
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 幹線道路の防災・震災に対する安全・安心確保に関する計画（防災・安全）

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 長野県

計画の目標 確実な交通確保と情報提供等を行い、道路の総合的な防災対策を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,012  Ａ               4,012  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

0 32

   1 落石等対策個所の改善箇所

事業により実施される落石等対策箇所数。 0箇所 箇所 32箇所

（道路ネットワークの防災実施箇所）　＝　Σ（落石等危険箇所等の実施箇所）

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 － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）長野菅平線・窓岩 落石対策L=0.7㎞ 長野市  ■          10 －

4-A5

A01-002

道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）駒ヶ根駒ヶ岳公園

線・しらび平～野猿

落石対策　L=0.23㎞ 宮田村～駒ヶ根

市

 ■  ■         100 －

4-A9

A01-003

道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)阿南根羽線ほか　巾

川～小戸名

法面・盛土対策　(0.9㎞) 阿南町～根羽村  ■  ■  ■  ■  ■       1,200 －

4-A1

A01-004

道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)上飯田線ほか　上村

～氏乗

法面・盛土対策　(1.8㎞) 飯田市～喬木村  ■  ■  ■         500 －

4-A2

A01-005

道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)141号ほか　海尻～東

馬流

法面・盛土対策　(0.5㎞) 南牧村～小海町  ■  ■  ■         200 －

4-A3

A01-006

道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)豊野南志賀公園線ほ

か　山田入ほか

法面・盛土対策　(0.1㎞) 高山村ほか  ■  ■  ■         300 －

4-A4

A01-007

道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)256号ほか　吾妻ほか 法面・盛土対策　(0.7㎞) 南木曽町ほか  ■  ■  ■         400 －

4-A6

1 案件番号： 



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)151号ほか　落合ほか 法面・盛土対策　(0.7㎞) 阿南町ほか  ■  ■  ■  ■  ■         552 －

4-A6

A01-009

道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)駒ヶ根駒ヶ岳公園線

ほか　北御所ほか

法面・盛土対策　(0.7㎞) 宮田村～駒ヶ根

市

 ■  ■  ■  ■  ■         500 －

4-A8

A01-010

道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）１４３号ほか　田

沢ほか

法面・盛土対策　(0.5㎞) 青木村ほか  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

4-A26

 小計       4,012

合計       4,012

2 案件番号： 



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）

「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」に基づき実施する。
事後評価の実施体制

          案件番号：

整備計画の交付期間の最終年度に予定しているすべての要素事業が完了した後、
速やかに実施する。 （翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完
了した後、実施する。）

長野県公式ホームページにおいて公表する。

・計画した落石等危険箇所のうち２０箇所の対策工事が完了し、道路の安全・安心な通行が確保された。

・計画期間中に新たに発見された落石等危険個所の対策は、別の整備計画等で継続して実施している。



○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

事業により実施される落石等対策個所数。

最　終
目標値

32箇所
・整備計画期間中に、基幹事業の一部が他の整備計画や個別補助事業に移行したため、本整備計画の実績値としては目標値を下回ったが、移

行先の整備計画等において「防災・安全、国土強靭化のための３か年緊急対策」等による実績を合わせると目標値を達成している。

最　終
20箇所

実績値

1 案件番号：


