
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）
４２　安全で快適な生活道路の整備（防災・安全）

① 高齢化していく道路インフラに対する戦略的維持管理の仕組み（メンテナンスサイクル）の構築を推進する。

② 歩行者・自転車の安全確保のための歩道設置を中心とした交通安全対策事業を推進し、事業実施箇所における死傷事故件数を削減する。

① メンテナンスサイクル構築の推進率を算出する。

構築推進率（％）＝Σ（メンテナンスサイクルの構築を目的に実施した点検・計画策定・修繕の施設数／メンテナンスサイクルの構築対象施設数） 0 ％ 100 ％

② 交通安全対策事業の実施箇所における事業実施箇所の死傷事故件数の削減割合を算出する。

死傷事故削減率（％）＝Σ（交通安全対策事業実施箇所における事業実施後の死傷事故件数／Ｈ２１～Ｈ２５の年平均死傷事故件数） 100 ％ 80 ％

死傷事故件数＝人身事故件数

Ｈ２１～Ｈ２５の年平均死傷事故件数を当初現況値100％とする。

20,568 百万円 20,564 百万円 0 百万円 4 百万円

Ａ　地方道路整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 省略 備考

種別 種別 対象 間接 種別 工種 H26 H27 H28 H29 H30

42-A-1 道路 一般 瀬戸市 直接 市町村道 交安 （２）品野曽野線 歩道設置 L=160m 瀬戸市 121

42-A-2 道路 一般 瀬戸市 直接 市町村道 交安 （１）共栄追分線外２路線 カラー舗装化 L=200m 瀬戸市 5

42-A-3 道路 一般 瀬戸市 直接 市町村道 交安 （１）十三橋線 歩道設置 L=150m 瀬戸市 172 38Pより移行

42-A-4 道路 一般 瀬戸市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=60,636m 瀬戸市 8

42-A-5 道路 一般 瀬戸市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=345基 瀬戸市 19

42-A-6 道路 一般 瀬戸市 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装修繕 L=3,200m 瀬戸市 150

42-A-8 道路 一般 春日井市 直接 市町村道 交安 （１）１４９号線 歩道設置 L=280m 春日井市 150 4-A-38へ移行

42-A-9 道路 一般 春日井市 直接 市町村道 交安 （１）１２３号線 歩道設置 L=500m 春日井市 50

42-A-10 道路 一般 春日井市 直接 市町村道 交安 （２）２０７号線 歩道設置 L=120m 春日井市 10

42-A-11 道路 一般 春日井市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=144箇所 春日井市 22

42-A-12 道路 一般 春日井市 直接 市町村道 交安 （他）２２１６号線外１路線 歩道設置 L=100m 春日井市 243

42-A-13 道路 一般 小牧市 直接 市町村道 修繕 横断歩道橋修繕 横断歩道橋修繕 N=1橋 小牧市 20 34-A1-97へ移行

42-A-14 道路 一般 小牧市 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装修繕 L=2,950m 小牧市 295 策定済

42-A-15 道路 一般 尾張旭市 直接 市町村道 交安 （１）瀬戸新居線外１路線 横断防止柵設置 L=1,650m 尾張旭市 17

42-A-17 道路 一般 尾張旭市 直接 市町村道 交安 （他）三郷東栄１号線外３路線 歩道設置等 L=450m 尾張旭市 24

42-A-18 道路 一般 豊明市 直接 市町村道 交安 （他）新田35号外9路線 カラー舗装化（路肩） L=1,870m 豊明市 140 42-A-20と統合

42-A-19 道路 一般 豊明市 直接 市町村道 交安 （他）三崎80号 カラー舗装化（路肩） L=250m 豊明市 27

42-A-21 道路 一般 豊明市 直接 市町村道 交安 （他）大久伝35号外2路線 カラー舗装化（路肩） L=520m 豊明市 51

個別施設計画
策定状況(事業箇所) （延長・面積等）

交付対象事業

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） 全体事業費

（百万円）

Ｃ
効果促進事業費の割合

0.02%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ

計画の目標

　愛知県内における道路総延長の約９割を占める市町村道は、地域の主要施設を結ぶ幹線市町村道から、地域住民の生活に密着した生活道路までを網羅しており、住民にとって最も身近で重要なインフラである。
　現在、劣化や損傷など道路インフラの高齢化の進展状況を把握できていない市町村が多く存在しており、その結果、中長期的に必要となる維持管理予算も把握できていない状況である。そこで、住民が安全で安心して暮らせる社会を実現するた
め、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るため、市町村における戦略的維持管理の仕組み（メンテナンスサイクル）を構築する。
　また、県内では、依然として交通事故件数が高い水準で推移しており、住民が安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、交通事故の死傷者を減らして行くことが重要である。そこで、歩行者・自転車の安全確保のための歩道設置を中心
とした交通安全対策事業を推進する。

計画の成果目標（アウトカム指標）

アウトカム指標の定義及び算定式 アウトカム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

平成２８年　３月２８日

計画の名称

計画の期間 平成26年度　～　平成30年度 交付団体

瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、一宮市、犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町、愛西市、弥富市、あま
市、大治町、蟹江町、半田市、常滑市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、西尾市、幸田町、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜
市、豊田市、みよし市、新城市、東栄町、豊根村、豊橋市、蒲郡市、田原市

（33市12町1村）

（参考様式２）



42-A-22 道路 一般 豊明市 直接 市町村道 交安 （他）沓掛北232号外3路線 カラー舗装化（路肩） L=830m 豊明市 58

42-A-23 道路 一般 豊明市 直接 市町村道 修繕 （１）間米敷田線外４路線 舗装修繕 L=3,500m 豊明市 50 策定済

42-A-24 道路 一般 日進市 直接 市町村道 交安 藤島１号線 歩道設置 L=510m 日進市 175

42-A-25 道路 一般 日進市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（舗装） 舗装修繕 L=1,200m 日進市 120 策定済

42-A-27 道路 一般 日進市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（道路附属物） 道路附属物修繕 N=150基 日進市 30

42-A-28 道路 一般 日進市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（道路のり面工等） 道路のり面工等修繕 N=20箇所 日進市 40

42-A-29 道路 一般 日進市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=7基 日進市 13

42-A-32 道路 一般 清須市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=62.1km 清須市 20 策定済

42-A-33 道路 一般 清須市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=900基 清須市 70 策定済

42-A-34 道路 一般 清須市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（舗装） 舗装修繕 L=4km 清須市 400 策定済

42-A-35 道路 一般 清須市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（道路附属物） 道路附属物修繕 N=80基 清須市 40 策定済

42-A-36 道路 一般 北名古屋市 直接 市町村道 交安 （１）Ａ3号線 自歩道設置 L=717m 北名古屋市 1,016

42-A-37 道路 一般 北名古屋市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=32,000m 北名古屋市 6

42-A-38 道路 一般 北名古屋市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=67基 北名古屋市 10

42-A-39 道路 一般 長久手市 直接 市町村道 修繕 溝ノ杁茨ヶ廻間1号線ほか 舗装修繕 L=2,500m 長久手市 120 策定済

42-A-40 道路 一般 長久手市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=429基 長久手市 34

42-A-41 道路 一般 長久手市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=1箇所 長久手市 1

42-A-43 道路 一般 東郷町 直接 市町村道 修繕 愛知池線外４ 舗装修繕 L=7,000m 東郷町 24

42-A-45 道路 一般 一宮市 直接 市町村道 交安 （１）０１３１号線 歩道拡幅 L=740m 一宮市 72

42-A-46 道路 一般 一宮市 直接 市町村道 交安 （１）０１２７号線 歩道拡幅 L=200m 一宮市 28

42-A-47 道路 一般 一宮市 直接 市町村道 交安 （１）０１３５号線 無電柱化 L=240m 一宮市 124

42-A-48 道路 一般 一宮市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=756基 一宮市 5

42-A-49 道路 一般 犬山市 直接 市町村道 修繕 市道犬山今井上線外3路線 舗装修繕 L=3,000m 犬山市 120

42-A-50 道路 一般 江南市 直接 市町村道 交安 （他）北部第３６６号線外9路線 カラー舗装化（路肩） L=12,500m 江南市 12 55-A1-56へ移行

42-A-51 道路 一般 岩倉市 直接 市町村道 交安 （２)小口岩倉線外14路線 道路反射鏡 N=15箇所 岩倉市 3

42-A-52 道路 一般 大口町 直接 市町村道 修繕 （１）大口桃花台線外4路線 舗装修繕 L=3,150m 大口町 250 策定済

42-A-53 道路 一般 扶桑町 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=253基 扶桑町 13

42-A-54 道路 一般 愛西市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=550基 愛西市 10

42-A-55 道路 一般 愛西市 直接 市町村道 修繕 （２）138号線外 舗装修繕 L=7,300m 愛西市 170 策定済

42-A-56 道路 一般 愛西市 直接 市町村道 交安 （他）1530号線 歩道設置 L=150m 愛西市 33

42-A-57 道路 一般 弥富市 直接 市町村道 修繕 （１）筏川３号線外 舗装修繕 L=2,500m 弥富市 50 策定済

42-A-58 道路 一般 弥富市 直接 市町村道 交安 （１）鍋田幹線１号外３路線 自歩道設置 L=160m 弥富市 42

42-A-59 道路 一般 弥富市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=76,000m 弥富市 2

42-A-61 道路 一般 あま市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（道路附属物） 道路附属物修繕 N=26基 あま市 12

42-A-62 道路 一般 あま市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（舗装） 舗装修繕 L=10,000m あま市 360 策定済

42-A-63 道路 一般 あま市 直接 市町村道 交安 市道西今宿東条線 交差点改良 L=82m あま市 232

42-A-64 道路 一般 大治町 直接 市町村道 交安 （１）柳原・七反田２号線外９路線 カラー舗装化 L=3,500m 大治町 8

42-A-65 道路 一般 大治町 直接 市町村道 交安 （他）裏畑・山畔線 転落防護柵設置 L=300m 大治町 4

42-A-66 道路 一般 大治町 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=14,000m 大治町 3

42-A-67 道路 一般 大治町 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=200基 大治町 10

42-A-68 道路 一般 蟹江町 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=19基 蟹江町 2

42-A-69 道路 一般 半田市 直接 市町村道 交安 （他）勘内東天王線外29路線 カラー舗装化（路肩） L=5,470m 半田市 6 55-A1-58へ移行

42-A-70 道路 一般 半田市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（道路のり面工等） 道路のり面工等修繕 N=13箇所 半田市 8

42-A-71 道路 一般 半田市 直接 市町村道 修繕 （１）東洋みなと公園線外18路線 舗装修繕 L=5,090m 半田市 293 策定済

42-A-72 道路 一般 半田市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=52,000m 半田市 2

42-A-73 道路 一般 半田市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=13箇所 半田市 1

42-A-74 道路 一般 半田市 直接 市町村道 交安 （他）常盤亀崎２号線 歩道設置 L=150m 半田市 174

42-A-75 道路 一般 半田市 直接 市町村道 交安 （他）北浦３号線 法枠 A=250㎡ 半田市 12

42-A-76 道路 一般 半田市 直接 市町村道 交安 （１）亀崎港線 歩道設置 L=140m 半田市 26

42-A-77 道路 一般 半田市 直接 市町村道 交安 （２）生見高根線 歩道設置 L=140m 半田市 252

42-A-78 道路 一般 半田市 直接 市町村道 交安 （他）岩滑西町柊線 歩道設置 L=50m 半田市 34

42-A-79 道路 一般 半田市 直接 市町村道 交安 （１）岩滑南浜向山線 歩道設置 L=600m 半田市 121

42-A-80 道路 一般 常滑市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=23,700m 常滑市 7

42-A-81 道路 一般 常滑市 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装修繕 L=1,000m 常滑市 60

42-A-82 道路 一般 常滑市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=243基 常滑市 1

42-A-83 道路 一般 常滑市 直接 市町村道 修繕 道路附属物修繕 道路附属物修繕 N=10基 常滑市 11 策定済

42-A-85 道路 一般 常滑市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=17箇所 常滑市 1

42-A-86 道路 一般 常滑市 直接 市町村道 修繕 道路のり面工等修繕 道路のり面工等修繕 N=1箇所 常滑市 19 策定済

42-A-87 道路 一般 大府市 直接 市町村道 交安 （２）共和駅東線 歩道設置 L=380m 大府市 240

42-A-88 道路 一般 大府市 直接 市町村道 修繕 市道大府駅西線外６路線 舗装修繕 L=1,040m 大府市 102 策定済



42-A-89 道路 一般 大府市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=36,000m 大府市 4

42-A-90 道路 一般 大府市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=20基 大府市 1

42-A-91 道路 一般 知多市 直接 市町村道 交安 （２）日長４号線 歩道設置 L=520m 知多市 35

42-A-92 道路 一般 知多市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=23,400m 知多市 6

42-A-93 道路 一般 阿久比町 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=26,500m 阿久比町 8

42-A-94 道路 一般 阿久比町 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=25基 阿久比町 6

42-A-95 道路 一般 阿久比町 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=12箇所 阿久比町 10

42-A-96 道路 一般 東浦町 直接 市町村道 交安 （２）西平地西之宮線外1路線 自歩道設置 L=710m 東浦町 510

42-A-97 道路 一般 東浦町 直接 市町村道 交安 （２）森岡藤江線 自歩道設置 L=220m 東浦町 51

42-A-98 道路 一般 東浦町 直接 市町村道 交安 （１）吉田線 歩道設置 L=30m 東浦町 4

42-A-99 道路 一般 東浦町 直接 市町村道 交安 （１）吉田線 歩道設置 L=250m 東浦町 6 次期事業

42-A-100 道路 一般 東浦町 直接 市町村道 修繕 （１）森岡中町線外3路線 舗装修繕 L=2,600m 東浦町 100 策定済

42-A-101 道路 一般 東浦町 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=46,500m 東浦町 4

42-A-102 道路 一般 東浦町 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=213基 東浦町 7

42-A-103 道路 一般 東浦町 直接 市町村道 修繕 道路附属物修繕 道路照明灯修繕 N=10基 東浦町 10 策定済

42-A-104 道路 一般 南知多町 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=32,500m 南知多町 7

42-A-105 道路 一般 南知多町 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=46基 南知多町 4

42-A-106 道路 一般 南知多町 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=47箇所 南知多町 15

42-A-107 道路 一般 美浜町 直接 市町村道 交安 奥田橋人道橋 人道橋設置 L=25m 美浜町 33

42-A-108 道路 一般 美浜町 直接 市町村道 修繕 河和・古布・矢梨線始め５路線 舗装修繕 L=2,000m 美浜町 40 策定済

42-A-110 道路 一般 武豊町 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=33,000m 武豊町 4

42-A-111 道路 一般 武豊町 直接 市町村道 修繕 六貫山線　外 舗装修繕 L=3,300m 武豊町 100 策定済

42-A-112 道路 一般 武豊町 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=1基 武豊町 2

42-A-113 道路 一般 武豊町 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=8箇所 武豊町 4

42-A-114 道路 一般 岡崎市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（舗装） 舗装修繕 L=6,000m 岡崎市 240 策定済

42-A-115 道路 一般 岡崎市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=1,000基 岡崎市 50 策定済

42-A-116 道路 一般 岡崎市 直接 市町村道 修繕 修繕工事（照明施設） 照明施設修繕 N=210基 岡崎市 105 策定済 一部34-A1-104へ移行

42-A-117 道路 一般 岡崎市 直接 市町村道 交安 市道長沼池北線ほか2路線 交差点改良 N=1箇所 岡崎市 38

42-A-118 街路 一般 岡崎市 直接 S街路 改築 （都）岡崎環状線 歩道設置（事故危険箇所）L=400m 岡崎市 50 H27～4-A-32へ

42-A-119 道路 一般 西尾市 直接 市町村道 交安 （１）池田野田1号線 歩道設置 L=1,230m 西尾市 87

42-A-120 街路 一般 西尾市 直接 S街路 改築 （都）中部幹線 歩道設置 L=282m 西尾市 56 4-A-34へ移行

42-A-121 道路 一般 西尾市 直接 市町村道 交安 （１）熊味今川1号線 無電柱化 L=200m 西尾市 8 55-A1-60へ移行

42-A-122 道路 一般 西尾市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=36,250m 西尾市 7

42-A-123 道路 一般 西尾市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=226基 西尾市 20

42-A-124 道路 一般 西尾市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=21箇所 西尾市 7

42-A-125 道路 一般 幸田町 直接 市町村道 修繕 町道長嶺１号線外 舗装修繕 L=5,000m 幸田町 200 策定済

42-A-126 道路 一般 幸田町 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=27,000m 幸田町 5

42-A-127 道路 一般 幸田町 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=138基 幸田町 6

42-A-128 道路 一般 碧南市 直接 市町村道 交安 （２）権現線 歩道設置 L=180m 碧南市 374

42-A-129 道路 一般 碧南市 直接 市町村道 交安 （２）久沓出崎線外１３路線 カラー舗装化 L=3,800m 碧南市 26

42-A-130 道路 一般 碧南市 直接 市町村道 交安 （他）伏見日進２号線 歩道設置 L=220m 碧南市 21

42-A-131 道路 一般 碧南市 直接 市町村道 交安 （１）若松野田線外７路線 カラー舗装化 L=1,500m 碧南市 12

42-A-132 道路 一般 碧南市 直接 市町村道 交安 （１）長田橋柿池線 現道拡幅、歩道設置 L=184m 碧南市 250

42-A-133 道路 一般 刈谷市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=33,000m 刈谷市 16

42-A-134 道路 一般 刈谷市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=27基 刈谷市 11

42-A-135 道路 一般 刈谷市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=31箇所 刈谷市 7

42-A-136 街路 一般 刈谷市 直接 S街路 改築 （都）元刈谷線 無電柱化 L=174m 刈谷市 98

42-A-137 道路 一般 刈谷市 直接 市町村道 交安 ０１－４号線 歩道設置 L=602m 刈谷市 109

42-A-138 道路 一般 安城市 直接 市町村道 交安 緑箕輪２号線 歩道設置 L=203m 安城市 36

42-A-139 道路 一般 安城市 直接 市町村道 交安 里長根３号線 歩道設置 L=351m 安城市 67

42-A-140 道路 一般 安城市 直接 市町村道 交安 東端城ヶ入線 交差点改良、橋梁改築 L=580m 安城市 874

42-A-141 道路 一般 安城市 直接 市町村道 交安 里橋目１号線 歩道設置 L=380m 安城市 86

42-A-142 道路 一般 安城市 直接 市町村道 交安 高根上義信坊線 歩道設置 L=243m 安城市 81

42-A-145 道路 一般 知立市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=45,000ｍ 知立市 9

42-A-146 道路 一般 知立市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=34箇所 知立市 4

42-A-147 道路 一般 知立市 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装修繕 L=0.95kｍ 知立市 90 策定済

42-A-148 道路 一般 高浜市 直接 市町村道 交安 （１）港線 歩道設置 L=174m 高浜市 40

42-A-149 道路 一般 高浜市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=449基 高浜市 4

42-A-150 道路 一般 高浜市 直接 市町村道 修繕 （１）三高駅東線外６路線 舗装修繕 L=5,000m 高浜市 100 策定済

42-A-151 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 交安 （１）殿貝津挙母線外１路線 交差点改良 L=260m 豊田市 40



42-A-152 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 交安 （２）旧宮上知立線 歩道設置 L=40m 豊田市 19

42-A-153 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 交安 （２）京塚根大西線 歩道設置 L=720ｍ 豊田市 23 55-A1-63へ移行

42-A-154 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 交安 （１）和会大林線 L=480m 豊田市 230

42-A-156 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 交安 （他）鴛鴨山神線 歩道設置 L=50m 豊田市 120

42-A-157 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 交安 （１）千足深田山線 現道拡幅、歩道設置 L=510m 豊田市 60

42-A-158 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 交安 （２）小原大草市場線 現道拡幅、歩道設置 L=420m 豊田市 149

42-A-159 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 修繕 下山黒坂和合線　外3路線 舗装修繕 L=5,780m 豊田市 264

42-A-160 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=37基 豊田市 5

42-A-161 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=90箇所 豊田市 20

42-A-162 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=768,800m 豊田市 62

42-A-163 道路 一般 みよし市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=28,000m みよし市 4

42-A-164 道路 一般 みよし市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=25箇所 みよし市 3

42-A-165 道路 一般 みよし市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=139基 みよし市 8

42-A-166 道路 一般 新城市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=140,000m 新城市 7

42-A-167 道路 一般 新城市 直接 市町村道 修繕 芳ヶ入トンネル外３箇所 トンネル改修 N=3箇所 新城市 45

42-A-168 道路 一般 新城市 直接 市町村道 修繕 一鍬田大原線外４路線 舗装修繕 A=16,000㎡ 新城市 100 策定済

42-A-169 道路 一般 新城市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=173箇所 新城市 15

42-A-170 道路 一般 新城市 直接 市町村道 修繕 道路のり面工等修繕 道路のり面工等修繕 N=30箇所 新城市 90

42-A-171 道路 一般 新城市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=313基 新城市 8

42-A-172 道路 一般 新城市 直接 市町村道 修繕 道路附属物修繕 道路附属物修繕 N=4基 新城市 3 策定済

42-A-174 道路 一般 東栄町 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=17基 東栄町 6

42-A-175 道路 一般 東栄町 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=5箇所 東栄町 6

42-A-176 道路 一般 東栄町 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=7,900m 東栄町 4

42-A-177 道路 一般 豊根村 直接 市町村道 修繕 （１）村道黒川坂宇場線外 舗装修繕 L=6,545m 豊根村 151 策定済

42-A-178 道路 一般 豊根村 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=59箇所 豊根村 22

42-A-179 道路 一般 豊橋市 直接 市町村道 交安 上野町交差点ほか4箇所 カラー舗装化（交差点） N=5箇所 豊橋市 5

42-A-180 道路 一般 豊橋市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=160,000m 豊橋市 31 未策定

42-A-181 道路 一般 豊橋市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=26箇所 豊橋市 5

42-A-182 道路 一般 豊橋市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=479基 豊橋市 5

42-A-183 道路 一般 蒲郡市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=449基 蒲郡市 18

42-A-184 道路 一般 蒲郡市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=52,000 蒲郡市 11

42-A-185 道路 一般 蒲郡市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=11箇所 蒲郡市 3

42-A-186 道路 一般 田原市 直接 市町村道 交安 （２）広野稲場線 歩道設置 L=780m 田原市 128 55-A1-73へ移行

42-A-187 道路 一般 田原市 直接 市町村道 交安 （２）下畑波瀬北線 自歩道設置 L=700m 田原市 367

42-A-188 道路 一般 田原市 直接 市町村道 修繕 （１）雲明仁崎線外3路線 舗装修繕 L=1500m 田原市 96 策定済

42-A-189 道路 一般 田原市 直接 市町村道 計画・調査 トンネル点検・計画 点検及び計画策定 N=2本 田原市 4

42-A-190 道路 一般 田原市 直接 市町村道 計画・調査 舗装点検・計画 点検及び計画策定 L=74,700m 田原市 9

42-A-191 道路 一般 田原市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=380基 田原市 21

42-A-192 道路 一般 田原市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=5基 田原市 1

42-A-193 道路 一般 小牧市 直接 市町村道 計画・調査 道路附属物点検・計画 点検及び計画策定 N=920基 小牧市 29

42-A-194 道路 一般 小牧市 直接 市町村道 計画・調査 道路のり面工等点検・計画 点検及び計画策定 N=3箇所 小牧市 2

42-A-195 道路 一般 尾張旭市 直接 市町村道 交安 （１）巡検道線 カラー舗装 L=200m 尾張旭市 8

42-A-197 道路 一般 江南市 直接 市町村道 交安 古知野町福寿交差点 カラー舗装化（交差点） N=1箇所 江南市 2

42-A-198 道路 一般 大治町 直接 市町村道 交安 （１）堀之内・砂子線外１２路線 カラー舗装化 L=3,500m 大治町 8

42-A-199 道路 一般 蟹江町 直接 市町村道 交安 町道　今須成線 交通安全対策 蟹江町 100

42-A-200 道路 一般 碧南市 直接 （主） 交安 （主）岡崎碧南線 電線共同溝整備 L=180m 碧南市 235

42-A-201 道路 一般 碧南市 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装修繕 L=4,500m 碧南市 258 策定済

42-A-202 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 修繕 環状４号線　ほか10路線 舗装修繕 L=5.0km 豊田市 500 策定済

42-A-203 道路 一般 みよし市 直接 市町村道 交安 福田郷中線ほか３路線 路肩カラー舗装 L=1,350m みよし市 4

42-A-204 道路 一般 新城市 直接 市町村道 防災対策 道路のり面対策 道路のり面対策 N=2箇所 新城市 190

42-A-205 道路 一般 豊橋市 直接 市町村道 交安 野依町・老津町3号線ほか30路線 自転車通行空間整備 L=12.3km 豊橋市 327

42-A-206 街路 一般 豊田市 直接 区画 改築 豊田寺部地区（（都）豊田則定線ほか１路線） L=817m 豊田市 3,159

42-A-207 街路 一般 幸田町 直接 区画 改築 幸田駅前地区((都)芦谷蒲郡線ほか1路線) L=427m 幸田町 540

42-A-208 道路 一般 尾張旭市 直接 市町村道 修繕 （１）瀬戸新居線外１０路線 舗装修繕 L=2,700m 尾張旭市 110 策定済

42-A-209 道路 一般 尾張旭市 直接 市町村道 計画・調査 （１）旭南線ほか2路線 路面陥没調査 L=4.83km 尾張旭市 3 未策定

42-A-210 道路 一般 江南市 直接 市町村道 交安 （他）東部第４３９号線 限度額立体交差、現道拡幅L=0.38km 江南市 620 4-A-8から移行

42-A-211 道路 一般 大治町 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装修繕 L=1.55km 大治町 112 策定済

42-A-212 道路 一般 阿久比町 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装打換え工 L=0.99km 阿久比町 105 策定済

42-A-214 道路 一般 南知多町 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装修繕 L=1200m 南知多町 60 策定済

42-A-215 道路 一般 幸田町 直接 市町村道 修繕 道路附属物修繕 道路照明施設修繕 N=30基 幸田町 20 策定済

現道拡幅、無電柱化、歩道設置

現道拡幅、歩道設置、交差点改良

現道拡幅、無電柱化、歩道設置



42-A-216 道路 一般 豊田市 直接 市町村道 交安 （１）長興寺今線ほか12路線 自転車通行空間整備 L=11.46km 豊田市 151

42-A-217 道路 一般 みよし市 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装修繕 L=2,200m みよし市 108 策定済

42-A-218 道路 一般 蒲郡市 直接 市町村道 計画･調査 路面陥没調査 路面陥没調査 L=27km 蒲郡市 3 未策定

42-A-219 道路 一般 蒲郡市 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 舗装修繕 L=2.60km 蒲郡市 135 策定済

42-A-220 道路 一般 清須市 直接 市町村道 改築 (２）新清洲日吉社線 橋梁改築 L=0.12km 清須市 458

42-A-221 街路 一般 刈谷市 直接 S街路 改築 (都)刈谷環状線 電線共同溝工 L=474m 刈谷市 300

合計 20,564

Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業

種別 種別 団体 間接 主体 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

番号

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業

種別 種別 団体 間接 主体 H26 H27 H28 H29 H30

42-C-1 施設整備 一般 東浦町 直接 通学路への防犯灯設置 防犯灯設置　 N=80基 東浦町 4

合計 4

番号

42-C-1

その他関連する事業

34　橋梁長寿命化及び耐震化の推進による安心・安全な道路交通網の確保

事業 交付

種別 対象

42-A'-7 道路 瀬戸市 道路附属物修繕 瀬戸市 32

42-A'-16 道路 尾張旭市 はなの木歩道橋 尾張旭市 8

42-A'-26 道路 日進市 修繕工事（横断歩道橋） 日進市 20 34-A1-113へ移行

42-A'-60 道路 あま市 修繕工事（横断歩道橋） あま市 31 34-A1-127へ移行

42-A'-84 道路 常滑市 横断歩道橋修繕 常滑市 5 34-A1-114へ移行

42-A'-173 道路 新城市 横断歩道橋修繕 新城市 10 34-A1-115へ移行

42-A'-196 道路 東郷町 横断歩道橋修繕 東郷町 17 34-A1-119へ移行

55　通学路等の生活空間における安全・安心の確保（防災・安全）

事業 交付

種別 対象

42-A'-155 道路 豊田市 （他）大島春日線 豊田市 43 55-A1-64へ移行

Ａ' 166 百万円 Ｂ' 0 百万円 Ｃ' 0 百万円

計画等の名称

要素事業名 市町村名
全体事業費
（百万円） 備考

（Ｃ＋Ｃ'）／（Ａ＋Ａ'）＋（Ｂ＋Ｂ'）＋（Ｃ＋Ｃ'） 0.02%

一体的に実施することにより期待される効果 備考

通学路へ防犯灯を設置することにより、児童、生徒が安全に登下校することができる。（42-A-96）

計画等の名称

要素事業名

備考

工種 （延長・面積等）

防犯灯設置

事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

市町村名
全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果
備考

省略
要素となる事業名

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

備考

工種 （延長・面積等）

省略
要素となる事業名

事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

事業廃止

34-A-99へ移行

備考



（参考図面）活力創出基盤整備
計画の名称 ４２　安全で快適な生活道路の整備（防災・安全）

計画の期間 平成26年度　～　平成30年度 交付団体
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、一宮市、犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町、愛西市、弥富市、あま市、大
治町、蟹江町、半田市、常滑市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、西尾市、幸田町、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、豊田市、み
よし市、新城市、東栄町、豊根村、豊橋市、蒲郡市、田原市

（参考様式３）

： 道 路

： 街 路

42‐A‐1

42‐A‐2
42‐A‐4～6

42‐A‐3
42‐A‐12

42‐A‐11
42‐A‐10

42‐A‐9

42‐A‐8
42‐A‐14

42‐A‐13

42‐A‐1742‐A‐15
42‐A‐195

42‐A‐2242‐A‐21
42‐A‐18

42‐A‐19

42‐A‐23

42‐A‐25,27～29

42‐A‐24

42‐A‐36

42‐A‐37～38

42‐A‐40
42‐A‐41 42‐A‐39

42‐A‐43

42‐A‐47,48
42‐A‐45

42‐A‐46

42‐A‐49

42‐A‐50

42‐A‐51

42‐A‐52

42‐A‐53

42‐A‐56
42‐A‐54

42‐A‐55

42‐A‐59

42‐A‐57

42‐A‐58

42‐A‐61,62 42‐A‐63

42‐A‐64～67

42‐A‐68
42‐A‐199

42‐A‐74～77
42‐A‐7942‐A‐78

42‐A‐69～7342‐A‐80～83,
85～86

42‐A‐88～90

42‐A‐87

42‐A‐92

42‐A‐91

42‐A‐93～95、212

42‐A‐96
42‐C‐1

42‐A‐101～10342‐A‐97

42‐A‐98,10042‐A‐99

42‐A‐104～106、

42‐A‐107
42‐A‐108

42‐A‐111

42‐A‐110
42‐A‐112,113

42‐A‐114～116

42‐A‐117
42‐A‐118

42‐A‐121～124

42‐A‐119 42‐A‐120

42‐A‐125～127

42‐A‐128～132

42‐A‐136

42‐A‐133～135

42‐A‐137

42‐A‐140

42‐A‐138

42‐A‐139
42‐A‐142

42‐A‐14142‐A‐145～147

42‐A‐148～150

42‐A‐152
42‐A‐153 42‐A‐156

42‐A‐154

42‐A‐15742‐A‐160～162
42‐A‐202

42‐A‐151

42‐A‐158

42‐A‐159

42‐A‐159
42‐A‐159

42‐A‐159

42‐A‐168

42‐A‐166,169～172

42‐A‐167

42‐A‐174～176

42‐A‐177,178

42‐A‐180～182

42‐A‐179

42‐A‐183～185
42‐A‐218～219

42‐A‐187

42‐A‐189～192

42‐A‐18642‐A‐188

42‐A‐163～165
42‐A‐217

42‐A‐32～35

42‐A‐19342‐A‐194

42‐A‐197

42‐A‐

42‐A‐204

●42‐A‐205

42‐A‐198

42‐A‐200
42‐A‐201

42‐A‐206

●
42‐A‐207

42‐A‐208
42‐A‐209

42‐A‐210

42‐A‐

42‐A‐215

42‐A‐216

42‐A‐220



別紙２

チェック欄

①上位計画等との整合性 レ

②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） レ

①整備計画の目標と定量的指標の整合性 レ

②定量的指標の明瞭性 レ

③目標と事業内容の整合性 レ

④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 レ

①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の
確実性）

レ

②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確
実性）

レ

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅱ．計画の効果・効率性

（汎用タイプ）

計画の名称：安全で快適な生活道路の整備（防災・安全）     計画期間：平成26年度～平成30年度

　事業主体名：

瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、一宮市、犬山市、
江南市、岩倉市、大口町、扶桑町、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、半田市、常滑市、大府市、知多市、阿久比町、

東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、西尾市、幸田町、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、豊田市、
みよし市、新城市、東栄町、豊根村、豊橋市、蒲郡市、田原市


