
　社会資本総合整備計画 事後評価書             平成31年03月20日

計画の名称 安心・安全な移動を実現する道路空間整備（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 新潟市

計画の目標 ◇公共交通利用者や自転車・歩行者の安全確保のため、交通環境の整備に向けた歩行者・自転車利用空間整備や公共交通関連施策を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               8,986  Ａ               7,600  Ｂ                   0  Ｃ               1,386  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）     15.42 ％

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

（H26当初） （H30末）

   1 ◇幹線道路（国道、県道及び主要な市道）100kmあたりの歩行者または自転車に関連した死傷事故件数を34件/100kmから23件/100kmへ低減。

●幹線道路100kmあたりの歩行者または自転車に関する死傷事故件数を算出する。 34件/100km 件/100km 23件/100km

（Σ幹線道路の事故件数）/（Σ幹線道路延長）×100

   2 ◇新潟市内の主要な自転車走行空間（整備済み区間）における自転車の車道通行率（断面通行自転車台数に対する車道順走自転車台数の割合）を10％から30％へ向上。

●自転車走行空間（整備済み区間）における自転車の車道通行率を算出する。 10% % 30%

Σ（車道順走自転車台数）/ Σ（断面通行自転車台数）

   3 ◇新潟市内の公共交通沿線の居住人口割合を89％から91％へ向上。

●新潟市内における公共交通沿線の居住人口割合を算出する。 90% % 92%

Σ（公共交通沿線の居住人口）/ 新潟市総人口

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 〇

・新潟市国土強靭化地域計画に基づき実施される要素事業：8-A1001、A1005、A1006、A1010

1 案件番号： 0000075378



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 新潟市 直接 新潟市 国道 改築 （国）113号・万代ＣＣＢ 電線共同溝整備（1.1km） 新潟市  ■  ■  ■  ■  ■         175 －

8-A1001

A01-002

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 交安 （国）460号・浦興野～小

戸上組

歩道整備（0.3km） 新潟市  ■          18 －

8-A1002　事業完了

A01-003

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 交安 （国）403号・矢代田 歩道整備（0.2km） 新潟市  ■           0 －

8-A1004

A01-004

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

改築 （主）新潟黒埼インター

笹口線・網川原ＣＣＢ

電線共同溝整備（1.3km） 新潟市  ■  ■  ■  ■  ■         188 －

8-A1005

A01-005

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

改築 （主）新潟亀田内野線・

亀田ＣＣＢ

電線共同溝整備（0.5km） 新潟市  ■  ■  ■  ■          82 －

8-A1006

A01-006

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟中央環状線・

犬帰新田

歩道整備（0.1km） 新潟市  ■          15 －

8-A1007　事業完了

A01-007

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟亀田内野線・

北山拡幅

歩道整備（1.2km） 新潟市  ■  ■         140 －

8-A1008　H28:12番計画へ移行

1 案件番号：  0000075378



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

A01-008

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

改築 （一）郷土資料館線ほか1

路線・ＣＣＢ

電線共同溝整備（0.9km） 新潟市  ■  ■  ■          22 －

8-A1010

A01-009

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

改築 （一）郷土資料館線ほか1

路線・ＣＣＢ

電線共同溝整備（0.9km） 新潟市  ■           0 －

8-A1010

A01-010

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）白根亀田線・亀田

早通

歩道整備（0.2km） 新潟市  ■  ■          23 －

8-A1011　事業完了

A01-011

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）白山停車場女池線

・白山浦

歩道整備（0.9km） 新潟市  ■  ■  ■         306 －

8-A1012

A01-012

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）白山停車場女池線

・白山浦

歩道整備（0.9km） 新潟市  ■          65 －

8-A1012

A01-013

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）島見新発田線 歩道整備（0.6km） 新潟市  ■          22 －

8-A1013

2 案件番号：  0000075378



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

A01-014

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）島見新発田線 歩道整備（0.6km） 新潟市  ■  ■  ■          34 －

8-A1013

A01-015

街路 一般 新潟市 直接 新潟市 S街路 改築 （都）内野駅新通線 駅前広場整備（2,300m2） 新潟市  ■         324 －

8-A1014　H27:10番計画へ移行

A01-016

街路 一般 新潟市 直接 新潟市 S街路 改築 （都）内野駅南北自由通

路

自由通路整備（25m） 新潟市  ■         179 －

8-A1015　H27:10番計画へ移行

A01-017

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）新津1-341号線ほか

1路線

バリアフリー施設整備等 新潟市  ■  ■  ■         270 －

8-A1016　H29:13番計画へ移行

A01-018

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

改築 （市）東8-99号線外（大

形駅周辺整備）

駅前広場整備（2,300m2） 新潟市  ■         133 －

8-A1017　事業完了

A01-019

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）西2-289号線・内野

駅北側スロープ

歩道整備（0.1km） 新潟市  ■          64 －

8-A1018　H27:10番計画へ移行

A01-020

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）東7-1号線ほか3路

線

歩道整備（0.2km） 新潟市  ■  ■  ■         235 －

8-A1019　H29:13番計画へ移行

3 案件番号：  0000075378



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

A01-021

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）亀田480号線 歩道整備（0.4km） 新潟市  ■  ■  ■  ■  ■         381 －

8-A1020

A01-022

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）下興野程島線ほか2

路線

歩道整備（0.8km） 新潟市  ■  ■  ■  ■          83 －

8-A1021

A01-023

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）東3-656号線 歩道整備（0.03km） 新潟市  ■         179 －

8-A1022　事業完了

A01-024

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）西5-270号線 自転車歩行者道整備（6.3km

）

新潟市  ■  ■  ■  ■         590 －

8-A1023　H30:13番計画へ移行

A01-025

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）小針線 歩道整備（0.2km） 新潟市  ■  ■  ■  ■         271 －

8-A1024　H30:13番計画へ移行

A01-026

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

改築 （市）巻1-239号線 現道拡幅（0.03km） 新潟市  ■          99 －

8-A1025　事業完了

4 案件番号：  0000075378



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

A01-027

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）沢海横越線ほか2路

線

歩道整備（3.8km） 新潟市  ■          15 －

8-A1026

A01-028

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）沢海横越線ほか2路

線

歩道整備（3.8km） 新潟市  ■  ■           0 －

8-A1026

A01-029

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）大安寺第5号大関線

外

歩道整備（3.2km） 新潟市  ■  ■  ■  ■         272 －

8-A1027　事業完了

A01-030

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）茨曽根兎新田線・

茨曽根

歩道整備（1.7km） 新潟市  ■  ■  ■         280 －

8-A1028　事業完了

A01-031

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）白根2-222号線 歩道整備（0.4km） 新潟市  ■  ■          61 －

8-A1029　事業完了

A01-032

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）古川蔵主線 歩道整備（0.5km） 新潟市  ■  ■          81 －

8-A1030　事業完了

5 案件番号：  0000075378



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

A01-033

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）松橋鷲ノ木線 歩道整備（0.3km） 新潟市  ■           2 －

8-A1031　H29:13番計画へ移行

A01-034

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）文京町五十嵐二の

町線２号・五十嵐

歩道整備（1.1km） 新潟市  ■  ■  ■          37 －

8-A1032　H29:13番計画へ移行

A01-035

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）曽和小見郷屋線 歩道整備（1.6km） 新潟市  ■          14 －

8-A1033　H29:13番計画へ移行

A01-036

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）曽和小見郷屋線 歩道整備（1.6km） 新潟市  ■          14 －

8-A1033　H29:13番計画へ移行

A01-037

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）西4-180号線 歩道整備（0.5km） 新潟市  ■         102 －

8-A1034　事業完了

A01-038

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟新津線・城山 歩道整備（0.2km） 新潟市  ■  ■          46 －

8-A1035　事業完了

6 案件番号：  0000075378



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

A01-039

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）鳥屋野女池線 歩道整備（0.4km） 新潟市  ■           1 －

8-A1036　H29:7番計画へ移行

A01-040

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）網川原線2号・鐙西 歩道整備（0.3km） 新潟市  ■  ■  ■         240 －

8-A1037　事業完了

A01-041

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）万代沼垂線 歩道整備（0.1km） 新潟市  ■           2 －

8-A1038　事業完了

A01-042

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）学校町通旭町通線 歩道整備（0.3km） 新潟市  ■  ■  ■         210 －

8-A1039　事業完了

A01-043

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）中塩俵国道線 歩道整備（1.1km） 新潟市  ■  ■         192 －

8-A1041

A01-044

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （仮）西川左岸歩道・小

針

歩道整備（0.8km） 新潟市  ■  ■  ■          63 －

8-A1042　事業完了

7 案件番号：  0000075378



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

A01-045

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （仮）西川左岸歩道・内

野

歩道整備（0.9km） 新潟市  ■  ■  ■          28 －

8-A1043

A01-046

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （仮）西川左岸歩道・内

野

歩道整備（0.9km） 新潟市  ■           0 －

8-A1043

A01-047

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）南7-383号線 歩道整備（0.3km） 新潟市  ■          11 －

8-A1044

A01-048

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）南7-383号線 歩道整備（0.3km） 新潟市  ■  ■         127 －

8-A1044

A01-049

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）巻1-255号線 バリアフリー施設整備等 新潟市  ■          15 －

8-A1045　H30:13番計画へ移行

A01-050

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）紫竹東明線外 現道拡幅（0.7km） 新潟市  ■          38 －

8-A1047

8 案件番号：  0000075378



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

A01-051

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）豊栄2-18号線ほか1

路線

歩道整備（0.7km） 新潟市  ■  ■          33 －

8-A1048　H29:13番計画へ移行

A01-052

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）白山停車場女池線

・階段施設

歩道整備（0.08km） 新潟市  ■  ■  ■         199 －

8-A1049　事業完了

A01-053

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）南3-120号線 歩道整備（0.8km） 新潟市  ■  ■  ■          84 －

8-A1050　事業完了

A01-054

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）矢代田停車場線 歩道整備（0.01km） 新潟市  ■          34 －

8-A1051　事業完了

A01-055

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟燕線・黒鳥 バイパス整備（0.7km） 新潟市  ■          11 －

8-A1053　H28:12番計画へ移行

A01-056

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）砂崩南線 現道拡幅（0.5km） 新潟市  ■          68 －

8-A1055　H28:12番計画へ移行

9 案件番号：  0000075378



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

A01-057

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）亀田252号線 歩道整備（1.3km） 新潟市  ■  ■  ■  ■         207 －

8-A1057

A01-058

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）旭町日和山線ほか2

路線

歩道整備（0.2km） 新潟市  ■  ■          49 －

8-A1058　H29:13番計画へ移行

A01-059

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）西3-32号線 バリアフリー施設整備等 新潟市  ■          11 －

8-A1059　H29:13番計画へ移行

A01-060

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟寺泊線 歩道整備（0.8km） 新潟市  ■           0 －

8-A1064

A01-061

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）遠藤小諏訪線 歩道整備（0.5km） 新潟市  ■           0 －

8-A1068

A01-062

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 交安 （国）113号・河渡新町 交差点改良（1箇所） 新潟市  ■           3 －

8-A1069　H29:13番計画へ移行

A01-063

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）新潟鳥屋野線１号 歩道整備（0.04km） 新潟市  ■           0 －

8-A1070　H29:追加

10 案件番号：  0000075378



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

A01-064

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟亀田内野線・

茗荷谷

歩道整備（1.1km） 新潟市  ■           0 －

8-A1071　H29:追加

A01-065

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）黒埼新飯田線・上

曲通

歩道整備（1.5km） 新潟市  ■          45 －

8-A1072　H30:追加

A01-066

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟小須戸三条線 自転車走行空間整備（3.3km

）

新潟市  ■  ■          29 －

8-A2001　事業完了

A01-067

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟黒埼インター

笹口線

自転車走行空間整備（0.8km

）

新潟市  ■  ■  ■  ■          43 －

8-A2002　H30:15番計画へ移行

A01-068

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）豊栄太夫浜線ほか2

路線

自転車走行空間整備（2.1km

）

新潟市  ■          18 －

8-A2003　事業完了

A01-069

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）紫竹山鳥屋野線 自転車走行空間整備（4.4km

）

新潟市  ■  ■          24 －

8-A2004　H30:15番計画へ移行

11 案件番号：  0000075378



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

A01-070

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）坂井上新町線外 自転車走行空間整備（1.9km

）

新潟市  ■  ■          67 －

8-A2006

A01-071

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）護国神社線ほか3路

線

自転車走行空間整備（1.4km

）

新潟市  ■  ■          26 －

8-A2007　事業完了

A01-072

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）平島小針線ほか1路

線

自転車走行空間整備（2.1km

）

新潟市  ■  ■          70 －

8-A2008　事業完了

A01-073

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）駅西線 自転車走行空間整備（0.4km

）

新潟市  ■           4 －

8-A2009

A01-074

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）小針坂井線 自転車走行空間整備（1.6km

）

新潟市  ■          11 －

8-A2010

A01-075

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）小針坂井線 自転車走行空間整備（1.6km

）

新潟市  ■  ■          23 －

8-A2010

12 案件番号：  0000075378



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

A01-076

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）曽和インター信濃

町線1号

自転車走行空間整備（2.7km

）

新潟市  ■  ■  ■  ■          75 －

8-A2011　H30:15番計画へ移行

A01-077

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）東港線ほか1路線 自転車走行空間整備（2.0km

）

新潟市  ■  ■  ■  ■          55 －

8-A2012　事業完了

A01-078

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）上大川前通西湊町

通線

自転車走行空間整備（0.5km

）

新潟市  ■  ■          15 －

8-A2013　事業完了

A01-079

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 交安 （国）460号ほか3路線 通学路対策 新潟市  ■           5 －

8-A2014　H29：13番計画へ移行

A01-080

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟五泉間瀬線ほ

か9路線

通学路対策 新潟市  ■  ■  ■          11 －

8-A2015　H29：13番計画へ移行

A01-081

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）青山小針線ほか113

路線

通学路対策 新潟市  ■  ■  ■          96 －

8-A2016　H29：13番計画へ移行

A01-082

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）曽野木一日市線 自転車走行空間整備（2.0km

）

新潟市  ■  ■  ■          34 －

8-A2017　事業完了

13 案件番号：  0000075378



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

A01-083

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）下興野程島線 自転車走行空間整備（1.3km

）

新潟市  ■  ■           8 －

8-A2018　事業完了

A01-084

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）八千代1号線 自転車駐車場（0.1km）及び

自転車走行空間（0.4km）の

整備

新潟市  ■           1 －

8-A2019

A01-085

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）八千代1号線 自転車駐車場（0.1km）及び

自転車走行空間（0.4km）の

整備

新潟市  ■           6 －

8-A2019　事業完了

A01-086

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟五泉間瀬線ほ

か1路線

自転車走行空間整備（2.6km

）

新潟市  ■  ■          14 －

8-A2020　事業完了

A01-087

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）駅東口線ほか2路線 自転車走行空間整備（1.5km

）

新潟市  ■  ■           4 －

8-A2021　事業完了

A01-088

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新津停車場線 自転車走行空間整備（1.8km

）

新潟市  ■  ■           8 －

8-A2022　事業完了

14 案件番号：  0000075378



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

A01-089

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新津村松線 自転車走行空間整備（0.4km

）

新潟市  ■           3 －

8-A2023　事業完了

A01-090

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟寺泊線ほか2路

線

自転車走行空間整備（0.8km

）

新潟市  ■  ■          17 －

8-A2024　事業完了

A01-091

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）五十嵐町線 自転車走行空間整備（0.5km

）

新潟市  ■  ■          28 －

8-A2025　事業完了

A01-092

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）巻停車場線ほか6路

線

自転車走行空間整備（3.9km

）

新潟市  ■  ■          14 －

8-A2028　事業完了

A01-093

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）曽野木一日市線ほ

か3路線

自転車走行空間整備（1.1km

）

新潟市  ■           1 －

8-A2029　事業完了

A01-094

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）東5-100号線 自転車走行空間整備（0.4km

）

新潟市  ■           2 －

8-A2030　事業完了

15 案件番号：  0000075378



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

A01-095

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）白根安田線ほか2路

線

自転車走行空間整備（0.6km

）

新潟市  ■  ■          39 －

8-A2031　事業完了

A01-096

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）白山停車場女池線

ほか14路線

路面表示設置（10.9km） 新潟市  ■  ■           5 －

8-A2032　事業完了

A01-097

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （主）新潟燕線 自転車走行空間整備（0.4km

）

新潟市  ■           8 －

8-A2033　H29：追加　事業完了

A01-098

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （市）新潟鳥屋野線2号 自転車走行空間整備（0.9km

）

新潟市  ■           9 －

8-A2034　H29：追加　事業完了

A01-099

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （市）鳥屋野女池線 自転車走行空間整備（0.7km

）

新潟市  ■          13 －

8-A2035　H29：追加　事業完了

A01-100

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）南2-2号線 歩道整備（0.2km） 新潟市  ■          23 －

8-A3001

16 案件番号：  0000075378



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

A01-101

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）中央2-146号線 歩道整備（0.2km） 新潟市  ■  ■           5 －

8-A3004

A01-102

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）中央2-147号線 歩道整備（0.1km） 新潟市  ■  ■           2 －

8-A3005

A01-103

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）川端町東堀前通線 歩道整備（0.3km） 新潟市  ■  ■          11 －

8-A3006

A01-104

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）白山停車場女池線

ほか8路線

バス停上屋整備 新潟市  ■  ■          19 －

8-A4001

A01-105

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）白山停車場女池線

・学校町通

車両停車帯 新潟市  ■  ■         117 －

8-A5001

A01-106

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）平島青山線外 交差点改良 新潟市  ■          22 －

8-A5002

17 案件番号：  0000075378



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

A01-107

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）西5-132号線 バス停上屋整備 新潟市  ■           6 －

8-A5003

A01-108

街路 一般 新潟市 直接 新潟市 S街路 改築 （都）寄居浜女池線・白

山

現道拡幅（0.1km） 新潟市  ■          23 －

8-A6001

A01-109

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

改築 （市）寄居浜女池線2号 駅前広場整備（3,100m2） 新潟市  ■          93 －

8-A6002

A01-110

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

改築 （市）中央2-67号線 歩道整備（0.2km） 新潟市  ■           0 －

8-A6003

A01-111

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

改築 （市）中央2-178号線 自由通路整備（0.05km） 新潟市  ■           0 －

8-A6004

 小計       7,600

合計       7,600

18 案件番号：  0000075378



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 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

C01-001

街路 一般 新潟市 直接 新潟市 S街路 改築 内野駅周辺整備関連事業 駅舎内のバリアフリー化等 新潟市  ■          40 －

道路整備(8-A1014,8-A1015)とあわせ、駅舎内のバリアフリー化を推進し、自由通路利用者の安全・安心な移動環境をより一層向上させる。

8-C1001　H27:10番計画へ移行

C01-002

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 自転車等駐車場整備事業

（中央区）

自転車等駐車場の整備 新潟市  ■  ■  ■         132 －

道路整備（8-A2007、8-A2012、8-A2013、8-A2019、8-A2032）とあわせ、自転車等駐車場の整備をすることにより、安全で快適な自転車利用環境創出を図る。

8-C2001　事業完了

C01-003

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

交安 （市）一番堀通町東堀通

線ライジングボラード整

備事業

ライジングボラード設置 新潟市  ■  ■          26 －

道路整備（8-A3004、8-A3005、8-A3006）とあわせ、ライジングボラードを整備することにより、歩行者主体の道路空間を創出する。

8-C2002　事業完了

C01-004

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 （一）白山停車場女池線

外

自転車走行啓発路面表示の整

備

新潟市  ■           3 －

道路整備とあわせ、自転車走行啓発路面表示を自転車歩行者道に整備することにより、安全で連続的な自転車・歩行者通行環境創出を図る。

8-C2003　道路整備は8-A2001、-A2002、-A2004、-A2006、-A2007、-A2008、-A2010、-A2011、-A2012、-A2013が該当　事業完

C01-005

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 デマンド型交通の推進（

北区）

公共交通導入実験 新潟市  ■           6 －

道路整備等と一体的にデマンド型交通を推進することにより、都心部のみならず公共交通空白地域・不便地域の交通環境が改善され、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C4001　道路整備等は8-A1012、8-A5001、8-A5002が該当

C01-006

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 デマンド型交通の推進（

南区）

公共交通導入実験 新潟市  ■           3 －

道路整備等と一体的にデマンド型交通を推進することにより、都心部のみならず公共交通空白地域・不便地域の交通環境が改善され、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C4002　道路整備等は8-A1012、8-A5001、8-A5003が該当

1 案件番号：  0000075378



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 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

C01-007

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 新バスシステム利用環境

整備事業

バス利用環境整備等 新潟市  ■  ■  ■         137 －

道路整備等と一体的に交通情報案内、バス停上屋・駐輪場の整備、バスベイ整備などバス利用環境改善を行うことにより、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C4006　道路整備等は8-A1012、8-A4001、8-A5001、8-A5002、8-A5003が該当

C01-008

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 Ｐ＆Ｒ駐車場整備事業 駐車場整備 新潟市  ■           2 －

道路整備等と一体的に鉄道駅や主要バス停でのＰ＆Ｒ施策の有効性を検証しながらＰ&Ｒ駐車場を整備することにより、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C4007　道路整備等は8-A1012、8-A4001、8-A5001、8-A5002、8-A5003が該当

C01-009

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 Ｐ＆Ｒ駐車場整備事業 駐車場整備 新潟市  ■           3 －

道路整備等と一体的に鉄道駅や主要バス停でのＰ＆Ｒ施策の有効性を検証しながらＰ&Ｒ駐車場を整備することにより、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C4007　道路整備等は8-A1012、8-A4001、8-A5001、8-A5002、8-A5003が該当

C01-010

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 モビリティ・マネジメン

トの推進（利用促進）

利用促進実験 新潟市  ■          47 －

道路整備等と一体的にモビリティ・マネジメント事業を実施することにより、公共交通利用促進や交通行動の変容を促し、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C4008　道路整備等は8-A1012、8-A5001、8-A5002が該当

C01-011

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 モビリティ・マネジメン

トの推進（都心部）

中央区TFP調査 新潟市  ■  ■           4 －

道路整備等と一体的にモビリティ・マネジメント事業を実施することにより、公共交通利用促進や交通行動の変容を促し、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C4010　道路整備等は8-A1012、8-A5001、8-A5002が該当

C01-012

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 モビリティ・マネジメン

トの推進（郊外部）

西区・南区TFP調査 新潟市  ■           1 －

道路整備等と一体的にモビリティ・マネジメント事業を実施することにより、公共交通利用促進や交通行動の変容を促し、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C4011　道路整備等は8-A1012、8-A4001、8-A5001、8-A5002、8-A5003が該当

2 案件番号：  0000075378



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 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

C01-013

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 公共交通活性化事業（西

区、西蒲区）

公共交通導入実験 新潟市  ■          31 －

道路整備等と一体的に公共交通空白地域・不便解消に向けたフィーダーバス運行を実施することにより、都心部へのアクセス性が向上し、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C4012　道路整備等は8-A1012、8-A5001、8-A5002が該当

C01-014

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

交安 新たな交通の導入 BRTの導入 新潟市  ■  ■  ■         951 －

道路整備の交通環境整備と一体的にBRTを導入し自動車交通から公共交通への転換を図り、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上する。

8-C5001　道路整備は8-A1012、8-A4001、8-A5001、8-A5002、8-A5003が該当

C01-015

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

改築 白山駅周辺整備関連事業 駅舎内のバリアフリー化等 新潟市  ■           0 －

道路整備(8-A6002)とあわせ、駅舎内のバリアフリー化やシェルターを整備することにより，歩行者の安全で円滑な交通の確保を図る。

8-C6001

 小計       1,386

合計       1,386

3 案件番号：  0000075378



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）

新潟市大規模建設事業評価監視委員会において、当該社会資本総合整備計画の事後評
価を行う。

事後評価の実施体制

0000075378案件番号：

平成30年11月29日

新潟市のホームページによる

・自転車の車道通行率について、自転車走行空間整備が順調に進捗し、目標値の30%を大きく上回る44%の実績値となった。この
結果、特に歩道走行から車道左側走行への転換が図られたことにより、歩道上の事故が大きく減少した。
・ハード面の交通環境整備と、ソフト面のデマンド型交通やパークアンドライドなどを一体的に推進することにより、都心部の
みならず公共交通空白地域・不便地域の交通環境が改善され、安全で安心して暮らせる移動環境がより一層向上した。

・都心部、郊外ともに歩道整備率が上がり、日々の安全性、快適性が向上している。
・歩道空間の整備とともに、古町のライジングボラード整備により、歩行者主体の道路空間を創出した。
・交通環境整備と一体的にBRTを導入し、自動車交通から公共交通への転換を図り、安全で安心して暮らせる移動環境がより一
層向上した。

公共交通や自転車で移動しやすく安心・安全・快適に歩けるまちづくりを目指して、引き続き、道路整備や利用環境整備を推進するとともに、通学路整備などの安全
対策を進め、歩行者の安全性を確保する。



○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

幹線道路100kmあたりの歩行者または自転車に関する死傷事故件数

最　終
目標値

23件/100km
当初、目標値として設定した値は、H14~H23の交通事故総合分析センター(イタルダ)のデータにより死傷事故件数の推移を機械的に定めたもの

であったが、近年、自転車対自転車、自転車対歩行者の事故は増加傾向であることが要因となっている。一方で、整備効果は発現しており、

当該指標は策定当時と比較し、24%低減している。（8件/100kmの低減）

最　終
26件/100km

実績値

 2

自転車走行空間（整備済み区間）における自転車の車道通行率

最　終
目標値

30%
-

最　終
44%

実績値

 3

新潟市内における公共交通沿線の居住人口割合

最　終
目標値

92%
-

最　終
92%

実績値

1 案件番号：0000075378


