
社会資本総合整備計画
平成25年2月18日

39 安全でうるおいのある人にやさしいまちづくり（防災・安全）
平成21年度　～　平成25年度　（5年間） 焼津市

交通事故による死傷者数（人）の２割削減
生活道路の整備が進み、車やバイク等で移動するときに円滑に通行できるようになったと思う市民の割合（％）の増加

交通事故による死傷者数（人）

1,898 1,518

生活道路の整備が進み、車やバイク等で移動するときに円滑に通行できるようになったと思う市民の割合（％）
54.3 60.0

250 0 0

百万円 百万円 百万円 百万円

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H21 H22 H23 H24 H25

39-A1 街路 一般 焼津市 直接 250

合計 250

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号 備考

16 安全でうるおいあふれる人にやさしいまちづくり

交付 備考
対象

16-A'1 道路 焼津市 （１）市道和田学校線 18 「防災・安全移行元」
16-A'2 道路 焼津市 （２）市道0217号線 241 「防災・安全移行元」
16-A'3 道路 焼津市 （他）市道1548号線 50 「防災・安全移行元」
16-A'6 道路 焼津市 （他）市道上小田橋道東一号線 36 「防災・安全移行元」
16-A'8 道路 焼津市 （２）市道横須賀上小田線 95 「防災・安全移行元」
16-A'9 道路 焼津市 （他）市道小川新町黒石川北線 57 「防災・安全移行元」
16-A'11 道路 焼津市 （１）市道0101号線 39 「防災・安全移行元」
16-A'12 道路 焼津市 （１）市道0102号線 93 「防災・安全移行元」
16-A'13 道路 焼津市 （１）市道0103号線 95 「防災・安全移行元」
16-A'14 道路 焼津市 （１）市道0104号線 80 「防災・安全移行元」
16-A'15 道路 焼津市 （２）市道0201号線 72 「防災・安全移行元」
16-A'16 道路 焼津市 （２）市道0202号線 45 「防災・安全移行元」

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

事業種別

番号

番号

事業実施期間（年度）

焼津市

その他関連する事業

計画等の名称

焼津市
焼津市

焼津市
焼津市

焼津市

要素となる事業名

焼津市
焼津市

事業者 要素となる事業名 事業内容

事業者 要素となる事業名
事業内容

計画の期間

　　定量的指標の定義及び算定式

全体事業費

計画の目標

交通ネットワークにおける安全で快適な移動環境と、自然環境と景観に配慮し、災害にも強い魅力ある住環境が融合したうるおいとやすらぎのある都市空間を創出することにより、誰もが利用しやすく活動しやすいまちを目指す。

　　計画の成果目標（定量的指標）

※当初現況値については、平成16年～20年までの平均値

※焼津市市民満足度調査による

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

効果促進事業費の割合250
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ Ｃ

交付対象

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名

焼津市 （都）小川港道原線

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

焼津市

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

市町村名
港湾・地区名

市町村名

焼津市
焼津市

焼津市
焼津市



16-A'17 道路 焼津市 （１）市道東益津南部線 49 「防災・安全移行元」
16-A'18 道路 焼津市 （１）市道焼津駅道原線 30 「防災・安全移行元」
16-A'19 道路 焼津市 （２）市道小川三右衛門線 20 「防災・安全移行元」
16-A'21 道路 焼津市 （２）市道志太海岸線 42 「防災・安全移行元」
16-A'22 街路 焼津市 328 「防災・安全移行元」

16-A'22 街路 焼津市 39 「防災・安全移行元」

16-A'23 街路 焼津市 95 「防災・安全移行元」

16-A'24 街路 焼津市 2,017 「防災・安全移行元」

16-A'24 街路 焼津市 39 「防災・安全移行元」

16-A'25 街路 焼津市 5,962 「防災・安全移行元」
16-A'26 道路 焼津市 （他）市道祢宜島北道原境二号線 21 「防災・安全移行元」
16-A'27 道路 焼津市 （他）市道市立病院東線 10 「防災・安全移行元」
16-A'28 街路 焼津市 （都）豊田南線 50 「防災・安全移行元」
16-A'29 道路 焼津市 （１）市道小川青島線 41 「防災・安全移行元」
16-A'30 道路 焼津市 （１）市道八楠石脇線 24 「防災・安全移行元」
16-A'32 道路 焼津市 6 「防災・安全移行元」
16-A'33 道路 焼津市 0 「防災・安全移行元」
16-A'34 道路 焼津市 25 「防災・安全移行元」
16-A'35 道路 焼津市 41 「防災・安全移行元」
16-A'36 道路 焼津市 24 「防災・安全移行元」
16-A'37 道路 焼津市 19 「防災・安全移行元」
16-A'38 道路 焼津市 47 「防災・安全移行元」
16-C'1 河川 焼津市 （準用河川）一色・横須賀川 70 「防災・安全移行元」
16-C'2 計画・調査 焼津市 長寿命化修繕計画 9 「防災・安全移行元」
16-C'3 計画・調査 焼津市 長寿命化修繕計画 16 「防災・安全移行元」
16-C'4 公共交通 焼津市 自主運行バス整備 20 「防災・安全移行元」

36 東名高速道路へのアクセス強化による安全で快適なまちづくり

交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

36-A'1 道路 焼津市 100 （新規）社会資本総合整備計画移行先

32 暮らしの安全・安心を創出する“ふじのくに”のみちづくり

交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

32-A'82 道路 焼津市 60 「防災・安全移行先」
32-A'83 道路 焼津市 38 「防災・安全移行先」
32-A'80 道路 焼津市 88 「防災・安全移行先」
32-A'81 道路 焼津市 11 「防災・安全移行先」
32-A'85 道路 焼津市 128 「防災・安全移行先」
32-A'85 道路 焼津市 82 「防災・安全移行先」
32-A'86 道路 焼津市 17 「防災・安全移行先」
32-A'86 道路 焼津市 32 「防災・安全移行先」
32-A'86 道路 焼津市 22 「防災・安全移行先」
32-A'87 道路 焼津市 20 「防災・安全移行先」
32-A'87 道路 焼津市 18 「防災・安全移行先」
32-A'87 道路 焼津市 5 「防災・安全移行先」
32-A'84 道路 焼津市 10 「防災・安全移行先」

33 “ふじのくに”の道路施設長寿命化の推進

交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

33-A'116 道路 焼津市 16 「防災・安全移行先」
33-A'117 道路 焼津市 12 「防災・安全移行先」

百万円 百万円 百万円

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')）

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市
焼津市

市町村名

焼津市

焼津市

市町村名

焼津市

焼津市

焼津市
焼津市西小川地区　（他）焼津南小学校北線（西小川）

焼津市西小川地区　（他）五丁新開二号線（西小川）

焼津市
焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

共和橋他９橋橋梁耐震補強事業

焼津市焼津駅北地区　（他）焼津駅北口西線他（駅北）

焼津市豊田地区　（２）焼津中央高校線他（小土）

（１）市道栄田線

（１）市道当目花沢線

要素となる事業名

事業者
要素となる事業名

事業種別
（事業箇所）

（１）市道0105号線

事業者
要素となる事業名

事業種別
（事業箇所）

市町村名
全体事業費
（百万円）

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

焼津市

東小川地区((都）小川堅小路線外）

焼津市
焼津市

焼津市

（他）市道1286号線

焼津市焼津駅北地区　（他）学童橋西小学校線他（駅北）

焼津市大富地区　（２）道原上請所線他（中根新田）

焼津市大富地区　（他）木屋川北島橋線他（中根新田）

焼津市焼津駅北地区　（他）焼津駅北口東線他（駅北）

焼津市豊田地区　（他）豊田焼津線他（小土）

（事業箇所）

（他）市道1585号線

事業種別 事業者

計画等の名称

焼津市豊田地区　（他）豊田学校橋線他（小土）

（他）市道1160号線

1.1%Ａ’ Ｂ’ Ｃ’
10,509 0 115

計画等の名称

焼津市西小川地区　（１）焼津駅道原線（西小川）
焼津市西小川地区　（他）塩津高架橋東上線（西小川）

会下ノ島石津地区((都)志太海岸線外）

焼津南部地区((都)小川島田幹線外）

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

焼津市
焼津市

焼津市

計画等の名称

焼津市
（２）市道0204号線 焼津市

焼津市東益津地区　（他）石脇川左岸線他（石脇上） 焼津市

焼津市
焼津市

焼津市東益津地区　（他）高崎谷崎石脇線（石脇下）

焼津市東益津地区　（他）東益津中学岡当目線他（中里）

東小川地区((都）小川堅小路線外）

大覚寺八楠地区((都）大覚寺藤岡線外）

会下ノ島石津地区((都)志太海岸線外）


