 上野原市 直接 上野原市 市町村道 修繕 9 －

4-A11-9 道路 一般 上野原市 直接 上野原市 市町村道 修繕 0.4 －

4-A11-10 道路 一般 上野原市 直接 上野原市 市町村道 修繕 14 － 継続

上野原市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強 上野原市

上野原市鶴島駒門線白山橋架替事業 橋梁架替 L=0.35km 上野原市

大野日向線法面修繕事業

上平田和線法面修繕事業 法面修繕 L=0.34km 上野原市

上野原市トンネル修繕事業 トンネル修繕（桜井隧道外6本） 上野原市

法面修繕 L=0.05km 上野原市

登下線法面修繕事業 法面修繕 L=0.02km 上野原市

李平１号線外舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.34km 上野原市

１－５号線舗装修繕事業（広瀬工区)

１－２０号線舗装修繕事業（御坂工区） 舗装修繕 L=0.80km 笛吹市

笛吹市橋梁定期点検事業 橋梁定期点検 笛吹市

笛吹市道路附属物修繕事業 道路附属物修繕 笛吹市

１－２０号線舗装修繕事業（一宮工区） 舗装修繕 L=1.80km 笛吹市

舗装修繕 L=0.51km 笛吹市

１－５号線舗装修繕事業（八田・川中島工区） 舗装修繕 L=0.97km 笛吹市

１－９号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.19km 笛吹市

１－２０号線（花田橋）耐震補強事業 耐震補強（日中橋） 笛吹市

１－７号線（彩甲斐袴線橋）耐震補強事業 耐震補強（彩甲斐袴線橋） 笛吹市

笛吹市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕（国分第三橋外6橋） 笛吹市

甲斐市橋梁点検 橋梁定期点検(宇津谷橋外150橋) 甲斐市

甲斐市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強、橋梁点検（宇津谷橋外69橋） 甲斐市

北杜市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強　18橋 北杜市

北杜市点検計画に基づく定期点検（橋梁） 橋梁定期点検　394橋 北杜市

上手２号線擁壁補修事業 擁壁修繕 L=0.12km 北杜市

滝下小曽利線（中央橋）耐震補強事業 耐震補強（中央橋） 南アルプス市

江草・小笠原線外道路付属物補修工事 道路付属物補修 北杜市

鳥原・小淵沢線（流川橋）耐震・耐荷補強事業 耐震・耐荷補強（流川橋） 北杜市

江草・小笠原線外舗装修繕事業 舗装修繕 L=4.50km 北杜市

舗装長寿命化修繕計画 計画策定（下宮地荊沢線外59路線） 南アルプス市

大泉西井出３号線（甲川橋）耐震・耐荷補強事業 耐震・耐荷補強（甲川橋） 北杜市

点検計画に基づく定期点検（橋梁） 白根西橋外322橋 南アルプス市

荊沢湯沢線（東落合橋）耐荷補強事業 耐荷補強（東落合橋） 南アルプス市

荊沢市川大門線（狐川橋）耐震補強事業

白根３２号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.10km 南アルプス市

下宮地荊沢線外舗装修繕事業 舗装修繕 L=1.00km 南アルプス市

櫛形１７号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=1.00km 南アルプス市

耐震補強（狐川橋） 南アルプス市

櫛形１６号線（櫛形大橋）耐震補強事業 耐震補強（櫛形大橋） 南アルプス市

古屋敷沓沢線（金山沢橋）耐震補強事業 耐震補強（金山沢橋） 南アルプス市

落合本線（落合橋）耐震補強事業 耐震補強（落合橋） 南アルプス市

南アルプス市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕（滝坂橋外25橋） 南アルプス市

点検計画に基づく定期点検（橋梁）事業 橋梁定期点検　114橋 韮崎市

竜岡１８号線（堀切橋）耐震・耐荷補強事業 耐震・耐荷補強、現況拡幅（堀切橋） 韮崎市

小姓六ツ原線（小姓橋）耐震補強事業 耐震補強（小姓橋）、橋梁修繕 大月市

大寺線（大寺橋）耐震補強事業 耐震補強（大寺橋）、橋梁修繕 大月市

橋梁定期点検事業 橋梁定期点検 大月市

韮崎市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強（上野跨線橋外12橋） 韮崎市

奈良子向線（向橋）耐震補強事業 耐震補強（向橋）、橋梁修繕 大月市

川津畑六ツ原線（六ツ原橋）耐震補強事業 耐震補強（六ツ原橋）、橋梁修繕 大月市

真木トンネル修繕事業

幡野線（田幡橋）耐震補強事業 耐震補強（田幡橋）、橋梁修繕 大月市

川津畑六ツ原線（川津畑橋）耐震補強事業 耐震補強（川津畑橋）、橋梁修繕 大月市

トンネル修繕 L=0.15km 大月市

奈良子１号線（芦沢橋）耐震補強事業 耐震補強（芦沢橋）、橋梁修繕 大月市

浅川落合線（落合橋）耐震補強事業 耐震補強（落合橋）、橋梁修繕 大月市

花咲線ほか舗装修繕事業(大月町工区ほか) 舗装修繕 L=0.50km 大月市

総合グランド線外舗装修繕事業(七保町工区) 舗装修繕 L=1.38km 大月市

下栗原下石森線（新重川橋）耐震補強事業 耐震補強（新重川橋）、橋梁修繕 山梨市

宮古橋線舗装修繕事業(七保町工区) 舗装修繕 L=0.36km 大月市

橋梁点検事業 橋梁点検調査 山梨市

上神内川中央後屋敷線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.18km 山梨市

市役所前通り線（万力大橋）修繕事業 橋梁修繕（万力大橋） 山梨市

鴨居寺東後屋敷線舗装修繕事業 舗装修繕 L=1.00km 山梨市



4-A12-1 道路 一般 甲州市 直接 甲州市 市町村道 計画・調査 104 策定済

4-A12-2 道路 一般 甲州市 直接 甲州市 市町村道 修繕 29 策定済

4-A12-3 道路 一般 甲州市 直接 甲州市 市町村道 修繕 54 策定済

4-A12-4 道路 一般 甲州市 直接 甲州市 市町村道 修繕 99 策定済

4-A13-1 道路 一般 中央市 直接 中央市 市町村道 修繕 205 策定済 継続

4-A13-4 道路 一般 中央市 直接 中央市 市町村道 修繕 76 －

4-A13-5 道路 一般 中央市 直接 中央市 市町村道 修繕 18 －

4-A13-8 道路 一般 中央市 直接 中央市 市町村道 修繕 10 －

4-A13-9 道路 一般 中央市 直接 中央市 市町村道 計画・調査 16 策定済

4-A14-1 道路 一般 市川三郷町 直接 市川三郷町 市町村道 修繕 26 策定済 継続

4-A14-2 道路 一般 市川三郷町 直接 市川三郷町 市町村道 計画・調査 12 策定済

4-A15-1 道路 一般 早川町 直接 早川町 市町村道 修繕 83 策定済 継続

4-A15-2 道路 一般 早川町 直接 早川町 市町村道 修繕 91 策定済

4-A15-3 道路 一般 早川町 直接 早川町 市町村道 修繕 8 策定済 継続

4-A15-4 道路 一般 早川町 直接 早川町 市町村道 修繕 23 策定済

4-A15-5 道路 一般 早川町 直接 早川町 市町村道 計画・調査 16 策定済

4-A16-1 道路 一般 身延町 直接 身延町 市町村道 修繕 306 策定済 継続

4-A16-2 道路 一般 身延町 直接 身延町 市町村道 修繕 45 策定済

4-A16-3 道路 一般 身延町 直接 身延町 市町村道 修繕 14 未策定

4-A16-4 道路 一般 身延町 直接 身延町 市町村道 修繕 2 未策定

4-A16-5 道路 一般 身延町 直接 身延町 市町村道 修繕 5 策定済

4-A16-6 道路 一般 身延町 直接 身延町 市町村道 修繕 8 策定済

4-A16-7 道路 一般 身延町 直接 身延町 市町村道 修繕 10 未策定

4-A16-8 道路 一般 身延町 直接 身延町 市町村道 計画・調査 38 策定済

4-A17-1 道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村道 修繕 21 －

4-A17-4 道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村道 計画・調査 20 策定済

4-A17-5 道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村道 修繕 172 策定済

4-A18-1 道路 一般 富士川町 直接 富士川町 市町村道 修繕 90 策定済 継続

4-A18-2 道路 一般 富士川町 直接 富士川町 市町村道 修繕 12 －

4-A18-3 道路 一般 富士川町 直接 富士川町 市町村道 計画・調査 14 策定済

4-A18-4 道路 一般 富士川町 直接 富士川町 市町村道 修繕 8 － 継続

4-A18-5 道路 一般 富士川町 直接 富士川町 市町村道 修繕 17 － 継続

4-A19-1 道路 一般 昭和町 直接 昭和町 市町村道 修繕 32 策定済 継続

4-A19-3 道路 一般 昭和町 直接 昭和町 市町村道 計画・調査 6 策定済

4-A20-1 道路 一般 道志村 直接 道志村 市町村道 修繕 79 策定済 継続

4-A20-2 道路 一般 道志村 直接 道志村 市町村道 計画・調査 8 策定済

4-A21-1 道路 一般 西桂町 直接 西桂町 市町村道 修繕 14 策定済 継続

4-A21-2 道路 一般 西桂町 直接 西桂町 市町村道 計画・調査 6 策定済

4-A22-1 道路 一般 忍野村 直接 忍野村 市町村道 修繕 28 策定済 継続

4-A23-1 道路 一般 山中湖村 直接 山中湖村 市町村道 修繕 148 策定済 継続

4-A24-1 道路 一般 鳴沢村 直接 鳴沢村 市町村道 修繕 23 策定済

4-A24-3 道路 一般 鳴沢村 直接 鳴沢村 市町村道 修繕 28 策定済

4-A24-4 道路 一般 鳴沢村 直接 鳴沢村 市町村道 修繕 18 －

4-A24-5 道路 一般 鳴沢村 直接 鳴沢村 市町村道 修繕 67 策定済

4-A24-6 道路 一般 鳴沢村 直接 鳴沢村 市町村道 修繕 31 策定済

4-A24-7 道路 一般 鳴沢村 直接 鳴沢村 市町村道 修繕 4 策定済

4-A24-8 道路 一般 鳴沢村 直接 鳴沢村 市町村道 修繕 3 策定済

4-A25-1 道路 一般 富士河口湖町 直接 富士河口湖町 市町村道 修繕 4 策定済 継続

4-A25-2 道路 一般 富士河口湖町 直接 富士河口湖町 市町村道 修繕 120 －

4-A25-3 道路 一般 富士河口湖町 直接 富士河口湖町 市町村道 修繕 64 －

4-A25-4 道路 一般 富士河口湖町 直接 富士河口湖町 市町村道 計画・調査 9 策定済

4-A26-1 道路 一般 小菅村 直接 小菅村 市町村道 修繕 53 －

4-A27-1 道路 一般 丹波山村 直接 丹波山村 市町村道 修繕 77 策定済 継続

4-A27-2 道路 一般 丹波山村 直接 丹波山村 市町村道 修繕 28 －

4-A27-3 道路 一般 丹波山村 直接 丹波山村 市町村道 修繕 11 －

4-A27-4 道路 一般 丹波山村 直接 丹波山村 市町村道 計画・調査 9 －

小計（道路事業） 6,096 －

鴨沢小袖線舗装修繕事業 舗装修繕 L=3.50km 丹波山村

押垣外線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.40km 丹波山村

点検計画に基づく定期点検（橋梁） 橋梁定期点検 丹波山村

富士河口湖町橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強（無名橋外88橋） 富士河口湖町

点検計画に基づく定期点検（橋梁） 定期点検　89橋 富士河口湖町

余沢・降矢戸線舗装修繕事業 舗装修繕 L=2.60km 小菅村

丹波山村橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕（源太川橋外9橋） 丹波山村

富士河口湖町舗装修繕対策事業 ０１０２号線外5路線 富士河口湖町

５１０８号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=1.30km 富士河口湖町

西桂町橋梁長寿命化事業 橋梁修繕、耐震補強(桂大橋他) 西桂町

舗装修繕 L=0.43km 鳴沢村

４３０号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.59km 鳴沢村

７３１・７３３号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.30km 鳴沢村

７２６号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.60km 鳴沢村

５６５号線外排水施設整備事業 排水施設整備 A=1,500㎡ 鳴沢村

Ⅱ－５号線舗装修繕事業（１期） 舗装修繕 L=1.10km 鳴沢村

２１５号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.82km 鳴沢村

７３１号線舗装修繕事業

忍野村橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強（お宮橋外29橋） 忍野村

山中湖村橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強（上二の橋外29橋） 山中湖村

点検計画に基づく定期点検（橋梁） 定期点検(桂大橋他20橋) 西桂町

道志村点検計画に基づく橋梁定期点検事業 橋梁定期点検 道志村

点検計画に基づく定期点検（橋梁） 定期点検（常永橋外81橋） 昭和町

道志村橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強、橋梁点検 道志村

仙洞田1号線（八幡隧道）修繕事業 ﾄﾝﾈﾙ修繕 L=111m 富士川町

昭和町橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強（常永橋外2橋） 昭和町

金手小林２号線道路舗装工事 舗装修繕 L=1.60km 富士川町

点検計画に基づく定期点検事業 橋梁定期点検158橋 富士川町

富士川町町内路線舗装修繕事業 舗装修繕 L=0.19㎞ 富士川町

富士川町橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕（遠田1の橋外28橋） 富士川町

点検計画に基づく定期点検（橋梁） 定期点検（福士川橋外181橋） 南部町

大須成・切石線（天白隧道）修繕事業 トンネル修繕（天白隧道） 身延町

下町・カニ谷線（西島歩道橋）修繕事業 耐震補強（西島歩道橋） 身延町

南部町橋梁耐震補強事業 橋梁修繕、耐震補強（船山川橋外10橋） 南部町

点検計画に基づく定期点検（橋梁） 定期点検（身延川橋他１８６橋） 身延町

楮根南部線舗装修繕事業 舗装修繕 L=1.00km 南部町

丸滝線（丸滝歩道橋）修繕事業 耐震補強（丸滝歩道橋） 身延町

大須成・切石線（打越隧道）修繕事業 トンネル修繕（打越隧道） 身延町

身延町橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強（身延川橋外31橋） 身延町

身延上河原線（白雲橋）耐震補強事業 耐震補強（白雲橋） 身延町

宇野尾線（宇野尾隧道）修繕事業

古屋線（太古橋）耐震補強事業 耐震補強（太古橋） 早川町

於伊勢久田子線（久田子橋）耐震補強事業 耐震補強（久田子橋） 早川町

トンネル修繕（宇野尾隧道） 身延町

早川線（早栄橋）耐震補強事業 耐震補強（早栄橋） 早川町

橋梁点検計画に基づく橋梁点検

市川三郷町道路施設等点検計画に基づく定期点検 橋梁定期点検（網倉橋外101橋） 市川三郷町

市川三郷町橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強（学園橋外11橋） 市川三郷町

橋梁定期点検 早川町

早川町橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、（鷲尾橋外12橋） 早川町

昭和玉穂線舗装修繕事業（若宮工区）

１００６号線道路修繕事業 路肩修繕 L=0.05km 中央市

中央市点検計画に基づく定期点検(橋梁)事業 定期点検（山王川橋外61橋） 中央市

舗装修繕 L=0.70km 中央市

下岩崎1号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=1.50km 甲州市

上於曽11号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=1.30km 甲州市

相生玉穂線舗装修繕事業（中楯工区） 舗装修繕 L=0.43km 中央市

中央市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強（戊申橋外20橋） 中央市

三日市場49号線舗装修繕事業 舗装修繕 L=1.30km 甲州市

甲州市橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕、耐震補強（メガネ橋外12橋）、点検 甲州市



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

4-C01-2 計画・調査 一般 甲府市 直接 甲府市 6

4-C01-3 計画・調査 一般 甲府市 直接 甲府市 52

4-C02-2 計画・調査 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 10

4-C03-1 計画・調査 一般 都留市 直接 都留市 18

4-C04-1 計画・調査 一般 山梨市 直接 山梨市 8

4-C04-2 計画・調査 一般 山梨市 直接 山梨市 7

4-C05-1 計画・調査 一般 大月市 直接 大月市 43

4-C05-2 計画・調査 一般 大月市 直接 大月市 7

4-C05-4 計画・調査 一般 大月市 直接 大月市 1

4-C05-5 計画・調査 一般 大月市 直接 大月市 12

4-C06-3 計画・調査 一般 韮崎市 直接 韮崎市 10

4-C07-1 計画・調査 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 16

4-C07-2 計画・調査 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 5

4-C07-3 計画・調査 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 7

4-C08-1 計画・調査 一般 北杜市 直接 北杜市 36

4-C08-3 計画・調査 一般 北杜市 直接 北杜市 8

4-C08-4 計画・調査 一般 北杜市 直接 北杜市 0.2

4-C08-5 計画・調査 一般 北杜市 直接 北杜市 18

4-C08-6 撤去 一般 北杜市 直接 北杜市 71

4-C09-1 計画・調査 一般 甲斐市 直接 甲斐市 9

4-C10-2 計画・調査 一般 笛吹市 直接 笛吹市 10

4-C10-5 計画・調査 一般 笛吹市 直接 笛吹市 20

4-C10-6 計画・調査 一般 笛吹市 直接 笛吹市 14

4-C11-1 計画・調査 一般 上野原市 直接 上野原市 6

4-C11-3 計画・調査 一般 上野原市 直接 上野原市 7

4-C11-4 計画・調査 一般 上野原市 直接 上野原市 3

4-C12-2 計画・調査 一般 甲州市 直接 甲州市 10

4-C12-3 計画・調査 一般 甲州市 直接 甲州市 10

4-C13-2 計画・調査 一般 中央市 直接 中央市 7

4-C13-4 計画・調査 一般 中央市 直接 中央市 20

4-C14-2 計画・調査 一般 市川三郷町 直接 市川三郷町 10

4-C15-1 計画・調査 一般 早川町 直接 早川町 3

4-C15-2 計画・調査 一般 早川町 直接 早川町 22

4-C16-2 計画・調査 一般 身延町 直接 身延町 50

4-C16-3 計画・調査 一般 身延町 直接 身延町 7

4-C17-1 計画・調査 一般 南部町 直接 南部町 1

4-C17-2 計画・調査 一般 南部町 直接 南部町 25

4-C17-3 計画・調査 一般 南部町 直接 南部町 2

4-C18-1 計画・調査 一般 富士川町 直接 富士川町 8

4-C18-3 計画・調査 一般 富士川町 直接 富士川町 10

4-C19-2 計画・調査 一般 昭和町 直接 昭和町 6

4-C20-1 計画・調査 一般 道志村 直接 道志村 4

4-C20-3 計画・調査 一般 道志村 直接 道志村 5

4-C21-1 計画・調査 一般 西桂町 直接 西桂町 4

4-C22-1 計画・調査 一般 忍野村 直接 忍野村 4

4-C23-1 計画・調査 一般 山中湖村 直接 山中湖村 3

4-C23-2 計画・調査 一般 山中湖村 直接 山中湖村 7

4-C24-1 計画・調査 一般 鳴沢村 直接 鳴沢村 5

4-C24-2 計画・調査 一般 鳴沢村 直接 鳴沢村 4

4-C25-1 計画・調査 一般 富士河口湖町 直接 富士河口湖町 8

4-C25-3 計画・調査 一般 富士河口湖町 直接 富士河口湖町 20

4-C26-1 計画・調査 一般 小菅村 直接 小菅村 5

4-C27-2 計画・調査 一般 丹波山村 直接 丹波山村 5

合計 668

小菅村道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、法面等、道路構造物） 小菅村

富士河口湖町道路施設点検事業 道路ストック点検（トンネル、舗装） 富士河口湖町

丹波山村道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、法面等、道路構造物） 丹波山村

舗装長寿命化修繕計画 舗装調査・計画策定（Ⅱ-5号線外） 鳴沢村

橋梁長寿命化修繕計画 計画策定（上二の橋外29橋） 富士河口湖町

山中湖村道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、法面） 山中湖村

鳴沢村道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、法面等、道路構造物） 鳴沢村

橋梁長寿命化修繕計画に基づく定期点検 定期点検（お宮橋外29橋） 忍野村

橋梁長寿命化修繕計画 計画策定（上二の橋外29橋） 山中湖村

道志村道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、法面等、道路構造物等） 道志村

西桂町道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、道路構造物） 西桂町

橋梁長寿命化修繕計画 計画策定（椿沢橋外16橋） 道志村

富士川町道路ストック点検事業 道路ストック点検（トンネル、舗装、法面等、道路構造物） 富士川町

昭和町道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、道路構造物） 昭和町

橋梁長寿命化修繕計画 計画策定（小室道橋外150橋） 富士川町

南部町道路ストック点検事業 道路ストック点検（橋梁、舗装、法面等、道路構造物） 南部町

橋梁長寿命化修繕計画 計画策定（小川橋外153橋） 南部町

身延町道路ストック修繕計画 計画策定（トンネル、舗装、法面等、道路構造物） 身延町

南部町舗装調査事業 路面性状調査（楮根南部線外2線） 南部町

身延町道路ストック点検事業 道路ストック点検（トンネル、舗装、法面等、道路構造物） 身延町

橋梁長寿命化修繕計画に基づく定期点検 定期点検（鷲尾橋外25橋） 早川町

早川町道路ストック点検事業 道路ストック点検（トンネル、舗装、法面等、道路構造物等） 早川町

市川三郷町道路ストック点検事業 道路ストック点検（トンネル、舗装、法面等、道路構造物等） 市川三郷町

中央市道路ストック点検事業 道路ストック点検（橋梁、舗装、法面等、道路構造物） 中央市

橋梁長寿命化修繕計画 計画策定（橋長10m以上の橋梁） 中央市

舗装長寿命化修繕計画 舗装調査・計画策定（上於曽81線外5路線） 甲州市

甲州市道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、法面等、道路構造物） 甲州市

上野原市道路ストック点検事業 道路ストック点検（トンネル） 上野原市

舗装長寿命化修繕計画 舗装調査・計画策定（本町新田線外） 上野原市

橋梁長寿命化修繕計画（移管分） 計画修正（無名橋外47橋） 笛吹市

橋梁長寿命化修繕計画 計画策定（小和田橋外242橋） 上野原市

舗装長寿命化修繕計画 舗装調査・計画策定（１－５号線外10線） 笛吹市

笛吹市道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、法面等、道路構造物） 笛吹市

横針橋（中央道OV)撤去事業 跨道橋１橋L＝0.04㎞ 北杜市

甲斐市道路ストック点検事業 道路ストック点検（舗装、法面、道路附属物等） 甲斐市

橋梁長寿命化修繕計画に基づく緊急点検 緊急点検（15橋） 北杜市

北杜市道路施設点検事業 道路ストック点検（法面等、道路構造物） 北杜市

橋梁長寿命化修繕計画（修正） 計画修正（須玉大橋外282橋） 北杜市

舗装長寿命化修繕計画 舗装調査・計画策定（江草・小笠原線外10線） 北杜市

舗装長寿命化修繕計画 舗装調査・計画策定（下宮地荊沢線外6路線） 南アルプス市

南アルプス市道路ストック点検支援事業 施設台帳デジタル化等 南アルプス市

韮崎市道路ストック総点検事業 道路ストック点検（トンネル、舗装、法面、道路構造物） 韮崎市

橋梁長寿命化修繕計画 計画策定（神山橋外248橋） 南アルプス市

道路附属物点検支援事業 ストック点検車両（高所リフト車）購入 1台 大月市

大月市道路施設点検事業 道路道路施設点検（法面、道路附属物等） 大月市

橋梁長寿命化修繕計画に基づく定期点検 定期点検（塩瀬大橋外98橋） 大月市

大月市舗装調査事業 路面性状調査(大月本通り線外65線） 大月市

舗装長寿命化修繕計画 舗装調査・計画策定（下栗原下石森線外） 山梨市

山梨市道路ストック総点検事業 道路ストック点検（法面、道路構造物） 山梨市

富士吉田市道路ストック総点検事業 道路ストック点検（トンネル、舗装、法面、道路構造物） 富士吉田市

都留市道路ストック総点検事業 道路ストック点検（橋梁、舗装） 都留市

橋梁長寿命化修繕計画に基づく定期点検 定期点検（相川二之橋外29橋） 甲府市

甲府市道路ストック総点検事業 道路ストック点検（トンネル、舗装、法面、道路構造物） 甲府市

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円） 備考

工種



番号

4-C01-2 道路事業（4-A01-1）の効果を発揮するため、今後、老朽化が想定される橋梁について、橋梁長寿命化修繕計画によるきめ細かい維持管理を行い施設の延命を図り、地域道路網の信頼性を確保する。

4-C01-3 道路事業（4-A01-3ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C02-2 道路事業（4-A02-4）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C03-1 道路事業（4-A03-1）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C04-1 道路事業（4-A04-16ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C04-2 道路事業（4-A04-1ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C05-1 道路事業（4-A05-8ほか）の効果を発揮するため、橋梁長寿命化修繕計画に位置づけた橋梁を定期点検することにより、最新の健全度（損傷程度）の把握、カルテの更新を行い、適切な橋梁修繕を図る。

4-C05-2 道路事業（4-A05-7）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C05-4 道路事業（4-A05-7）の効果を発揮するため、トンネルや照明等について、直営の点検を実施し、ストックの現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C05-5 道路事業（4-A05-7）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路施設の総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C06-3 道路事業（4-A06-3）の効果を発揮するため、、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C07-1 道路事業（4-A07-1）の効果を発揮するため、今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C07-2 道路事業（4-A07-9ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C07-3 道路事業（4-A07-1ほか）の効果を発揮するため、道路ストックの施設台帳の高度化を図り、道路ストックの現状を把握と台帳整備を実施し、計画的な道路施設の修繕を実施する。

4-C08-1 道路事業（4-A08-9）の効果を発揮するため、最新の橋梁長寿命化修繕計画に修正し、優先的な橋梁修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C08-3 道路事業（4-A08-3ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C08-4 道路事業（4-A08-9）の効果を発揮するため、橋梁長寿命化修繕計画に位置づけた橋梁の中で緊急点検が必要な橋梁を点検・応急対応することにより、適切な橋梁修繕を図る。

4-C08-5 道路事業（4-A08-7ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C08-6 道路事業（4-A08-9）と一体的に経年劣化が激しい跨線橋を撤去することにより、道路幹線ネッツトワークでもある中央自動車道路の安全性を図る。

4-C09-1 道路事業（4-A09-1ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C10-2 道路事業（4-A-ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C10-5 道路事業（4-A10-5ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C10-6 道路事業（4-A10-1）の効果を発揮するため、道路認定等の見直しによる管理橋梁数の変更が生じたため、最新の橋梁長寿命化修繕計画を作成し、優先的な橋梁修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C11-1 道路事業（4-A11-1）の効果を発揮するため、今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C11-3 道路事業（4-A11-2ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C11-4 道路事業（4-A11-9）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C12-2 道路事業（4-A12-2ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C12-3 道路事業（4-A12-2ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C13-2 道路事業（4-A13-1）の効果を発揮するため、今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C13-4 道路事業（4-A13-4ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C14-2 道路事業（4-A14-1）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C15-1 道路事業（4-A15-1）の効果を発揮するため、橋梁長寿命化修繕計画に位置づけた橋梁を定期点検することにより、最新の健全度（損傷程度）の把握、カルテの更新を行い、適切な橋梁修繕を図る。

4-C15-2 道路事業（4-A15-1）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C16-2 道路事業（4-A16-3ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C16-3 道路事業（4-A16-3ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する道路インフラに対応するためストック点検を実施し、点検結果を基に修繕計画を策定することにより、優先的な修繕を進めていき道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C17-1 道路事業（4-A17-1ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C17-2 道路事業（4-A17-1ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C17-3 道路事業（4-A17-5ほか）の効果を発揮するため、今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C18-1 道路事業（4-A18-1）の効果を発揮するため、今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C18-3 道路事業（4-A18-2ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C19-2 道路事業（4-A19-2ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C20-1 道路事業（4-A20-1）の効果を発揮するため、今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C20-3 道路事業（4-A20-1）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C21-1 主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C22-1 道路事業（4-A22-1）の効果を発揮するため、橋梁長寿命化修繕計画に位置づけた橋梁を定期点検することにより、最新の健全度（損傷程度）の把握、カルテの更新を行い、適切な橋梁修繕を図る。

4-C23-1 道路事業（4-A23-1）の効果を発揮するため、今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C23-2 道路事業（4-A23-1）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C24-1 道路事業（4-A24-1ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C24-2 道路事業（4-A24-1ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C25-1 道路事業（4-A25-1ほか）の効果を発揮するため、今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C25-2 道路事業（4-A25-2ほか）の効果を発揮するため、今後、老朽化する鋪装の増加に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、優先的な舗装修繕を進めていき地域道路網の安全性・信頼性を確保する。

4-C25-3 道路事業（4-A25-2ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C26-1 道路事業（4-A26-1ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

4-C27-2 道路事業（4-A27-2ほか）の効果を発揮するため、主要路線を中心に道路ストックの総点検を実施し、現状把握及び、今後の対策を検討し、道路インフラ利用者の安全を確保したい。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

一体的に実施することにより期待される効果



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ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）

３．特記事項（今後の方針等）

指標③（削減出来うる
維持管理コスト）

整備計画の策定当初に比べ、労務単価の高騰や橋梁保全工事に関する経費の引き上げ等があったため、工事費が予定以上にかかってしま
い、必要予算が確保できなかったため橋梁の計画に位置付けていたすべてを実施できなかった。
当初予定していた目標には届かないが、計画的に修繕し将来の維持管理コストの縮減が図れている。

164億円

60億円

事業継続中の箇所については、早期に整備効果を発現できるよう事業進捗を図り、今後、老朽化が予想される道路ストックを計画的に修繕し、信頼性の高い道路ネットワークを確保する必要がある。
また、従来の対処療法的な管理から予防保全的な管理を行うことで将来の維持管理コストの縮減を図り、安心・安全を次世代に引き継ぐ道づくりを目指す。
地域住民が安心して利用できる環境整備に向けて、引き続き継続推進していく必要がある。

橋梁長寿命化修繕事業においては、計画的な橋梁の維持管理を行うことにより、橋も含めた道路網を利用する市民生活の安全性・信頼性が得られた。
計画的な舗装の修繕により市民生活の向上に寄与し、地域住民の安全性が向上した。
個別施設計画上に位置付けた橋梁及び舗装について、計画的に修繕し将来の維持管理コストの縮減を図り、信頼性の高い道路ネットワークを確保することができた。

指標①（橋梁修繕率）
整備計画の策定当初に比べ、労務単価の高騰や橋梁保全工事に関する経費の引き上げ等があったため、工事費が予定以上にかかってしま
い、必要予算が確保できなかったため橋梁の計画に位置付けていたすべての修繕を実施できなかった。
また、他機関との調整に期間を有したため当初予定より事業期間の延伸が必要となった。

100%

31%

指標②（道路ストック
施設台帳整備率）

占用者との掘削調整に時間を要し、舗装の計画に位置付けていたすべての路線を修繕できなかった。

100%

53%



（参考様式３）参考図面（防災・安全交付金　記載例）

計画の名称 4 計画的修繕により道路施設の長寿命化を推進し安心・安全を次世代に引き継ぐ道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成２４年度～平成２８年度（５年間） 交付団体
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中
央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口
湖町、小菅村、丹波山村

令和2年3月18日

北杜市

山梨市

丹波山村

小菅村

上野原市
大月市

都留市

道志村

山中湖村

忍野村

富士吉田市

鳴沢村

富士河口湖町

笛吹市

中央市

市川三郷町

身延町

南部町

早川町

富士川町

南アルプス市
昭和町

甲府市

甲斐市

韮崎市 甲州市

西桂町

20

141

411

140

139

413

139

138

137

20

358

140
52

300

139

52

469

N

凡 例
高速道路

国道

主要地方道

県道

ＪＲ

私鉄

甲府市内

4-A01-1 
橋梁修繕

4-A01-3 
舗装修繕

北杜市内

富士吉田市内

4-A02-1 橋梁修繕

都留市内

4-A04-2,3,9, 30
耐震補強

山梨市内

韮崎市内

南アルプス市内

甲斐市内

笛吹市内

甲州市内

上野原市内

市川三郷町内

富士河口湖町内

鳴沢村内

西桂町内

4-A11-1 橋梁修繕

4-A12-1 橋梁修繕、耐震補強、定期点検

4-A21-1 橋梁修繕

4-A21-2 定期点検

4-A24-1 ,3 , 5 ～8 舗装修繕

4-A24-4 排水施設整備

4-A25-1 橋梁修繕

4-A25-2 ,3 舗装修繕

4-A07-1 橋梁修繕

4-A07-2,3,5,6,13 耐震補強

4-A07-4 耐荷補強

4-A07-9～11 舗装修繕

4-A07-15 定期点検

4-A07-16 舗装長寿命化修繕計画

4-C07-1～3 計画・調査

4-A14-1 橋梁修繕

4-A10-1 橋梁修繕

4-A10-2,3 耐震補強

4-A10-5～7 舗装修繕

4-A10-8 道路附属物修繕

4-A08-1～2 耐震・耐荷補強

4-A08-3 舗装修繕

4-A08-7 道路付属物修繕

4-A08-8 擁壁修繕

4-A08-9 橋梁修繕

4-A08-10 定期点検

4-C08-1,3,4,5 計画・調査

4-C08-6 撤去

4-A09-1 橋梁修繕

4-A03-1 耐震補強

4-A04-16～19,22,31
舗装修繕

大月市内

4-A05-2～4 舗装修繕

4-A05-7 トンネル修繕

4-A11-5～6 法面修繕

4-A06-1 橋梁修繕

4-A06-2 耐震・耐荷補強

4-A06-7 定期点検

4-C06-3 計画・調査

中央市内

4-A13-1 橋梁修繕

4-A13-4,5 舗装修繕

早川町内

4-A15-1 橋梁修繕

4-A15-2～4 耐震補強

4-A16-1 橋梁修繕

身延町内

南部町内

4-A17-1 舗装修繕

富士川町内4-A18-1 橋梁修繕

4-A18-2 舗装修繕

昭和町内

4-A19-1 橋梁修繕

忍野村内

山中湖村内

丹波山村内

4-A23-1 橋梁修繕

4-A20-1 橋梁修繕

4-A22-1 橋梁修繕

道志村内

小菅村内

4-A26-1 舗装修繕

4-A27-1 橋梁修繕
4-A27-2,3 舗装修繕

4-A10-9～10 舗装修繕

4-A11-7 舗装修繕

4-A11-8 法面修繕

4-A03-2～3 耐震耐荷補強

4-A16-2 耐震補強

4-A01-4～6 
耐震補強

4-A01-7 
道路附属物修繕

4-A02-4 トンネル修繕

4-A02-2～3 耐震補強

4-A05-8～15 耐震補強

4-A11-9 トンネル修繕

4-A12-2～4 舗装修繕

4-A13-8 路肩修繕

4-A16-5～6 耐震補強
4-A16-3～4、7 トンネル修繕

4-A27-4 橋梁点検

4-A01-8 
耐震補強

4-A01-9 
定期点検

4-A03-8 舗装修繕

4-A03-9 定期点検

4-A04-32 橋梁修繕
4-A04-33 定期点検

4-A10-11 定期点検

4-A13-9 定期点検

4-A14-2 定期点検

4-A15-5 定期点検

4-A16-8 定期点検

4-A17-4 定期点検

4-A17-5 耐震補強

4-A18-3 定期点検

4-A25-4 定期点検

4-A01-10 
路面下空洞調査

4-A02-6 舗装修繕

4-A02-7 定期点検

4-A05-16 定期点検

4-A09-2 定期点検

4-A18-4 舗装修繕

4-A18-5 トンネル修繕

4-A19-3 定期点検

4-A20-2 定期点検

4-C18-1,3 計画・調査

4-C15-1,2 計画・調査

4-C19-2 計画・調査

4-C17-1～3 計画・調査

4-C16-2,3 計画・調査

4-C25-1,3 計画・調査

4-C24-1 ,2 計画・調査

4-C02-2 計画・調査

4-C23-1,2 計画・調査

4-C21-1 計画・調査

4-C22-1 計画・調査

4-C20-1,3 計画・調査

4-C03-1 計画・調査

4-C11-1,3,4 計画・修繕

4-C05-1､2､4､5 計画・調査

4-C26-1 計画・調査

4-C27-1,2 計画・調査

4-C12-2,3 計画・調査

4-C04-1,2
計画・調査

4-C01-2 、3
計画・調査

4-C09-1 計画・調査

4-C14-2 計画・調査

4-C13-2,4 計画・調査

4-C10-2 ,5 ,6 計画・調査

4-A11-10 橋梁架替
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