
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年02月14日

計画の名称 通学路の合同点検等に基づく交通安全対策

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 三重県

計画の目標 教育委員会（学校関係者）・公安委員会・道路管理者等が連携して実施した通学路の合同点検にて位置づけられた要対策箇所において、交通安全対策を行うことにより、安全・安心な通学路を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              10,655  Ａ              10,655  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

（R2当初）  （R6末）

   1 通学路の合同点検で対策が必要と位置づけられた要対策箇所について、当計画内で交通安全対策を34箇所実施する。

通学路の合同点検で歩道整備が必要となった箇所について、交通安全対策を実施する。 0箇所 箇所 34箇所

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 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： 0000369771



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）伊勢大宮線（野添

）

歩道整備　L=1.0㎞ 大紀町  ■  ■         250 －

A01-002 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）大湊宮町停車場線 現道拡幅　L=0.3㎞ 伊勢市  ■  ■  ■         190 －

A01-003 道路 一般 三重県 直接 三重県 国道 交安 （国）260号（船越） 歩道整備　L=0.7㎞ 南伊勢町  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

A01-004 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）鳥羽松坂線（楠部

拡幅）

現道拡幅　L=0.7km 伊勢市  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

A01-005 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）上笠間八幡名張線 歩道整備　L=1.0㎞ 名張市  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-006 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）安乗港線（鵜方） 歩道整備　2.84km 松阪市  ■  ■          93 －

A01-007 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）阿児磯部鳥羽線（

安楽島１）

歩道整備1.5km 鳥羽市  ■  ■  ■         680 －

1 案件番号： 0000369771



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 A01-008 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）亀山停車場石水渓

線（江ヶ室）

歩道整備0.32km 亀山市  ■          20 －

A01-009 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）松阪一志線（大阿

坂）

歩道整備1.86km 松阪市  ■  ■  ■  ■  ■         162 －

A01-010 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）宮妻峡線（水沢） 歩道整備0.75km 四日市市  ■  ■  ■         257 －

A01-011 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）紀勢インター線（

崎）

歩道整備2.95km 大紀町  ■  ■  ■  ■  ■         787 －

A01-012 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）伊勢大宮線（長原

）

歩道整備0.68km 度会町  ■  ■  ■         449 －

A01-013 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）甲南阿山伊賀線（

田中）

歩道整備0.87km 伊賀市  ■  ■  ■         448 －

2 案件番号： 0000369771



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 A01-014 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）亀山城跡上野町線

（上野）

歩道整備0.26km 亀山市  ■  ■  ■          65 －

A01-015 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）四日市楠鈴鹿線（

川合）

歩道整備2.2km 四日市市  ■  ■  ■  ■          51 －

A01-016 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）宮東日永線 踏切対策0.03km 四日市市  ■          10 －

A01-017 道路 一般 三重県 直接 三重県 国道 交安 （国）306（東庄内） 歩道整備1.20km 鈴鹿市  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

A01-018 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）伊賀甲南線（下柘

植）

歩道整備0.24km 伊賀市  ■  ■  ■         149 －

A01-019 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）上市木市木停車場

線（上市木）

歩道整備0.50km 御浜町  ■          20 －

A01-020 道路 一般 三重県 直接 三重県 国道 交安 （国）422（島原） 歩道整備0.45km 紀北町  ■  ■          40 －

3 案件番号： 0000369771



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 A01-021 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）須賀利港相賀浦停

車場線（東長島）

歩道整備2.40km 紀北町  ■  ■  ■          44 －

A01-022 道路 一般 三重県 直接 三重県 国道 交安 （国）421号（大木） 歩道整備1.50km 東員町　いなべ

市

 ■  ■  ■  ■  ■         788 －

A01-023 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）四日市鈴鹿環状線

（神戸）

歩道整備0.07km 鈴鹿市  ■  ■  ■  ■  ■         161 －

A01-024 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）鈴鹿芸濃線（三宅

）

歩道整備0.15km 鈴鹿市  ■  ■          35 －

A01-025 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）矢口浦上里線（上

里踏切）

踏切対策0.01km 紀北町  ■  ■          80 －

A01-026 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）片野飯高線（片野

）

歩道整備0.88km 多気町  ■  ■  ■  ■  ■         115 －

4 案件番号： 0000369771



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 A01-027 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）伊勢小俣松阪線（

明星）

歩道整備0.06km 明和町  ■  ■          35 －

A01-028 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）木曽岬弥富停車場

線（富田子）

歩道整備0.22km 木曽岬町  ■  ■  ■          75 －

A01-029 道路 一般 三重県 直接 三重県 国道 交安 （国）311（金山） 歩道整備0.10km 熊野市  ■  ■          26 －

A01-030 道路 一般 三重県 直接 三重県 国道 交安 （国）260号他10路線 路面標示（自転車）等 大紀町　紀北町  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

太平洋岸自転車道

A01-031 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）亀山停車場石水渓

線（羽若）

歩道整備0.30km 亀山市  ■  ■  ■  ■         113 －

A01-032 道路 一般 三重県 直接 三重県 国道 交安 （国）166号（辻原） 歩道整備0.30km 松阪市  ■  ■  ■          53 －

A01-033 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）南勢磯部線（山原

）

歩道整備0.50km 志摩市  ■  ■  ■  ■         150 －

5 案件番号： 0000369771



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 A01-034 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）平生庄田線（榊原

）

歩道整備1.30km 津市  ■  ■  ■          25 －

A01-035 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）伊勢松阪線（前野

）

歩道整備0.10km 明和町  ■  ■          30 －

A01-036 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）鈴鹿環状線（磯山

バイパスⅡ期工区）

バイパス　L=1.7km 鈴鹿市  ■       1,100 －

A01-037 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）宮妻峡線（水沢（

２工区））

歩道整備　L=0.9km 四日市市  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-038 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）亀山安濃線（高野

尾バイパス）

バイパス　L=1.3km 津市  ■  ■  ■         959 －

A01-039 道路 一般 三重県 直接 三重県 国道 交安 （国）368号（勢和） 現道拡幅　L=0.4km 多気町  ■  ■         125 －

A01-040 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）勢和兄国松阪線（

鍬形）

現道拡幅　L=1.0km 多気町  ■  ■  ■         403 －

6 案件番号： 0000369771



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 A01-041 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）四日市員弁線（大

宮）

歩道整備0.02km 四日市市  ■  ■          37 －

A01-042 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）名越長明寺（田村

）

歩道整備0.06km 亀山市  ■  ■          20 －

A01-043 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （主）亀山白山線（安知

本）

防護柵設置0.20km 亀山市  ■          10 －

A01-044 道路 一般 三重県 直接 三重県 都道府

県道

交安 （一）阿児磯部鳥羽線（

安楽島２）

歩道整備0.30km 鳥羽市  ■  ■  ■          80 －

A01-045 道路 一般 三重県 直接 三重県 国道 交安 （国）311号（有馬） 歩道整備0.15km 熊野市  ■          20 －

 小計      10,655

合計      10,655

7 案件番号： 0000369771



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03

配分額 (a)                     690                   1,064

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

交付額 (c=a+b)                     690                   1,064

前年度からの繰越額 (d)                       0                     355

支払済額 (e)                     335                     712

翌年度繰越額 (f)                     355                     707

うち未契約繰越額(g)                      47                     423

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    6.81                    29.8

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

R3補正にて、R3当初予算を

上回る予算配分を受けたた

め。

1 案件番号： 0000369771



事前評価チェックシート
 計画の名称： 通学路の合同点検等に基づく交通安全対策

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
③整備計画の目標と事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） 〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 〇

1  案件番号：0000369771


