
令和３年度公共事業評価意見書に対する対応方針・対応状況

所管部 事業名 箇所・地区名 所在地 意見の内容 対応方針・対応状況

県土整備部 治水事業 横川 南アルプス市 　この事業は、南アルプス市の一級河川横川において治水安全度の向上を図るため伏越の増設を行
うものである。
　当該区間は、一級河川滝沢川と一級河川坪川の合流付近において交差し、伏越により両河川の下
をくぐり流下しているが、既存の伏越は流下能力が不足しており、昭和５７年、平成１２年、平成
２３年の台風により度々浸水被害が発生している状況である。また、近年、全国的に豪雨が頻発し
ており、早急に治水対策を実施する必要がある。
　本事業により、当該区間の流下能力が向上し、洪水被害の防止が期待される。また、地元からの
強い要望もあることから事業の必要性は高く、実施が妥当である。

（治水課）

県土整備部 道路事業 国道１３７号（新
たな御坂トンネ
ル）

南都留郡富士
河口湖町～笛
吹市

　この事業は、南都留郡富士河口湖町から笛吹市に至る国道１３７号において、安全で走りやす
く、災害に強い道路の確保を目的に道路改良と新たなトンネルの整備を行うものである。
　当該路線は、甲府都市圏と富士北麓地域を結ぶ、生活道路や観光道路、高次医療機関への救急搬
送路としての役割を担う重要な路線である。しかしながら、当該区間は、急勾配区間が連続してい
るなど走行性が悪く、地域間移動において多くの時間を要している。また、積雪時にはスタックに
よる立ち往生やスリップ事故が多発している。さらには、当該区間の既存のトンネルは老朽化が著
しい状況である。
　本事業により、避難路や救援路となる災害に強い道路の確保や二大生活圏である甲府都市圏と富
士北麓地域間のアクセスが向上し、信頼性の高い道路ネットワークの形成が大いに期待できること
から事業の必要性は高く、実施が妥当である。

（道路整備課）

農政部 耕作放棄地解
消・発生防止基
盤整備事業

旭 韮崎市 　この事業は、韮崎市南部の御勅使川扇状地で稲作が営まれている地域において、耕作放棄地を解
消し、農作業の効率化や農地の集積による産地の強化を目的として、区画整理等の生産基盤を整備
するものである。
　現在は、農地の区画が狭小な上に不整形で農道も狭いため、営農条件が悪い一部の水田や畑で
は、耕作放棄地が発生している状況であり、今後の増加も懸念されている。
　本事業により、耕作放棄地を解消し農地の有効活用を図りつつ、分散する水田と畑を団地化し、
農作業の効率化と担い手への農地集積による産地の強化が期待できることから、事業の必要性は高
く、実施が妥当である。

（耕地課）

県土整備部 道路事業 （一）休息山梨線
（東山梨跨線橋）

山梨市

事前評価（６件）

　この事業は、山梨市小原東の一般県道休息山梨線において、幹線道路ネットワークの形成を図る
ため道路整備を行うものである。
　当該路線は、山梨市中心部と甲州市中心部、中央自動車道の勝沼インターチェンジを結ぶ主要幹
線道路で物流や観光ルートとして重要な役割を担う路線である。しかしながら、現道は、狭隘で人
家が連担しており拡幅が困難である。そのため、現道と並行する市道の道路整備区間を県道に編入
し、ＪＲ中央本線交差部の跨線橋を県が整備するものである。
　本事業により、山梨市中心部と甲州市中心部のアクセスが向上するとともに、歩道を設置するこ
とで歩行者等の安全性が確保され、幹線道路としての機能向上が期待できることから事業の必要性
は高く、実施が妥当である。

（道路整備課）

県土整備部 街路事業 （都）田富町敷島
線（中下条Ⅱ期工
区）

甲斐市 　この事業は、甲斐市中下条の都市計画道路田富町敷島線において市街地内の交通の円滑化や無電
柱化を図るため道路改良や電線共同溝の整備を行うものである。
　当該路線は、甲府都市圏を中心とした幹線道路ネットワークの一部を構成し、地域住民の生活道
路として重要な役割を担っているが、当該区間のみが未改良となっているため、渋滞が慢性化して
いる状況である。また、小中学校の通学路となっているものの歩道が整備されていない箇所もあ
り、きわめて危険な状況である。
　本事業により、慢性化した渋滞の解消や市街地内の交通の円滑化、歩行者等の安全性の確保が期
待されることから事業の必要性は高く、実施が妥当である。

（都市計画課）



所管部 事業名 箇所・地区名 所在地 意見の内容 対応方針・対応状況

事前評価（６件）

県土整備部 住宅事業 県営住宅寿団地 富士吉田市 　この事業は、築後４９年が経過し、老朽化が著しく住居面積が狭小であるため改善が求められて
いる富士吉田市上暮地に立地する県営住宅寿団地の建替を行い、県民生活の安定と社会福祉の増進
に寄与するものである。
　本事業は、現在の居住水準を踏まえた計画となっており、エレベーターの設置及び室内外のバリ
アフリー化にも努めるなど多様な入居者に配慮された計画となっている。
　本事業により、適正な居住空間の確保が期待されることから事業の必要性は高く、実施が妥当で
ある。

（住宅対策室）



区分 所管部 事業名 箇所・地区名 所在地 意見書の内容 対応方針・対応状況

農政部

農政部 経営体育成基盤
整備事業

ゆずの郷 富士川町 　この事業は、甲府盆地南西に位置し、ゆずの栽培や稲作が盛んな山間地域において、担い手への農地
集積や農業生産力の向上、更には６次産業化の推進を通じた地域農業の発展を目的とし、区画整理や農
道等の農業生産基盤の整備を総合的に行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、高収益作物導入や農作業の安全に配慮したほ場の切盛土量の変更に
よる事業費の増額と、造成計画や換地計画の検討に日数を要したことによる事業期間の延伸である。
　現在、換地計画が確定したこと、また、本事業の完了により、農作業の効率化、農作物の６次産業化
など地域農業の活性化が期待されることから見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和６年度の完成に努められたい。

農政部 農地環境整備事
業

南アルプス西部 南アルプ
ス市

計画内容
を見直
し、工期
の変更を
行った上
で継続す
ることが
妥当と判
断した事
業

農政部 農地環境整備事
業

帯那棚田の里

農政部 畑地帯総合整備
事業

（耕地課）
見直し案のとおり令和５年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

黒駒西 笛吹市

（耕地課）
見直し案のとおり令和６年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

（耕地課）
見直し案のとおり令和７年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

経営体育成基盤
整備事業

龍岡

甲府市 　この事業は、甲府市北部の山間に位置する傾斜地特有の棚田で稲作を中心とした農業が営まれている
地域において、農作業の効率化・省力化による営農環境の改善を目的とし、用排水路や農道、区画整理
等の農業生産基盤の整備を総合的に行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、農道整備について、既存石積みの不安定箇所の安全確保を目的とし
た土留めや路側構造物の整備を追加したことによる事業費の増額と、鳥獣害防止施設の設置について地
元関係者との調整に日数を要したことによる事業期間の延伸である。
　本事業の完了により、営農環境の改善や地域活性化が期待されることから見直し案により事業を継続
することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和６年度の完成に努められたい。

再評価（１５件）

　この事業は、甲府盆地西部の中山間地域に位置する傾斜地特有の棚田で稲作や果樹栽培などの多様な
農業が営まれている地域において、農作業の効率化・省力化による営農環境の改善を目的とし、用排水
路や区画整理等の農業生産基盤の整備を総合的に行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、用排水路、農道整備について既存石積みの不安定箇所の安全確保を
目的とした土留めや路側構造物の整備を追加したことによる事業費の増額と、換地計画に関する地権者
との調整や設計検討に日数を要したことによる事業期間の延伸である。
　当該地区は、安定的な用水の確保や区画整理など地域農業の活性化に不可欠な整備を行うものであ
り、現在、換地計画についての地元との調整にも見通しがついたことから見直し案により事業を継続す
ることが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和８年度の完成に努められたい。

　この事業は、甲府盆地南東部に位置する果樹産地において、農作業の効率化・省力化や高品質な果樹
産地の維持・拡大を目的とし、区画整理や用排水路、農道、鳥獣害防止施設等の農業生産基盤の整備を
総合的に行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、区画整理計画地において、高収益品種への転換が進み、既に安定的
な生産が開始されている箇所を除外したことによる事業費の減額と、用地交渉に時間を要したことによ
る事業期間の延伸である。
　現在、９割程度の進捗が図られていること、本事業の完了により、果樹生産の強化と農業経営の安定
化が期待されることから、見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和５年度の完成に努められたい。

韮崎市 　この事業は、韮崎市南部の釜無川右岸に位置する水田地帯において、担い手への農地集積や農業生産
力の向上による産地の強化を目的とし、区画整理を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、幹線農道の路線計画変更に伴う流域下水道管移設の追加や文化財調
査面積の増大による事業費の増額と、それらに日数を要したことによる事業期間の延伸である。
　現在、流域下水道管移設や文化財調査について関係機関との調整にも見通しがつき、今後も基幹作物
として高品質で需要が高い主食用米の栽培を推進することとしていることから見直し案により事業を継
続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和７年度の完成に努められたい。

（耕地課）
見直し案のとおり令和８年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

（耕地課）
見直し案のとおり令和6年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。



区分 所管部 事業名 箇所・地区名 所在地 意見書の内容 対応方針・対応状況

再評価（１５件）

甲府市 　この事業は、甲府市城東から中央５丁目の都市計画道路和戸町竜王線において、市街地内の交通の円
滑化や歩行者等の安全性の確保を図るため道路整備を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、補償費の上昇に伴う事業費の増額と、用地取得に日数を要したこと
による事業期間の延伸である。
　当該路線は、生活道路として重要な路線であるとともに幹線道路ネットワークの一翼を担っている。
本事業完了により、市街地内の交通の円滑化が期待されることから見直し案により事業を継続すること
が妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和１０年度の完成に努められたい。

（都）田富町敷
島線（富竹工
区）

　この事業は、山梨市牧丘町の一般県道塩平窪平線において、交通の円滑化と走行の安全性向上を目的
とし、道路の線形改良や拡幅等の整備をするものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、脆弱な地質に対して崩壊防止対策を行う必要が新たに生じたことに
よる事業費の増額と、用地取得に日数を要したことによる事業期間の延伸である。
　当該路線は、沿線集落と国道１４０号を結ぶ生活道路で、広域的な幹線ネットワークを構成する重要
な路線としての機能も有しており、本事業完了により、市町村中心地・大規模拠点施設へのアクセス向
上が期待されることから見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和８年度の完成に努められたい。

（都市計画課）
見直し案のとおり令和８年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

（道路整備課）
見直し案のとおり令和８年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

（都市計画課）
見直し案のとおり令和１０年度の完成に向けて着実
に事業を推進していく。

県土整備部

県土整備部 街路事業 （都）和戸町竜
王線（城東～中
央５丁目工区）

計画内容
を見直
し、工期
の変更を
行った上
で継続す
ることが
妥当と判
断した事
業

県土整備部 道路事業 （主）甲府昇仙
峡線（新長とろ
橋）

県土整備部 道路事業 （一）塩平窪平
線（西保中）

甲府市～
甲斐市

　この事業は、主要地方道甲府昇仙峡線の大正14年に架橋された長潭橋の老朽化が進んでいるため新設
橋を整備するものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、想定外の地質により岩盤掘削の範囲が増えたことによる事業費の増
額と、現道を確保しながらの施工や岩盤の破砕に日数を要したことによる事業期間の延伸である。
　当該路線は、甲府市と甲斐市を結ぶ幹線道路で、県内有数の観光地へのアクセス機能も有する重要な
路線であるが、当該区間は幅員が狭く、歩道もないため観光シーズンには著しい渋滞が生じている。本
事業の完了により、災害に強い道路の確保や生活圏中心都市・拠点機能へのアクセス向上が期待される
ことから見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和９年度の完成に努められたい。

甲斐市 　この事業は、甲斐市富竹新田の都市計画道路田富町敷島線において、慢性化している渋滞の解消や交
通結節点の利便性向上を図るため道路整備を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、補償費の上昇に伴う事業費の増額と、用地取得に日数を要したこと
による事業期間の延伸である。
　当該区間は、地元から事業実施を強く望まれており、本事業完了により、市街地内の交通の円滑化が
期待されることから見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和８年度の完成に努められたい。

街路事業

（都市計画課）
見直し案のとおり令和６年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

山梨市 　この事業は、山梨市下神内川の都市計画道路山梨市駅南線外１路線において、山梨市駅及び中央自動
車道の一宮御坂インターチェンジへのアクセス機能の強化と、緊急輸送道路としての都市防災機能の確
保等を図るため道路整備を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、整備効果の早期発現のため事業区間を分割し集中的に整備を行うこ
とによる事業費の減額と、用地取得に日数を要したことによる事業期間の延伸である。
　当該路線は、山梨市駅南部の市街地内の幹線道路であり、本事業完了により、生活圏中心都市・拠点
機能へのアクセス向上が期待されることから見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和６年度の完成に努められたい。

（道路整備課）
見直し案のとおり令和9年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

山梨市

県土整備部 街路事業 （都）山梨市駅
南線外１路線



区分 所管部 事業名 箇所・地区名 所在地 意見書の内容 対応方針・対応状況

再評価（１５件）

（道路整備課）
見直し案のとおり令和７年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

大月市 　この事業は、大月市七保町の国道１３９号の落石や土砂崩落が頻繁に発生する区間において、災害に
強い道路の確保を目的にバイパス道路を整備するものである。
　今回の見直しの主たる内容は、残土処分先の変更と切土法面対策の強化による事業費の増額と、用地
取得に日数を要したことによる事業期間の延伸である。
　当該路線は、大月市から県境にかけ第二次緊急輸送道路に指定されており、本事業により、災害に強
い道路の確保や市町村中心地・大規模拠点施設へのアクセスの向上が期待されることからその実施の意
義はきわめて大きい。今回、事業実施の遅延要因であった用地取得も完了したことから見直し案により
事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和７年度の完成に努められたい。

道路事業 国道１３９号
（上和田バイパ
ス）

林政部 林道事業 林道足馴峠線 富士川町

甲府市 　この事業は、甲府市和戸町の国道４１１号において、既に供用済みの城東バイパスと都市計画決定が
されている新山梨環状道路（北部区間）とを結ぶアクセス道路を整備するものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、地盤改良工と電線共同溝が増工になったことによる事業費の増額
と、これらの施工に伴う事業期間の延伸である。
　当該路線は、甲府中心部と高規格幹線道路の新山梨環状道路（北部区間）を結ぶアクセス道路であ
り、本事業により、生活圏中心都市・拠点機能へのアクセス向上や緊急時の輸送道路としての機能の向
上が期待されることから見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和１０年度の完成に努められたい。

（道路整備課）
見直し案のとおり令和１０年度の完成に向けて着実
に事業を推進していく。

計画内容
を見直
し、工期
の変更を
行った上
で継続す
ることが
妥当と判
断した事
業 県土整備部

県土整備部 道路事業 国道４１１号
（（仮）和戸ア
クセス）

（道路管理課）
見直し案のとおり令和７年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

　この事業は、南巨摩郡富士川町の源氏山一帯の県有林を中心とする１，６５２ｈａに及ぶ森林の管
理・経営に必要な林内路網の骨格となる森林基幹道を整備するものである。
　今回の見直し案は、令和元年の台風災害により既設区間が複数箇所にわたって被災したことや、脆弱
な地質箇所の法面対策などにより工事の進捗が著しく低下したため、事業期間を延長する内容となって
いる。
　本路線の完成により、当地区の森林資源の有効活用や施業の効率化が図られるほか、観光利用等も期
待できることから、事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和１０年度の完成に努められたい。

（治山林道課）
見直し案のとおり令和１０年度の完成に向けて着実
に事業を推進していく。

県土整備部 道路事業 （主）四日市場
上野原線（寺
下）

上野原市 　この事業は、上野原市秋山寺下の主要地方道四日市場上野原線において、交通の円滑化と老朽化した
寺下橋の架け替えを目的に道路整備を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、用地取得や関係機関との調整に日数を要したことによる事業期間の
延伸である。
　当該区間は、道路の線形が悪く、幅員も狭いため交通の隘路となっている。本事業完了により、市町
村中心地・大規模拠点施設へのアクセス向上が期待されることから事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和９年度の完成に努められたい。

（道路整備課）
見直し案のとおり令和９年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

工期の変
更を行っ
た上で継
続するこ
とが妥当
と判断し
た事業

県土整備部 道路事業 国道１４０号
（誠心幼稚園入
口～井戸）

笛吹市 　この事業は、笛吹市石和町の国道１４０号の歩道が未整備である当該区間において、歩行者等の安全
性の確保を目的に歩道設置を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、用地取得に日数を要したことによる事業期間の延伸である。
　当該区間は、交通量が多く、通勤・通学時は混雑しているが、歩行者は歩道がないため狭い路肩を通
行しており、きわめて危険な状況となっている。本事業完了により、歩行者等の安全性の確保が期待さ
れることから事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和７年度の完成に努められたい。



所管部 事業名 地区・路線名 所在地 意見の内容 対応方針・対応状況

県土整備部 街路事業 甲斐市

南都留郡道志
村～山中湖村

この事業は、南都留郡道志村から山中湖村をつなぐ国道４１３号の沿線で水稲
や野菜が栽培されている地域において、農作業の省力化や効率化、地域の活性
化を図るため農業生産基盤と農村生活環境基盤を総合的に整備したものであ
る。
整備後は、区画整理等により営農条件が改善され、農作物の生産性や品質が向
上した。また、活性化施設などの整備により、地域と都市住民の交流の場が創
出され、地域の活性化につながっている。さらに、営農飲雑用水施設の整備に
より、安定した農業用水の確保と生活用水の供給が可能になり、生活環境が向
上するなどの効果も発現していることから事業の目的が達成されたと評価でき
る。

（耕地課）

この事業は、甲府市と甲斐市を結ぶ幅員が狭小で歩道が未整備であった幹線道
路において、朝夕を中心に渋滞が著しく発生するとともに、通学児童等の歩行
者や自転車通行に支障をきたしていたため、渋滞の解消と歩行者等の安全性の
確保を目的に道路を拡幅した事業である。
整備後は、車両の円滑な通行が可能となり、甲府市と甲斐市及び峡北地域のア
クセス機能が向上し、通勤や物流などの利便性が向上した。また、歩道整備に
より通学児童をはじめとする歩行者等の安全性が確保されている。さらには、
当該路線の慢性的な交通渋滞が解消され、地域の豊かな住環境の創出にも貢献
しているなどの効果が発現していることから事業の目的が達成されたと評価で
きる。

（都市計画課）（都）滝坂下今井線
（Ⅰ期工区）

農政部 中山間地域総合
整備事業

富士北麓水源の里

事後評価（３件）

農政部 畑地帯総合整備
事業

玉宮 甲州市 （耕地課）この事業は、甲府盆地の北東部に位置するもも栽培を主体とした果樹農業が盛
んな地域において、営農条件を改善し果樹産地として維持・発展を図るため、
農地の区画整理、農道、農業用排水施設など農業生産基盤を総合的に整備した
ものである。
　整備後は、農作物の生産性や品質が向上し、維持管理のための労力が軽減さ
れるなど営農条件が改善された。さらに、区画整理による農地の集団化が進
み、集落営農組織をはじめとした担い手を中心に高品質な果樹生産が維持され
るなどの効果も発現していることから事業の目的が達成されたと評価できる。
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路線名

所在地 意見の内容 対応方針・対応状況

附帯意見（なし）

林政部
農政部
県土整備部

（事務局）


