
社会資本総合整備計画の名称：　　　　４２　　大仙市内各地域間の交流を図る安全性の高い交通網等の整備（防災・安全）社会資本総合整備計画（大仙市）



42 大仙市内各地域間の交流を図る安全性の高い交通網等の整備（防災・安全）平成26年度　～　平成30年度　(5年間)
平成24年度に実施した通学路緊急合同点検に基づき歩道整備が必要とされた箇所について、計画期間中に整備率を100%とする。橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕の実施により、健全度の高い橋梁割合を向上させる。抽出された各要素の整備必要事業量について、5ヶ年で100%の整備を図る。緊急合同点検における対策が必要とされた箇所を、各年度毎に対策を行った箇所を累計し百分率で表す。　　　（整備率） ＝ （健全度区分Ⅰの橋梁数） ÷ （長寿命化修繕計画対象橋梁数） × 100

Ａ　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） 個別施設計画 備考種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30 策定状況42-A1 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 （１）仙北1号線 歩道設置　L=2.0km 大仙市 14742-A2 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 （１）追分板杭線 歩道設置　L=0.52km 大仙市 342-A3 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 （１）南外１号線 現道拡幅 L=0.14km 大仙市 30442-A4 道路 雪寒 大仙市 直接 大仙市 （１）市役所前通線 消融雪施設　L=0.42km 大仙市 9442-A5 道路 雪寒 大仙市 直接 大仙市 除雪機械購入事業 除雪機械　N=22台 大仙市 57042-A6 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕　N=15橋 大仙市 100 ○42-A7 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 市道幹線路面修繕事業 路面修繕　L=20.0km 大仙市 49042-A8 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 （１）久保関古館線 歩道設置　L=2.8km 大仙市 14942-A9 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 道路施設老朽化対策事業 大仙市 4842-A10 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 定期点検 ﾄﾝﾈﾙN=1箇所、橋梁N=1602橋、外 大仙市 20042-A11 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 市道幹線法面修繕事業 法面修繕 大仙市 10342-A12 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 刈和野南線（暁橋）ほか橋梁補修 橋梁修繕　N=15橋 大仙市 1,190 ○42-A13 道路 一般 大仙市 直接 大仙市 路面性状調査 調査 L=37,000m 大仙市 6合計 3,404Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 策定状況合計 0Ｃ　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 H26 H27 H28 H29 H3042-C1 計画・調査 一般 大仙市 直接 大仙市 道路・管理システム整備事業 管理システム導入 大仙市 17合計 17番号 備考41-C1 道路台帳を基にしたGISシステムを構築し橋梁等の点検データを管理することにより、老朽化に起因する不測時の第三者被害防止が図られる。長寿命化及び老朽化対策事業と併せて市内道路網の安全性向上が期待される。

事業者

大仙市内各地域間の公共施設及び観光施設等の相互アクセスを改善する交通網等の整備を行うとともに、通学路の整備促進により交通安全を推進し、更なる地域間交流を図る。　　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 備考当初現況値 中間目標値 最終目標値
社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）計画の名称 重点配分対象の該当計画の期間 交付対象

94% 100%89%

別紙５－１

要素となる事業名 市町村名 全体事業費（百万円） 費用便益比（事業箇所）

一体的に実施することにより期待される効果

0.0%Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

全体事業費（百万円） 費用便益比（延長・面積等）番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名港湾・地区名 全体事業費（百万円）番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

交付対象事業
主要幹線道路の道路施設点検及び対策

計画の目標 大仙市 平成29年3月22日
H30（末）H28（末）（H26当初)　　　　　（対策実施率） ＝ （対策済箇所数） ÷ （対策必要箇所数） × 100全体事業費 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 3,421百万円 Ａ 3,404百万円 Ｂ Ｃ 17百万円 31%27%25%橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕の内、健全度区分Ⅰ(修繕等が当面不要)の橋梁数を、各年度毎に整備される橋梁を累計し百分率で表す。 Ｄ 効果促進事業費の割合



Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業事業 地域 交付 直接 備考種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30交付金の執行状況 （単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。※　平成２８年度は、決算額が確定でき次第記載。未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由未契約繰越＋不用率(h = (g+h)/(c+d)） 0.0% 0.0% 4.8%不用額（h = c+d-e-f） 0.024 0.000 0.000うち未契約繰越額（g） 0.000 0.000 12.651翌年度繰越額（f） 0.000 31.077 39.814支払済額（e） 134.436 219.253 225.671前年度からの繰越額（d） 0.000 0.000 31.077交付額（c=a+b） 134.460 250.330 234.408計画別流用増△減額（b） 0.000 0.000 0.000配分額（a） 134.460 250.330 234.408H26 H27 H28 H29 H30
番号 事業者 要素となる事業名（事業箇所） 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費（百万円）（面積等）



参考図面（社会資本整備総合交付金）計画の名称 　４２　大仙市内各地域間の交流を図る安全性の高い交通網等の整備（防災・安全）計画の期間 平成２６年度～平成３０年度（５年間） 大仙市交付対象 別紙５－１
由利本荘由利本荘由利本荘由利本荘 横手横手横手横手湯沢湯沢湯沢湯沢 田沢湖田沢湖田沢湖田沢湖大仙市大仙市大仙市大仙市秋田秋田秋田秋田
能代能代能代能代 大館大館大館大館 鹿角鹿角鹿角鹿角

西仙北地域西仙北地域西仙北地域西仙北地域((((中心部中心部中心部中心部))))
神岡地域神岡地域神岡地域神岡地域((((中心部中心部中心部中心部))))

中仙地域中仙地域中仙地域中仙地域((((中心部中心部中心部中心部))))

仙北地域仙北地域仙北地域仙北地域((((中心部中心部中心部中心部))))
太田地域太田地域太田地域太田地域((((中心部中心部中心部中心部))))

42-A3 南外1号線（現道拡幅）
大曲地域大曲地域大曲地域大曲地域((((中心部中心部中心部中心部))))

西仙北西仙北西仙北西仙北S.A I.CS.A I.CS.A I.CS.A I.C

大曲大曲大曲大曲I.CI.CI.CI.C

秋田自動車道R341 R13

R46

R105

協和協和協和協和I.CI.CI.CI.C

南外地域南外地域南外地域南外地域((((中心部中心部中心部中心部))))

【市内全域】42-A5 除雪機械購入事業42-A6 橋梁長寿命化修繕事業42-A7 市道幹線路面修繕事業42-A9 道路施設老朽化対策事業42-A10 定期点検42-A11  市道幹線法面修繕事業42-A12 刈和野南線(暁橋)ほか橋梁補修42-A13  路面性状調査42-C1 道路情報管理システム整備事業

42-A1 仙北１号線（歩道整備）
42-A2 追分板杭線（歩道整備）

42-A4 市役所前通線（消融雪施設整備）
協和地域協和地域協和地域協和地域((((中心部中心部中心部中心部))))

42-A8 久保関古館線（歩道整備）
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