
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成30年01月31日

計画の名称 ともに創る　三陸の地に輝き躍動するまち　大船渡(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 大船渡市

計画の目標 Ⅰ　潤いに満ちた快適な都市環境の創造

　市民が快適で便利に暮らせる環境を整備し、三陸沿岸地域の拠点都市にふさわしい潤いに満ちた快適な都市環境づくりを推進する。

Ⅱ　やすらぎある安全なまちづくりの推進

　自然災害や交通事故などから市民の生命・財産を守り、安全な暮らしの実現に努める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,091  Ａ               2,033  Ｂ                   0  Ｃ                  58  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      2.77 ％

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 ・市道の改良率を67.9％(H27)から69.3％(Ｈ31)へ引き上げる。

市道の改良率 67％ 68％ 69％

(改良済市道延長)/(市道総延長)×100

   2 ・市道の舗装率を66.2％(Ｈ27)から68.9％(Ｈ31)へ引き上げる。

市道の舗装率 66％ 67％ 68％

(舗装済延長)/(市道総延長)×100

   3 ・歩道の整備率を4.9％(Ｈ27)から5.2％(Ｈ31)へ引き上げる。

歩道の整備率 4％ 5％ 5％

(歩道整備済延長)/(市道総延長)×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 － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000060584



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 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (他)猪川保育園線・轆轤

石工区

道路改良?＝0.3㎞ 大船渡市  ■  ■         128 - 未策定

A01-002 道路 一般 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (1)富岡線・轆轤石長洞工

区

歩道設置?＝843ｍ 大船渡市  ■  ■         731 - 未策定

A01-003 道路 一般 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (2)三十刈線・泊里中森工

区

道路改良?＝0.3㎞ 大船渡市  ■  ■  ■         100 - 未策定

A01-004 道路 一般 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (1)中井下欠線・中井下欠

工区

道路改良?＝0.3㎞ 大船渡市  ■  ■  ■         104 - 未策定

A01-005 道路 一般 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (他)大船渡北小学校前線

・赤沢山馬越工区

道路改良?＝0.13㎞ 大船渡市  ■  ■         120 - －

A01-006 道路 一般 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (1)田茂山明神前線ほか3

路線

法面防災対策　4か所 大船渡市  ■  ■  ■  ■         400 - －

1 案件番号： 0000060584



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 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (他)大船渡小学校線ほか6

路線

歩道設置?＝1,020ｍ 大船渡市  ■          80 - 策定済

A01-008 道路 一般 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (他)古峠線ほか39路線 橋梁補修40橋梁 大船渡市  ■          60 - 未策定

A01-009 道路 一般 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (1)盛川右岸線ほか4路線 舗装修繕5路線 大船渡市  ■  ■  ■  ■         250 - 策定済

A01-010 道路 一般 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

改築 (1)中井下欠線ほか5路線 道路照明等修繕 大船渡市  ■          60 - 策定中

 小計       2,033

合計       2,033

2 案件番号： 0000060584



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 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

施設整

備

防犯灯整備事業 防犯灯設置 大船渡市  ■  ■           8 - 未策定

防犯灯の整備により、夜間歩行者が安全・安心に道路を利用することができる。

C01-002 道路 一般 大船渡市 直接 大船渡市 市町村

道

施設整

備

交通安全施設整備事業 ガードレール・狭さく、ハン

プ等設置

大船渡市  ■  ■          50 - 策定済

通学路交通安全プログラムに基づき交通安全施設を整備することで児童・生徒及び歩行者が通学路を安全・安心に利用することができる。

 小計          58

合計          58

1 案件番号： 0000060584



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29

配分額 (a)                     106                     156                      42

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     106                     156                      42

前年度からの繰越額 (d)                      44                      43                      32

支払済額 (e)                     107                     163                      32

翌年度繰越額 (f)                      43                      32                      42

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                      42

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       4                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                    2.01                   56.75

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

国の補正予算決定を受けて

からの工事発注となるため

1 案件番号： 0000060584


