
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年03月18日

計画の名称 災害に強い安心・安全な道路ネットワークの確保(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 新潟市

計画の目標 新潟市の防災・震災対策、道路施設のメンテナンスサイクルを推進し、安心・安全な道路交通を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              17,075  Ａ              17,075  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

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 ◇道路防災点検による要対策箇所の対策実施率の向上を図ると供に、法面対策を実施して災害に強い道路ネットワークを確保する。◇緊急輸送道路や補完する道路について、橋梁の耐震対策実施率の向上を図り、災害に強い道路ネットワークを確保する

。

●道路防災点検による要対策箇所の対策実施率 77% % 95%

（道路防災点検による要対策箇所の対策実施率）＝（対策箇所数）／（計画策定時の要対策箇所）

   2 ◇点検に基づく橋梁修繕計画により、対策を優先する橋梁の対策(修繕等)実施率の向上を図り、安心・安全な道路ネットワークを確保する。

●橋梁修繕計画等に基づき、対策を優先する橋梁の対策実施率 0% % 93%

（対策を優先する橋梁の対策実施率）＝（対策実施橋梁数）／（計画策定時の対策を優先する橋梁の橋梁数）

   3 ◇点検に基づく舗装修繕計画により、対策を優先する舗装の対策実施率の向上を図り、安心・安全な道路ネットワークを確保する。

●舗装修繕計画に基づく要修繕箇所の対策実施率 0% % 31%

（対策を優先する舗装の対策実施率）＝（対策実施延長）／（計画策定時の対策を優先する舗装の総延長）

備考等 個別施設計画を含む 〇 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 －

・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：A01-001～A01-192

1 案件番号： 0000286111



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 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)402号・間瀬　ほか 法面・擁壁対策　1路線 新潟市  ■  ■  ■  ■  ■         270 －

A01-002

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟五泉間瀬線・間

瀬　ほか

法面・擁壁対策　1路線 新潟市  ■          48 －

A01-003

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)113号・高架橋　ほか 橋梁修繕　7橋 新潟市  ■         170 策定済

A01-004

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟寺泊線・信濃川

大橋　ほか

橋梁修繕　30橋 新潟市  ■         641 策定済

A01-005

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新潟鳥屋野線1号・八

千代橋　ほか

橋梁修繕　50橋 新潟市  ■         509 策定済

A01-006

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)白根西川巻線・鐙湖

橋　ほか

橋梁耐震・橋梁修繕　4橋 新潟市  ■          35 策定済

A01-007

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)113号・太夫浜　ほか 舗装修繕　4路線 新潟市  ■         353 策定済

1 案件番号：  0000286111



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 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟港横越線・下木

戸　ほか

舗装修繕　11路線 新潟市  ■         490 策定済

A01-009

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)山の下東港1号・河渡

　ほか

舗装修繕　26路線 新潟市  ■         345 策定済

A01-010

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)402号・白岩トンネル

　ほか

トンネル修繕　12トンネル 新潟市  ■  ■  ■  ■  ■         455 策定済

A01-011

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)弥彦岩室線・銅山ト

ンネル

トンネル修繕　1トンネル 新潟市  ■  ■          13 策定済

A01-012

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)113号・竜が島1丁目

　ほか

道路照明等修繕　4路線 新潟市  ■           6 策定済

A01-013

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟港横越線・上王

瀬町　ほか

道路照明等修繕　28路線 新潟市  ■          26 策定済

2 案件番号：  0000286111



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

A01-014

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)曽和ｲﾝﾀｰ信濃町線2号

・掘割町　ほか

道路照明等修繕　116路線 新潟市  ■          20 策定済

A01-015

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 計画調

査

(国)トンネル・橋梁等長

寿命化修繕計画策定

点検・計画策定 新潟市  ■          40 策定済

A01-016

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

計画調

査

(主)トンネル・橋梁等長

寿命化修繕計画策定

点検・計画策定 新潟市  ■         261 策定済

A01-017

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

計画調

査

(市)トンネル・橋梁等長

寿命化修繕計画策定

点検・計画策定 新潟市  ■         339 策定済

A01-018

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 計画調

査

(国)道路付属物等長寿命

化修繕計画策定

点検・計画策定 新潟市  ■          21 未策定

A01-019

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

計画調

査

(主)道路付属物等長寿命

化修繕計画策定

点検・計画策定 新潟市  ■          33 未策定

3 案件番号：  0000286111



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

A01-020

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

計画調

査

(市)道路付属物等長寿命

化修繕計画策定

点検・計画策定 新潟市  ■          21 未策定

A01-021

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)弥彦岩室線・間瀬 法面・擁壁対策　1路線 新潟市  ■  ■  ■  ■         363 －

A01-022

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)113号・高架橋 橋梁修繕 新潟市  ■          30 策定済

A01-023

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号・富月橋右岸取

付橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■         144 策定済

A01-024

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号・阿賀浦橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■         140 策定済

A01-025

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号・夕映えの跨線

橋(上り)ほか1橋

橋梁修繕　2橋 新潟市  ■  ■  ■  ■         242 策定済

A01-026

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)403号・小阿賀野橋 橋梁修繕 新潟市  ■         175 策定済

4 案件番号：  0000286111



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

A01-027

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)403号・車場高架橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■         100 策定済

A01-028

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)403号・矢代田跨線橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■  ■         237 策定済

A01-029

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号・飛落橋歩道橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■          10 策定済

A01-030

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号・西白根跨線橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■          27 策定済

A01-031

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号・上河橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■          10 策定済

A01-032

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)402号・田之浦橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■          11 策定済

A01-033

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)402号・無名橋（1765

)

橋梁修繕 新潟市  ■  ■           7 策定済

A01-034

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)403号・無名橋(1769) 橋梁修繕 新潟市  ■           5 策定済

5 案件番号：  0000286111



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

A01-035

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)403号・無名橋(1777) 橋梁修繕 新潟市  ■           5 策定済

A01-036

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)403号・無名橋(1778) 橋梁修繕 新潟市  ■           5 策定済

A01-037

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)403号・無名橋(1779) 橋梁修繕 新潟市  ■           5 策定済

A01-038

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)402号・浜浦橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■          63 策定済

A01-039

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟寺泊線・信濃川

大橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■  ■         300 策定済

A01-040

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟新発田村上線・

泰平橋ほか1橋

橋梁修繕　2橋 新潟市  ■         253 策定済

A01-041

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)白根安田線・小須戸

橋ほか1橋

橋梁修繕　2橋 新潟市  ■          90 策定済

6 案件番号：  0000286111



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

A01-042

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟中央環状線・大

阿賀橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■         390 策定済

A01-043

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟新津線・寿橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■  ■         195 策定済

A01-044

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新津村松線・東雲橋 橋梁修繕 新潟市  ■          30 策定済

A01-045

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新津停車場線・金沢

大橋

橋梁修繕 新潟市  ■          40 策定済

A01-046

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟五泉間瀬線・新

鼻大橋

橋梁修繕 新潟市  ■          13 策定済

A01-047

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟亀田内野線・関

屋大橋

橋梁修繕 新潟市  ■          10 策定済

7 案件番号：  0000286111



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

A01-048

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)白根西川巻線・諏訪

大橋

橋梁修繕 新潟市  ■          19 策定済

A01-049

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)白根安田線・蓑口橋 橋梁修繕 新潟市  ■          25 策定済

A01-050

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟村松三川線・松

浜小橋

橋梁修繕 新潟市  ■          15 策定済

A01-051

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟村松三川線・松

浜橋歩道橋(左)他1橋

橋梁修繕　2橋 新潟市  ■  ■  ■         234 策定済

A01-052

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟新発田村上線・

久平橋左歩道橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          90 策定済

A01-053

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟寺泊線・善久高

架橋

橋梁修繕 新潟市  ■          10 策定済

8 案件番号：  0000286111



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

A01-054

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)白根西川巻線・鐙湖

橋

橋梁修繕 新潟市  ■           6 策定済

A01-055

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟五泉間瀬線・蝸

牛橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          10 策定済

A01-056

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)白根安田線・境橋(1) 橋梁修繕 新潟市  ■  ■          25 策定済

A01-057

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)白山停車場女池線・

昭和大橋

橋梁修繕 新潟市  ■          10 策定済

A01-058

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟寺泊線・北場橋(

1)

橋梁修繕 新潟市  ■           8 策定済

A01-059

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新津村松線・新津跨

線橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■         175 策定済

9 案件番号：  0000286111



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

A01-060

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)新津茨曽根燕線・月

潟橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■         265 策定済

A01-061

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)燕白根線・新飯田橋 橋梁修繕 新潟市  ■          31 策定済

A01-062

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)今井巻線・諏訪橋 橋梁修繕 新潟市  ■          23 策定済

A01-063

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)今井巻線・鐙橋 橋梁修繕 新潟市  ■          12 策定済

A01-064

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)島見濁川線・一貫橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■          20 策定済

A01-065

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)市道鳥屋野線1号・八

千代橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■  ■         199 策定済

10 案件番号：  0000286111



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

A01-066

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)嘉瀬蔵岡線4号・北山

跨線橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■         184 策定済

A01-067

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)中黒山笠柳笹山線・

松影跨線橋

橋梁修繕 新潟市  ■          33 策定済

A01-068

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)出来島上木戸線1号・

本馬越中山跨線橋

橋梁修繕 新潟市  ■          16 策定済

A01-069

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)大蔵第1号線・小阿賀

橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■  ■         134 策定済

A01-070

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)関屋掘割町平島線・

青山跨線橋他2橋

橋梁修繕　3橋 新潟市  ■         240 策定済

A01-071

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)白根2-671号線・白根

橋

橋梁修繕 新潟市  ■          30 策定済

11 案件番号：  0000286111



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

A01-072

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)縦1号線・新早通橋 橋梁修繕 新潟市  ■          10 策定済

A01-073

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)金巻北場線・深潟橋 橋梁修繕 新潟市  ■          44 策定済

A01-074

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西南2-215号線・新川

元橋

橋梁修繕 新潟市  ■          10 策定済

A01-075

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)六分月潟線・六分月

潟橋

橋梁修繕 新潟市  ■          16 策定済

A01-076

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)橋本金池線・矢川橋 橋梁修繕 新潟市  ■          31 策定済

A01-077

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西5-270号線・青山跨

道橋

橋梁修繕 新潟市  ■          33 策定済

12 案件番号：  0000286111



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

A01-078

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)黒埼2-48号線・大潟

橋

橋梁修繕 新潟市  ■          72 策定済

A01-079

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)白根2-300号線・根岸

橋(1)

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          75 策定済

A01-080

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)岩室1-59号線・矢川2

号橋

橋梁修繕 新潟市  ■          11 策定済

A01-081

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)堀山外廻線・新赤鏥

橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          10 策定済

A01-082

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)文京町五十嵐二の町

線2号・堀割橋

橋梁修繕 新潟市  ■          29 策定済

A01-083

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西南4-213号線・小見

郷屋橋

橋梁修繕 新潟市  ■          13 策定済

13 案件番号：  0000286111



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

A01-084

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)巻1-6号線・山島橋 橋梁修繕 新潟市  ■           9 策定済

A01-085

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)白根2-219号線・大通

川2号橋

橋梁修繕 新潟市  ■          28 策定済

A01-086

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)巻2-253号線・995号

線橋

橋梁修繕 新潟市  ■           5 策定済

A01-087

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)曽和ｲﾝﾀｰ信濃町線1号

・有明大橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■         400 策定済

A01-088

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新田線・玄的新田橋 橋梁修繕 新潟市  ■          29 策定済

A01-089

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)白根2-315号線・松橋

橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          77 策定済

14 案件番号：  0000286111



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

A01-090

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新明町袋津線・亀田

新橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          80 策定済

A01-091

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)東5-94号線・中島跨

線橋

橋梁修繕 新潟市  ■          30 策定済

A01-092

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)白根2-45号線・三杖

潟橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          19 策定済

A01-093

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)白根2-79号線・大通

橋(1)

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          25 策定済

A01-094

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)白根2-686号線・西大

通川2号橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          22 策定済

A01-095

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西4-14号線・農林省

橋

橋梁修繕 新潟市  ■          27 策定済

15 案件番号：  0000286111



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

A01-096

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西4-41号線・輪之内

歩道橋

橋梁修繕 新潟市  ■           7 策定済

A01-097

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)古川下八枚線・白蓮

橋

橋梁修繕 新潟市  ■          18 策定済

A01-098

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)白根2-224号線・桜町

橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          16 策定済

A01-099

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新津2-542号線・農利

大橋

橋梁修繕 新潟市  ■          24 策定済

A01-100

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新津2-563号線・豊年

橋(1)

橋梁修繕 新潟市  ■          23 策定済

A01-101

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新津2-554号線・北上

橋

橋梁修繕 新潟市  ■          23 策定済

16 案件番号：  0000286111



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

A01-102

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)豊栄1-132号線・東本

街橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          35 策定済

A01-103

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)巻1-403号線・新生橋 橋梁修繕 新潟市  ■  ■          10 策定済

A01-104

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新津1-31号線・覚路

津大橋

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          15 策定済

A01-105

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)高屋本村線・坂本橋 橋梁修繕 新潟市  ■          14 策定済

A01-106

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)堀山鷲ノ木線・無名

橋(2167)

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          15 策定済

A01-107

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西7-47号線・無名橋(

1047)

橋梁修繕 新潟市  ■          11 策定済

17 案件番号：  0000286111



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

A01-108

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西7-47号線・無名橋(

1048)

橋梁修繕 新潟市  ■          11 策定済

A01-109

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)巻2-99号線・無名橋(

1716)

橋梁修繕 新潟市  ■           2 策定済

A01-110

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)中之口1-150号線・無

名橋(1460)

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          26 策定済

A01-111

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)巻1-238号線・無名橋

(1664)

橋梁修繕 新潟市  ■           2 策定済

A01-112

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟寺泊線・間手橋 耐震補強 新潟市  ■  ■          43 －

A01-113

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新津1-97号線・新瀬

橋

耐震補強 新潟市  ■           3 －

18 案件番号：  0000286111



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

A01-114

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)東6-158号線・下場橋

ほか1橋

耐震補強　2橋 新潟市  ■          24 －

A01-115

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新津1-95号線・無名

橋(498)

橋梁修繕 新潟市  ■  ■          63 策定済

A01-116

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)113号・太夫浜ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         170 策定済

A01-117

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)113号・太平3丁目ほ

か

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■         109 策定済

A01-118

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)402号・角海浜ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■         100 策定済

A01-119

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号・西白根ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          49 策定済

A01-120

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号・漆山ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          91 策定済

19 案件番号：  0000286111



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

A01-121

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟港横越線・下木

戸ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          92 策定済

A01-122

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟港横越線・横越

中央8丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          69 策定済

A01-123

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟亀田内野線・本

所ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          31 策定済

A01-124

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟亀田内野線・東

早通ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          32 策定済

A01-125

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟村松三川線・一

日市ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          35 策定済

A01-126

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟中央環状線・白

勢町ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■         150 策定済

20 案件番号：  0000286111



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

A01-127

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟五泉間瀬線・間

瀬ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■          54 策定済

A01-128

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)黒埼新飯田線・西白

根ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         224 策定済

A01-129

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)燕白根線・戸頭ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         240 策定済

A01-130

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)山の下東港線1号・河

渡ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          14 策定済

A01-131

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)山の下東港線2号・松

崎1丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          58 策定済

A01-132

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)中央2-156号線・関新

1丁目

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          20 策定済

21 案件番号：  0000286111



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

A01-133

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)亀田1-480号線・亀田

工業団地1丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          29 策定済

A01-134

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)江口北山線・江口ほ

か

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          84 策定済

A01-135

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新津3-270号線・川根

ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■          34 策定済

A01-136

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)北上第6号覚路津線・

北潟ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          17 策定済

A01-137

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新津1-79号線・覚路

津ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          57 策定済

A01-138

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)小須戸1-242号線・新

保ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■          43 策定済

22 案件番号：  0000286111



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

A01-139

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)東笠巻新田真木線・

真木ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          27 策定済

A01-140

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西4-122号線・新通南

ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          34 策定済

A01-141

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)巻2-526号線・仁箇ほ

か

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-142

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)流通センター線・流

通センター1丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          30 策定済

A01-143

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)113号・三和町ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          53 策定済

A01-144

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)402号・信濃町 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■           3 策定済

A01-145

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)402号・青山ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         172 策定済

23 案件番号：  0000286111



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

A01-146

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)403号・川口ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■         113 策定済

A01-147

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号・新津東町3丁

目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          41 策定済

A01-148

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟亀田内野線・太

右エ門新田ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         226 策定済

A01-149

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟停車場線・東大

通1丁目

舗装修繕 新潟市  ■  ■          20 策定済

A01-150

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟黒埼インター笹

口線・近江2丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         120 策定済

A01-151

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)白山停車場女池線・

堀之内南1丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          60 策定済

A01-152

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)曽野木一日市線・湖

南ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         411 策定済

24 案件番号：  0000286111



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

A01-153

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)新潟港沼垂線・沼垂

東2丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■          11 策定済

A01-154

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)曽和インター信濃町

線1号・浦山2丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         132 策定済

A01-155

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)曽和インター信濃町2

号・堀割町

舗装修繕 新潟市  ■  ■          14 策定済

A01-156

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)小針線・小新ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         108 策定済

A01-157

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)小針線2号・山田ほか 舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          30 策定済

A01-158

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)嘉瀬蔵岡線4号・中野

山ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          14 策定済

25 案件番号：  0000286111



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

A01-159

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)太平岡山線3号・逢谷

内2丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          41 策定済

A01-160

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西堀通線・西堀通5番

町ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■           5 策定済

A01-161

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)一番堀通入船線1号・

東堀通7番町ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          21 策定済

A01-162

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)黒埼2-48号線・木場

ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          74 策定済

A01-163

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西南4-84号線・田島

ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          21 策定済

A01-164

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)平島大野線・平島ほ

か

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          79 策定済

26 案件番号：  0000286111



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

A01-165

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)西7-9号線・流通ｾﾝﾀｰ

1丁目ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          21 策定済

A01-166

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)潟東1-123号線・卯八

郎受ほか

舗装修繕 新潟市  ■  ■  ■          59 策定済

A01-167

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)113号ほか・沼垂東5

丁目ほか

道路照明修繕　3路線 新潟市  ■           3 策定済

A01-168

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)460号ほか・小戸上組

ほか

道路照明修繕　5路線 新潟市  ■  ■          17 策定済

A01-169

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟亀田内野線ほか

・関屋大川前1丁目ほか

道路照明修繕　3路線 新潟市  ■  ■  ■          46 策定済

A01-170

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟中央環状線ほか

・大郷ほか

道路照明修繕　6路線 新潟市  ■  ■  ■          14 策定済

27 案件番号：  0000286111



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

A01-171

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (主)新潟安田線ほか・松

潟ほか

道路照明修繕　27路線 新潟市  ■  ■  ■          40 策定済

A01-172

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

修繕 (一)白山停車場女池線ほ

か・幸町ほか

道路照明修繕　21路線 新潟市  ■  ■  ■          70 策定済

A01-173

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)川端町入船線1号ほか

・上大川前通1番町ほか

道路照明修繕　5路線 新潟市  ■  ■           2 策定済

A01-174

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)山の下東港線1号ほか

・上王瀬町ほか

道路照明修繕　7路線 新潟市  ■  ■  ■          29 策定済

A01-175

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

修繕 (市)新光町堀割町線ほか

・網川原ほか

道路照明修繕　251路線 新潟市  ■  ■  ■         282 策定済

A01-176

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 修繕 (国)402号・松海が丘ほか 飛砂防止柵修繕 新潟市  ■  ■  ■  ■         500 策定済

A01-177

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 計画調

査

(国)橋梁点検 点検 新潟市  ■  ■  ■  ■         182 －

28 案件番号：  0000286111



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

A01-178

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

計画調

査

(主)橋梁点検 点検 新潟市  ■  ■  ■  ■         258 －

A01-179

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

計画調

査

(市)橋梁点検 点検 新潟市  ■  ■  ■  ■         967 －

A01-180

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 計画調

査

(国)トンネル点検 点検 新潟市  ■  ■  ■  ■          41 －

A01-181

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

計画調

査

(主)トンネル点検 点検 新潟市  ■           1 －

A01-182

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

計画調

査

(市)トンネル点検 点検 新潟市  ■           2 －

A01-183

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

計画調

査

(市)大型カルバート点検 点検 新潟市  ■           5 －

29 案件番号：  0000286111



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

A01-184

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 計画調

査

(国)横断歩道橋点検 点検 新潟市  ■           2 －

A01-185

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

計画調

査

(主)横断歩道橋点検 点検 新潟市  ■  ■          23 －

A01-186

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

計画調

査

(市)横断歩道橋点検 点検 新潟市  ■  ■          18 －

A01-187

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 計画調

査

(国)門型標識点検 点検 新潟市  ■           1 －

A01-188

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

計画調

査

(主)門型標識点検 点検 新潟市  ■           5 －

A01-189

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

計画調

査

(市)門型標識点検 点検 新潟市  ■           1 －

30 案件番号：  0000286111



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

A01-190

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 国道 計画調

査

(国)道路付属物等点検 点検 新潟市  ■  ■  ■  ■         119 －

A01-191

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 都道府

県道

計画調

査

(主)道路付属物等点検 点検 新潟市  ■  ■  ■  ■         202 －

A01-192

道路 一般 新潟市 直接 新潟市 市町村

道

計画調

査

(市)道路付属物等点検 点検 新潟市  ■  ■  ■  ■         153 －

 小計      17,075

合計      17,075

31 案件番号：  0000286111



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）

・所管部署において独自に評価を実施。
事後評価の実施体制

0000286111案件番号：

・令和2年度

・新潟市ホームページで公表

１　道路防災点検による要対策箇所の対策実施率が向上したことにより、災害に対する道路ネットワークが強化された。
２　早期の対策が必要とされた橋梁の修繕を実施したことにより、道路の安全性が向上した。
３　幹線道路の舗装修繕を実施し、健全な路面が増加したことにより、道路の安全性が向上した。

・次整備計画において、引き続き、道路施設の防災・減災・国土強靭化及びメンテナンスサイクルを推進し、安心・安全な道路ネットワークを確保する。



○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

道路防災点検による要対策箇所の対策実施率

最　終
目標値

95%
５か年の事業期間のうち、２か年実施した後に他整備計画へ移行したため、目標を下回った。

最　終
88%

実績値

 2

橋梁修繕計画等に基づき、対策を優先する橋梁の対策実施率

最　終
目標値

93%
５か年の事業期間のうち、２か年実施した後に他整備計画へ移行したため、目標を下回った。

最　終
35%

実績値

 3

舗装修繕計画に基づく要修繕箇所の対策実施率

最　終
目標値

31%
５か年の事業期間のうち、２か年実施した後に他整備計画へ移行したため、目標を下回った。

最　終
10%

実績値

1 案件番号：0000286111


