
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和01年12月16日

計画の名称 ３３　道路構造物（市町村・道路施設）の的確な維持管理（防災・安全）

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 都城市,延岡市,日南市,小林市,日向市,西都市,えびの市,三股町,高原町,国富町,綾町,新富町,西米良村,木城町,川南町,都農町,椎葉村,美郷町,高千穂町,五ヶ瀬町,門川町

計画の目標 市町村が管理する道路施設（道路、法面等）において、点検に基づいた修繕等を計画的に実施し、地域住民の安全性及び信頼性の向上を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,043  Ａ               7,043  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

平成２５年度末 平成３０年度末

   1 道路施設（道路、法面等）の健全度を向上させる。

道路施設の健全度 0％ 44％ 65％

（道路施設の健全度を算出）＝Σ（対策済み道路延長）／（点検に基づいた要対策延長）×１００％

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 〇 連携中枢都市圏を含む －

都城広域定住自立圏構想共生ビジョンA270宮崎県北定住自立圏構想共生ビジョンA209.A211.A212.A214.A218.A219.A276.A277.A313.A314.A315.A316.A317.A320.A321

1 案件番号： 0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)甲斐元通線 舗装補修　L=0.37km 都城市  ■          24 未策定

A01-002

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)大根田・牧の原線 舗装補修　L=1.3km 都城市  ■  ■          67 未策定

A01-003

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)万ヶ塚・庄内線・1工

区

舗装補修　L=0.89km 都城市  ■  ■          39 未策定

A01-004

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)甲斐元・下長飯線・1

工区

舗装補修　L=0.35km 都城市  ■           9 未策定

A01-005

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)高木原592号線・1工

区

舗装補修　L=0.34km 都城市  ■          28 未策定

A01-006

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)広原・早水公園線・1

工区

舗装補修　L=0.22km 都城市  ■          12 未策定

1 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)立喰・香禅寺線・1工

区

舗装補修　L=0.44km 都城市  ■          64 未策定

A01-008

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)桜木霧島元線・1工区 舗装補修　L=0.1km 都城市  ■          53 未策定

A01-009

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)立喰向原線・1工区 舗装補修　L=0.8km 都城市  ■          53 未策定

A01-010

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)麓桜木線・麓工区 舗装補修　L=1.66km 都城市  ■  ■  ■  ■  ■         108 未策定

A01-011

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)街区松崎線・1工区 舗装補修　L=0.36km 都城市  ■          24 未策定

A01-012

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)街区松崎線・2工区 舗装補修　L=0.11km 都城市  ■           5 未策定

2 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)飯起田島線・1工区 舗装補修　L=0.6km 都城市  ■          17 未策定

A01-014

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)栢木山神原線・1工区 舗装補修　L=0.12km 都城市  ■           4 未策定

A01-015

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)栢木杉倉線・1工区 舗装補修　L=0.18km 都城市  ■          15 未策定

A01-016

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)栢木杉倉線・2工区 舗装補修　L=0.32km 都城市  ■          17 未策定

A01-017

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)栢木杉倉線・3工区 舗装補修　L=0.43km 都城市  ■          26 未策定

A01-018

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)栢木杉倉線・4工区 舗装補修　L=0.17km 都城市  ■          14 未策定

3 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)栢木杉倉線・5工区 舗装補修　L=0.20km 都城市  ■           9 未策定

A01-020

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)縄瀬原吐合線・1工区 舗装補修　L=0.18km 都城市  ■          14 未策定

A01-021

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)西栫竹脇線 舗装補修　L=1.8km 都城市  ■  ■  ■  ■          96 未策定

A01-022

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)浜之段池之原線・1工

区

舗装補修　L=0.18km 都城市  ■          14 未策定

A01-023

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)瀬戸万ヶ塚線 舗装補修　L=0.8km 都城市  ■          28 未策定

A01-024

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)正応寺・豊満線 法面補修　A=350㎡ 都城市  ■          15 未策定

4 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)母智丘通線 舗装補修　L=0.5km 都城市  ■           0 未策定

A01-026

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)母智丘通線 舗装補修　L=0.5km 都城市  ■  ■         102 未策定

A01-027

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)西之前通線 舗装補修　L=1.24km 都城市  ■  ■          88 未策定

A01-028

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)桜馬場通線 舗装補修　L=0.33km 都城市  ■  ■          26 未策定

A01-029

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)下原田乗峯線・1工区 舗装補修　L=0.32km 都城市  ■  ■          12 未策定

A01-030

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)田原大久保線・田原工

区

舗装補修　L=0.14km 都城市  ■          14 未策定

5 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)高崎・山之口線・香禅

寺工区

舗装補修　L=0.87km 都城市  ■  ■          50 未策定

A01-032

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)高崎・山之口線・大井

手工区

舗装補修　L=0.50km 都城市  ■          40 未策定

A01-033

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)高崎・山之口線・横谷

工区

舗装補修　L=2.10km 都城市  ■  ■  ■  ■         140 未策定

A01-034

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)切藤塚原線・1工区 舗装補修　L=0.40km 都城市  ■          15 未策定

A01-035

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)椎屋岩瀬ダム線・1工

区

舗装補修　L=0.26km 都城市  ■  ■          16 未策定

A01-036

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)旭田平線・1工区 舗装補修　L=0.53km 都城市  ■  ■          12 未策定

6 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)荒場栢木線・1工区 舗装補修　L=2.00km 都城市  ■  ■  ■  ■          90 未策定

A01-038

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)蔵元塚原線・1工区 舗装補修　L=0.32km 都城市  ■  ■          19 未策定

A01-039

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)毘砂丸・万ヶ塚線 舗装補修　L=0.65km 都城市  ■  ■  ■  ■          64 未策定

A01-040

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)大古川・下是線 舗装補修　L=0.60km 都城市  ■          47 未策定

A01-041

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)谷頭・四方境線 舗装補修　L=0.61km 都城市  ■  ■  ■          54 未策定

A01-042

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)渡司・古江線 舗装補修　L=1.00km 都城市  ■          70 未策定

7 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)麓桜木線・大井手工区 舗装補修　L=1.54km 都城市  ■  ■  ■         110 未策定

A01-044

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)万ヶ塚・庄内線・2工

区

舗装補修　L=0.54km 都城市  ■  ■          19 未策定

A01-045

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)神之山・高木線 舗装補修　L=0.8km 都城市  ■  ■  ■         104 未策定

A01-046

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)下川東・穂満坊線 舗装補修　L=1.9km 都城市  ■  ■  ■         144 未策定

A01-047

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)庄内・山田線 舗装補修　L=1.6km 都城市  ■  ■  ■          96 未策定

A01-048

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)天神通線 舗装補修　L=0.34km 都城市  ■  ■          28 未策定

8 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)上水流1号線 舗装補修　L=0.24km 都城市  ■          18 未策定

A01-050

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)小松原・栄町102号線 舗装補修　L=0.1km 都城市  ■          13 未策定

A01-051

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)小松原・栄町102号線 舗装補修　L=0.1km 都城市  ■           0 未策定

A01-052

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)小松原211号線 舗装補修　L=0.23km 都城市  ■          23 未策定

A01-053

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (他)小松原211号線 舗装補修　L=0.23km 都城市  ■           0 未策定

A01-054

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)温水杉倉線・1工区 舗装補修　L=2.00km 都城市  ■          74 未策定

9 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (2)下是・梶原線 舗装補修　L=0.90km 都城市  ■  ■  ■          52 未策定

A01-056

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)大井手宝光線 舗装補修　L=0.40km 都城市  ■  ■  ■          51 未策定

A01-057

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)穂満坊山之口停車場線 舗装補修　L=0.71km 都城市  ■  ■  ■          97 未策定

A01-058

道路 一般 都城市 直接 都城市 市町村

道

修繕 (1)万ヶ塚・庄内線・3工

区

舗装補修　L=0.65km 都城市  ■  ■          80 未策定

A01-059

道路 一般 延岡市 直接 延岡市 市町村

道

修繕 (他)伊形旭ヶ丘線・1工区 舗装補修　L=0.23km 延岡市  ■          17 未策定

A01-060

道路 一般 延岡市 直接 延岡市 市町村

道

修繕 (1)一ヶ岡環状線・1工区 舗装補修　L=0.09km 延岡市  ■          16 未策定

10 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 延岡市 直接 延岡市 市町村

道

修繕 (1)貝の畑土々呂通線・1

工区

舗装補修　L=0.11km 延岡市  ■           9 未策定

A01-062

道路 一般 日南市 直接 日南市 市町村

道

修繕 (他)舞之山昼野線・舞之

山工区

舗装補修　L=2.63km 日南市  ■  ■  ■         123 未策定

A01-063

道路 一般 日南市 直接 日南市 市町村

道

修繕 (他)昼野曽和田線 舗装補修　L=1.07km 日南市  ■  ■  ■          62 未策定

A01-064

道路 一般 日南市 直接 日南市 市町村

道

修繕 (1)山ノ口上塚田線 舗装補修　Ｌ=2.5km 日南市  ■          13 未策定

A01-065

道路 一般 日南市 直接 日南市 市町村

道

修繕 (1)上塚田寺村線 舗装補修　L=3.3km 日南市  ■          15 未策定

A01-066

道路 一般 小林市 直接 小林市 市町村

道

修繕 (他)向江馬場・深草線・

山田ヶ原工区

舗装補修　L=0.15km 小林市  ■           9 未策定

11 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 小林市 直接 小林市 市町村

道

修繕 (1)競馬場・池ノ上線 舗装補修　L=0.66km 小林市  ■  ■          38 未策定

A01-068

道路 一般 小林市 直接 小林市 市町村

道

修繕 (他)永久津・久津原線ほ

か3路線

舗装補修　L=2.78km 小林市  ■  ■  ■  ■         210 未策定

A01-069

道路 一般 小林市 直接 小林市 市町村

道

修繕 (他)千歳・西木場線ほか5

路線

舗装補修　L=2.5km 小林市  ■  ■  ■  ■         240 未策定

A01-070

道路 一般 小林市 直接 小林市 市町村

道

修繕 法面・盛土・擁壁修繕計

画策定

法面・盛土・擁壁修繕計画策

定

小林市  ■           8 未策定

A01-071

道路 一般 小林市 直接 小林市 市町村

道

修繕 (1)北小林原・高山線ほか

1路線

舗装補修　L=1.29km 小林市  ■  ■  ■         122 未策定

A01-072

道路 一般 小林市 直接 小林市 市町村

道

修繕 (2)今別府・平川線ほか2

路線

舗装補修　L=1.54km 小林市  ■  ■  ■         154 未策定

12 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 日向市 直接 日向市 市町村

道

修繕 (1)塩見美々津線・平岩工

区

モルタル吹付修繕　A=360m2 日向市  ■  ■          10 未策定

A01-074

道路 一般 日向市 直接 日向市 市町村

道

修繕 (1)塩見大池線・富高工区 モルタル吹付修繕　A=300m2 日向市  ■  ■  ■          14 未策定

A01-075

道路 一般 日向市 直接 日向市 市町村

道

修繕 (2)富高塩見線・塩見工区 舗装補修　L=0.21km 日向市  ■           6 未策定

A01-076

道路 一般 日向市 直接 日向市 市町村

道

修繕 (1)日知屋財光寺通線・財

光寺工区

舗装補修　L=0.22km 日向市  ■          13 未策定

A01-077

道路 一般 日向市 直接 日向市 市町村

道

修繕 (1)草場細島通線・原町工

区

舗装補修　L=0.25km 日向市  ■          23 未策定

A01-078

道路 一般 西都市 直接 西都市 市町村

道

修繕 (1)原無田線・茶臼原工区 舗装補修　L=0.579km 西都市  ■  ■  ■          19 未策定

13 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 西都市 直接 西都市 市町村

道

修繕 (1)都於郡線・中村工区 舗装補修　L=0.685km 西都市  ■  ■  ■          23 未策定

A01-080

道路 一般 えびの市 直接 えびの市 市町村

道

修繕 (1)坂元苧畑線 舗装補修　L=0.6km えびの市  ■  ■          39 未策定

A01-081

道路 一般 えびの市 直接 えびの市 市町村

道

修繕 (他)湯田前古川線 舗装補修　L=0.3km えびの市  ■  ■          24 未策定

A01-082

道路 一般 えびの市 直接 えびの市 市町村

道

修繕 (他)王子原運動公園線 舗装補修　L=0.5km えびの市  ■  ■          24 未策定

A01-083

道路 一般 えびの市 直接 えびの市 市町村

道

修繕 (2)苧畑高野線ほか4線 舗装補修　L=2.4km えびの市  ■  ■  ■         187 未策定

A01-084

道路 一般 三股町 直接 三股町 市町村

道

修繕 (他)河辺田通り線 舗装補修　L=0.60km 三股町  ■  ■  ■          50 未策定

14 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 三股町 直接 三股町 市町村

道

修繕 (2)高才・餅原・市場線 舗装補修　L=0.70km 三股町  ■          39 未策定

A01-086

道路 一般 高原町 直接 高原町 市町村

道

修繕 (1)二葉村移線 舗装補修　L=0.20km 高原町  ■  ■          16 未策定

A01-087

道路 一般 高原町 直接 高原町 市町村

道

修繕 (1)西麓蒲牟田線 舗装補修　L=1.25km 高原町  ■  ■  ■          37 未策定

A01-088

道路 一般 高原町 直接 高原町 市町村

道

修繕 (1)祓川・旭台線 舗装補修　L=2.0km 高原町  ■  ■          64 未策定

A01-089

道路 一般 高原町 直接 高原町 市町村

道

修繕 (他)井手上入佐線 舗装補修　L=1.28km 高原町  ■  ■  ■          77 未策定

A01-090

道路 一般 高原町 直接 高原町 市町村

道

修繕 道路ストック点検 道路ストック点検 高原町  ■           1 未策定

15 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 高原町 直接 高原町 市町村

道

修繕 (1)祓川・旭台線・旭台工

区

舗装補修　L=0.5km 高原町  ■          39 未策定

A01-092

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (2)嵐田線 舗装補修　L=0.16km 国富町  ■           2 未策定

A01-093

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (2)小坂元六野原線 舗装補修　L=0.45km 国富町  ■           9 未策定

A01-094

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (1)竹田永田線 舗装補修　L=0.41km 国富町  ■  ■          19 未策定

A01-095

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (2)中別府籾木線 舗装補修　L=0.20km 国富町  ■           4 未策定

A01-096

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (他)寺中原田線 舗装補修　L=0.56km 国富町  ■           7 未策定

16 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (他)尾園伊佐生線 舗装補修　L=0.31km 国富町  ■           6 未策定

A01-098

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (2)須志田鍋ヶ谷線 舗装補修　L=0.63km 国富町  ■           9 未策定

A01-099

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (他)木脇馬場1号線 舗装補修　L=0.16km 国富町  ■           2 未策定

A01-100

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (1)田尻平田線ほか10路線 舗装補修　L=3.28km 国富町  ■  ■           0 未策定

A01-101

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (1)田尻平田線ほか10路線 舗装補修　L=3.28km 国富町  ■          78 未策定

A01-102

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 路面性状調査 路面性状調査 国富町  ■  ■  ■  ■          11 未策定

17 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (他)六日町八幡線 舗装補修　L=0.21km 国富町  ■           5 未策定

A01-104

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (1)太田原一丁田線 舗装補修　L=0.76km 国富町  ■           0 未策定

A01-105

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (1)太田原一丁田線 舗装補修　L=0.76km 国富町  ■          41 未策定

A01-106

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (他)永田馬渡線 舗装補修　L=1.07km 国富町  ■           0 未策定

A01-107

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (他)永田馬渡線 舗装補修　L=1.07km 国富町  ■          35 未策定

A01-108

道路 一般 綾町 直接 綾町 市町村

道

修繕 (他)四枝・中堂線ほか5路

線

舗装補修　L=0.65km 綾町  ■  ■  ■  ■          50 未策定

18 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 新富町 直接 新富町 市町村

道

修繕 道路ストック総点検 路面性状調査 新富町  ■           3 未策定

A01-110

道路 一般 新富町 直接 新富町 市町村

道

修繕 (1)末永鬼付女線 舗装補修　L=0.6km 新富町  ■  ■          28 未策定

A01-111

道路 一般 新富町 直接 新富町 市町村

道

修繕 (2)祇園原駒取線 舗装補修　L=0.57km 新富町  ■  ■          29 未策定

A01-112

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 (他)鉱山谷古川線 舗装補修　L=2.4km 西米良村  ■  ■           0 未策定

A01-113

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 (他)鉱山谷古川線 舗装補修　L=2.4km 西米良村  ■          60 未策定

A01-114

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 (2)上米良線 法面補修　L=0.055km 西米良村  ■  ■  ■          65 未策定

19 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-115

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 路面性状調査 路面性状調査 西米良村  ■           0 未策定

A01-116

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 法面・盛土・擁壁等点検 法面・盛土・擁壁等点検 西米良村  ■  ■          10 未策定

A01-117

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 (2)下鶴線 法面補修　L=0.056km 西米良村  ■          40 未策定

A01-118

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 (他)児原線・1工区 舗装補修　L=0.8km 西米良村  ■          20 未策定

A01-119

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 (他)野地線・1工区 法面補修　L=0.09km 西米良村  ■          60 未策定

A01-120

道路 一般 木城町 直接 木城町 市町村

道

修繕 (1)溜水田神線・溜水工区 舗装補修　L=1.25km 木城町  ■  ■  ■          37 未策定

20 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-121

道路 一般 木城町 直接 木城町 市町村

道

修繕 (1)溜水田神線・高城椎木

工区

舗装補修　L=1.00km 木城町  ■  ■          70 未策定

A01-122

道路 一般 川南町 直接 川南町 市町村

道

修繕 (1)塩付・長岡線ほか1路

線

舗装補修　L=3.1km 川南町  ■  ■           0 未策定

A01-123

道路 一般 川南町 直接 川南町 市町村

道

修繕 (1)塩付・長岡線ほか1路

線

舗装補修　L=3.1km 川南町  ■          67 未策定

A01-124

道路 一般 都農町 直接 都農町 市町村

道

修繕 (2)又猪野1号線 舗装補修　L=1.40km 都農町  ■  ■          30 未策定

A01-125

道路 一般 都農町 直接 都農町 市町村

道

修繕 (他)長野開拓8号線 舗装補修　L=0.70km 都農町  ■          28 未策定

A01-126

道路 一般 椎葉村 直接 椎葉村 市町村

道

修繕 (1)椎葉矢部線・三方界工

区

舗装補修　L=1.0km 椎葉村  ■  ■  ■  ■  ■          50 未策定

21 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-127

道路 一般 椎葉村 直接 椎葉村 市町村

道

修繕 (他)大河内桑の木原線・

桑の木原工区

舗装補修　L=0.8km 椎葉村  ■  ■  ■  ■  ■          40 未策定

A01-128

道路 一般 椎葉村 直接 椎葉村 市町村

道

修繕 (1)椎葉五家荘線・向山工

区

舗装補修　L=0.7km 椎葉村  ■  ■  ■  ■  ■          50 未策定

A01-129

道路 一般 椎葉村 直接 椎葉村 市町村

道

修繕 (他)仲塔奥村線・奥村工

区

舗装補修　L=0.2km 椎葉村  ■  ■  ■          20 未策定

A01-130

道路 一般 椎葉村 直接 椎葉村 市町村

道

修繕 (他)木浦線ほか23線 舗装補修　L=8.0km 椎葉村  ■           0 未策定

A01-131

道路 一般 椎葉村 直接 椎葉村 市町村

道

修繕 (他)木浦線ほか23線 舗装補修　L=8.0km 椎葉村  ■  ■         141 未策定

A01-132

道路 一般 椎葉村 直接 椎葉村 市町村

道

修繕 法面・盛土・擁壁等点検 法面・盛土・擁壁等点検 椎葉村  ■          10 未策定

22 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-133

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 （1）吾味下仮屋線・1工

区

舗装補修　L=1.3km 美郷町  ■  ■  ■  ■  ■          35 未策定

A01-134

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)仁久川田の原線・1工

区

舗装補修　L=0.34km 美郷町  ■           2 未策定

A01-135

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)猪の原矢形線・1工区 舗装補修　L=0.16km 美郷町  ■           4 未策定

A01-136

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (1)本村平城線・1工区 舗装補修　L=0.28km 美郷町  ■           9 未策定

A01-137

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)猪の原折立線・1工区 舗装補修　L=0.45km 美郷町  ■           2 未策定

A01-138

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (2)山瀬橋・長崎線・1工

区

舗装補修　L=2.0km 美郷町  ■  ■  ■  ■  ■          55 未策定

23 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-139

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)小八重清水岳線・1工

区

舗装補修　L=2.0km 美郷町  ■  ■  ■  ■  ■          51 未策定

A01-140

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)下の谷・中八重線・1

工区

舗装補修　L=2.8km 美郷町  ■  ■  ■  ■  ■          63 未策定

A01-141

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (2)和田・上八峡線・1工

区

舗装補修　L=1.6km 美郷町  ■  ■  ■  ■  ■          55 未策定

A01-142

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)タウノ原松ヶ原線・1

工区

舗装補修　L=0.32km 美郷町  ■           4 未策定

A01-143

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (1)入下・長野線・1工区 舗装補修　L=0.56km 美郷町  ■  ■          20 未策定

A01-144

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)屋敷水流惣仁田線・1

工区

舗装補修　L=0.3km 美郷町  ■           9 未策定

24 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-145

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)谷久線・1工区 舗装補修　L=0.4km 美郷町  ■  ■          14 未策定

A01-146

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)上古園猪の越線・1工

区

舗装補修　L=0.37km 美郷町  ■           6 未策定

A01-147

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)尾迫・日ヶ隠線・1工

区

舗装補修　L=0.66km 美郷町  ■  ■          20 未策定

A01-148

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)若宮東・向粕野線・1

工区

舗装補修　L=0.7km 美郷町  ■  ■  ■          24 未策定

A01-149

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)小又日平線ほか5路線 舗装補修　L=4.9km 美郷町  ■  ■  ■  ■         121 未策定

A01-150

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (1)小川吐・尾沢橋線 舗装補修　L=2.1km 美郷町  ■  ■  ■  ■          63 未策定

25 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-151

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (1)上小黒木線ほか1路線 舗装補修　L=1.4km 美郷町  ■  ■  ■  ■          44 未策定

A01-152

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (2)細宇納間宮の脇線 舗装補修　L=0.7km 美郷町  ■  ■  ■          25 未策定

A01-153

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (1)入下長野線・長野工区 モルタル補修　L=0.1km 美郷町  ■  ■  ■          22 未策定

A01-154

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)谷久線・谷工区 モルタル補修　L=0.025km 美郷町  ■           3 未策定

A01-155

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)添石・古伏木線 舗装補修　L=0.29km 美郷町  ■           7 未策定

A01-156

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)島戸・山瀬線 舗装補修　L=0.22km 美郷町  ■           9 未策定

26 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-157

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (1)吾味・下仮屋線・神門

工区

法面補修　L=0.044km 美郷町  ■          10 未策定

A01-158

道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村

道

修繕 (他)椛木市木線 舗装補修　L=0.6km 美郷町  ■  ■          20 未策定

A01-159

道路 一般 高千穂町 直接 高千穂町 市町村

道

修繕 (他)秋元神社線 舗装補修　L=0.71km 高千穂町  ■  ■          38 未策定

A01-160

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (1)本屋敷～波帰線・1工

区

舗装補修　L=0.8km 五ヶ瀬町  ■  ■  ■  ■          70 未策定

A01-161

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)波帰～鳥越線・1工区 舗装補修　L=0.1km 五ヶ瀬町  ■           3 未策定

A01-162

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)波帰～鳥越線・1工区 舗装補修　L=0.1km 五ヶ瀬町  ■           0 未策定

27 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-163

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)室野～越次線・1工区 舗装補修　L=0.4km 五ヶ瀬町  ■          15 未策定

A01-164

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)室野～越次線・1工区 舗装補修　L=0.4km 五ヶ瀬町  ■           0 未策定

A01-165

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)興地～上赤線・1工区 舗装補修　L=1.0km 五ヶ瀬町  ■          55 未策定

A01-166

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)興地～上赤線・1工区 舗装補修　L=1.0km 五ヶ瀬町  ■           0 未策定

A01-167

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)土生～上赤線・1工区 舗装補修　L=0.5km 五ヶ瀬町  ■  ■  ■          18 未策定

A01-168

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (1)赤谷～川久保線・1工

区

舗装補修　L=0.6km 五ヶ瀬町  ■          40 未策定

28 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-169

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (1)赤谷～川久保線・1工

区

舗装補修　L=0.6km 五ヶ瀬町  ■           0 未策定

A01-170

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (2)芋の八重～一の瀬線・

1工区

舗装補修　L=0.3km 五ヶ瀬町  ■  ■          19 未策定

A01-171

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (2)芋の八重～一の瀬線・

1工区

舗装補修　L=0.3km 五ヶ瀬町  ■           0 未策定

A01-172

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (2)宮の原～赤谷線・1工

区

舗装補修　L=0.25km 五ヶ瀬町  ■  ■          20 未策定

A01-173

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (2)宮の原～赤谷線・1工

区

舗装補修　L=0.25km 五ヶ瀬町  ■           0 未策定

A01-174

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)坂狩～荒谷線・1工区 舗装補修　L=0.2km 五ヶ瀬町  ■           4 未策定

29 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-175

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)坂狩～荒谷線・1工区 舗装補修　L=0.2km 五ヶ瀬町  ■           0 未策定

A01-176

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (2)坂本～鞍岡線・1工区 舗装補修　L=0.7km 五ヶ瀬町  ■          25 未策定

A01-177

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (2)坂本～鞍岡線・1工区 舗装補修　L=0.7km 五ヶ瀬町  ■          40 未策定

A01-178

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)下大石～上大石線・1

工区

舗装補修　L=0.4km 五ヶ瀬町  ■          10 未策定

A01-179

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 (他)下大石～上大石線・1

工区

舗装補修　L=0.4km 五ヶ瀬町  ■          25 未策定

A01-180

道路 一般 五ヶ瀬町 直接 五ヶ瀬町 市町村

道

修繕 法面・盛土・擁壁等点検 法面・盛土・擁壁等点検 五ヶ瀬町  ■           0 未策定

30 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-181

道路 一般 西都市 直接 西都市 市町村

道

修繕 (1)原無田線ほか1線・茶

臼原工区ほか1工区

舗装補修　L=0.78km 西都市  ■          35 未策定

A01-182

道路 一般 高原町 直接 高原町 市町村

道

修繕 (1)祓川・旭台線 舗装補修　L=0.7km 高原町  ■          32 未策定

A01-183

道路 一般 高原町 直接 高原町 市町村

道

修繕 (1)後谷・温谷線 舗装補修　L=1.14km 高原町  ■          67 未策定

A01-184

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (他)嵐田田尻線 法面補修　L=0.145km 国富町  ■         199 未策定

A01-185

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (他)嵐田支線 舗装補修　L=0.20km 国富町  ■           5 未策定

A01-186

道路 一般 国富町 直接 国富町 市町村

道

修繕 (他)向高御年神社線 舗装補修　L=0.28km 国富町  ■           8 未策定

31 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-187

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 (他)一番之久保線 舗装補修　L=0.50km 西米良村  ■          12 未策定

A01-188

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 道路ストック点検 路面性状調査 西米良村  ■           5 未策定

A01-189

道路 一般 木城町 直接 木城町 市町村

道

修繕 道路ストック点検 路面性状調査 木城町  ■           3 未策定

A01-190

道路 一般 木城町 直接 木城町 市町村

道

修繕 (他)比木原小並原線ほか1

路線

舗装補修　L=0.5km 木城町  ■          50 未策定

A01-191

道路 一般 門川町 直接 門川町 市町村

道

修繕 (1)南町平城線ほか1路線 舗装補修　L=1.9km 門川町  ■          66 未策定

A01-192

道路 一般 高千穂町 直接 高千穂町 市町村

道

修繕 (他)御塩井～下押方線 舗装補修　L=0.15km 高千穂町  ■          70 未策定

32 案件番号：  0000144356



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-193

道路 一般 西米良村 直接 西米良村 市町村

道

修繕 (他)縄瀬線 舗装補修　L=2.0km 西米良村  ■          12 未策定

 小計       7,043

合計       7,043

33 案件番号：  0000144356



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）

宮崎県県土整備部管理課及び宮崎県県土整備部道路保全課
事後評価の実施体制

0000144356案件番号：

令和元年度

宮崎県ホームページ

・インフラストック点検に基づき、老朽化等で機能が著しく低下した道路施設について、修繕等を実施することにより、道路施
設の健全性の回復を図り、地域住民の安全性及び信頼性の向上が図られた。
・定量的指数を概ね達成した。

・舗装修繕にあっては、振動騒音対策にもあり、地域住民の生活環境の向上が図られた。

・引き続き、インフラストック点検に基づき、計画的に修繕等を実施し、地域住民の安全性及び信頼性の向上を図る。



○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

点検に基づいた要対策延長の内、対策済みの延長の割合

最　終
目標値

65％
入札差額等により、安価で整備できた。

最　終
66％

実績値

1 案件番号：0000144356


