
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成30年01月24日

計画の名称 通学路の安全を確保し子供達が安心してとおれる道路空間整備（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 山形県,山形市,鶴岡市,東根市,南陽市,河北町,大石田町,舟形町,戸沢村,高畠町,庄内町,大蔵村,寒河江市,大江町,長井市,酒田市

計画の目標 通学路の安全を確保し子供たちが安心してとおれる道路空間整備

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              25,757  Ａ              25,737  Ｂ                  17  Ｃ                   3  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.01 ％

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

Ｈ30年度当初 Ｈ32年度末 Ｈ34年度末

   1 法指定通学路の歩道整備率を77.6％から80.0％に向上させる。

歩道整備率 776‰ ‰ 800‰

（県管理道路法指定通学路の歩道整備済延長）÷（県監理道路法指定通学路延長）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 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 －

‰：千分率

1 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）山形天童線　老野

森

歩道整備　L=0.1km 天童市  ■  ■          70 －

A01-002 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）上山七ヶ宿線　長

清水

自歩道整備　L=0.5km 上山市  ■  ■  ■         108 －

A01-003 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）上山蔵王公園線　

蔵王温泉（２）

歩道整備　L=0.2km 山形市  ■  ■  ■  ■  ■         420 －

A01-004 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）山形山寺線　山寺 歩道整備　L=0.2km 山形市  ■  ■  ■  ■         190 －

A01-005 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）十日町山形線　飯

田

歩道整備　L=0.4km 山形市  ■  ■  ■  ■  ■         775 －

A01-006 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）寒河江村山線　中

河原

歩道整備　L=0.6km 寒河江市  ■  ■  ■  ■  ■         320 －

1 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-007 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）大江西川線　左沢 歩道整備　L=0.3km 大江町  ■  ■          83 －

A01-008 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）寒河江村山線　要

害

歩道整備　L=0.8km 河北町  ■  ■  ■  ■  ■         677 －

A01-009 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）東根尾花沢線　神

町南

歩道整備　L=0.2km 東根市  ■  ■  ■  ■  ■         610 －

A01-010 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）樽石碁点線　長善

寺

歩道整備　L=0.5km 村山市  ■  ■  ■  ■  ■         810 －

A01-011 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）舟形大蔵線　舟形 歩道整備　L=1.0km 舟形町  ■  ■  ■  ■         174 －

A01-012 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）萩野泉田停車場線

　泉田

自転車専用通行帯整備　L=0.

5km

新庄市  ■          40 －

2 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-013 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）米沢猪苗代線　丸

の内

交差点改良、歩道整備　L=0.

1km

米沢市  ■  ■  ■  ■  ■         923 －

A01-014 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）大塚米沢線　莅 歩道整備　L=1.5km 川西町  ■  ■  ■  ■         199 －

A01-015 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）梨郷赤湯停車場線

　竹原

歩道整備　L=0.2km 南陽市  ■  ■  ■  ■  ■          70 －

A01-016 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）余目温海線　温海 歩道整備　L=0.1km 鶴岡市  ■  ■  ■       1,081 －

A01-017 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

交安 （１）鈴川青野線（高原

工区）

通学路対策　L=0.73km 山形市  ■  ■  ■         201 －

A01-018 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

交安 （１）鈴川青野線（青野

工区）

通学路対策　L=0.67ｋｍ 山形市  ■  ■  ■  ■  ■         563 －

3 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-019 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

交安 （１）小松原北線 通学路対策　L=0.23km 山形市  ■  ■  ■  ■  ■         269 －

A01-020 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

交安 （１）山形休暇センター

線

通学路対策　L=0.43ｋｍ 山形市  ■  ■  ■  ■  ■         381 －

A01-021 道路 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 市町村

道

交安 (他）南町荒町大宝寺町線

ほか１路線

通学路対策　L=0.48km 鶴岡市  ■  ■  ■  ■  ■         124 －

A01-022 道路 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 市町村

道

交安 （２）大泉橋一日市町線 通学路対策　L=0.29km 鶴岡市  ■  ■  ■  ■  ■         407 －

A01-023 道路 一般 東根市 直接 東根市 市町村

道

交安 （１）神町駅前線 現道拡幅　L=1.50km 東根市  ■  ■  ■  ■  ■         588 －

A01-024 道路 一般 東根市 直接 東根市 市町村

道

交安 （１）野川小原線ほか１

路線

歩道整備　L=1.00km 東根市  ■  ■  ■  ■  ■         570 －

4 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-025 道路 一般 東根市 直接 東根市 市町村

道

交安 (他）神町西２号線ほか通

学路線

路側帯整備　L=11.20ｋｍ 東根市  ■  ■  ■  ■  ■          39 －

A01-026 道路 一般 南陽市 直接 南陽市 市町村

道

交安 （２）旭町高梨線 歩道整備　L=0.70km 南陽市  ■  ■  ■  ■  ■         243 －

A01-027 道路 一般 河北町 直接 河北町 市町村

道

交安 （１）白山堂両所線 自歩道整備　L=0.37km 河北町  ■  ■  ■  ■  ■          93 －

A01-028 道路 一般 大石田町 直接 大石田町 市町村

道

交安 （１）小菅田沢線 歩道整備　L=0.70km 大石田町  ■  ■  ■          33 －

A01-029 道路 一般 舟形町 直接 舟形町 市町村

道

交安 （１）舟形一の関線 歩道整備　L=0.53km 舟形町  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-030 道路 一般 戸沢村 直接 戸沢村 市町村

道

交安 （１）津谷停車場線 道路改良　L=0.45km 戸沢村  ■          74 －

5 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-031 道路 一般 高畠町 直接 高畠町 市町村

道

交安 （他）本町縦３号線 歩道整備　L=0.40km 高畠町  ■  ■  ■         134 －

A01-032 道路 一般 庄内町 直接 庄内町 市町村

道

交安 （２）廿六木千河原線 交差点改良　L=0.21km 庄内町  ■  ■          74 －

A01-033 道路 一般 庄内町 直接 庄内町 市町村

道

交安 （１）大塚榎木堤興屋線

　

歩道整備　L=0.29km 庄内町  ■  ■          33 －

A01-034 道路 一般 庄内町 直接 庄内町 市町村

道

交安 (他）余目三百地線 歩道整備　L=0.40km 庄内町  ■  ■          37 －

A01-035 道路 一般 庄内町 直接 庄内町 市町村

道

交安 （１）立川中学校線 歩道整備　L=0.36km 庄内町  ■  ■          60 －

A01-036 道路 一般 舟形町 直接 舟形町 市町村

道

交安 （２）福寿野岡矢場線 通学路対策　L=0.70km 舟形町  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

6 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-037 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

交安 （他）駅前９号線ほか５

路線

消雪施設整備　L=610m　A=3,

160㎡

山形市  ■  ■         394 －

A01-038 道路 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 市町村

道

交安 （他）柳田四小前線ほか

１路線

通学路対策　L=0.50km 鶴岡市  ■  ■  ■  ■         260 －

A01-039 道路 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 市町村

道

交安 （２）神楽橋十三軒町線 通学路対策　L=0.33km 鶴岡市  ■  ■  ■  ■          94 －

A01-040 道路 一般 大蔵村 直接 大蔵村 市町村

道

交安 （２）合海大坪線 通学路対策　L=0.1km 大蔵村  ■          31 －

A01-041 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）山形朝日線　山辺 歩道整備　L=0.86km 山辺町  ■  ■  ■  ■         970 －

A01-042 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）曲川新庄線　金沢 歩道整備　L=0.34km 新庄市  ■  ■  ■  ■         850 －

7 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-043 道路 一般 高畠町 直接 高畠町 市町村

道

交安 （他）高畠小学校西線ほ

か

歩道設置　L=0.3km 高畠町  ■  ■  ■  ■          50 －

A01-044 道路 一般 河北町 直接 河北町 市町村

道

交安 （他）下野真木線ほか１

路線

改築　L=0.70㎞ 河北町  ■  ■  ■  ■         269 －

A01-045 道路 一般 庄内町 直接 庄内町 市町村

道

交安 （１）表町館長畑線ほか1

路線

歩道整備　L=0.39㎞ 庄内町  ■  ■  ■          93 －

A01-046 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）赤湯停車場大橋線

ほか3路線　未就学児の交

通安全対策

歩道空間の確保 南陽市  ■  ■  ■  ■         261 －

A01-047 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

交安 （他）金谷中線ほか1路線

　未就学児の交通安全対

策

歩道空間の確保 寒河江市  ■  ■           1 －

A01-048 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）天童寒河江線　荒

谷

歩道整備　L=0.92km 天童市  ■  ■  ■         960 －

8 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-049 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）山辺船町線　山辺

（船町踏切）

歩道整備　L=0.1km 山辺町  ■  ■  ■          93 －

A01-050 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）上山七ヶ宿線　皆

沢

歩道整備　L=0.15km 上山市  ■  ■  ■         121 －

A01-051 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 交安 （国）347号　富並 歩道整備　L=0.08kｍ 村山市  ■  ■  ■          19 －

A01-052 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）新庄戸沢線　升形

（下馬踏切）

跨線橋新設　L=0.82km 新庄市  ■  ■  ■         550 －

A01-053 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）東法田大堀線　野

頭

歩道設置　L=0.40km 最上町  ■  ■  ■         241 －

A01-054 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）口田沢川西線　上

奥田

幅広路肩整備　L=1.180km 川西町  ■  ■  ■         138 －

A01-055 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）米沢南陽白鷹線　

尾長島

幅広路肩整備　L=0.96km 川西町  ■  ■  ■         116 －

9 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-056 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）山形南陽線　板宮 歩道整備　L＝1.00km 南陽市  ■  ■  ■         700 －

A01-057 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）余目加茂線　神花 歩道整備　L=0.70km 三川町  ■  ■  ■         114 －

A01-058 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）円能寺砂越停車場

線　山谷新田

歩道整備　L＝0.40km 酒田市  ■  ■  ■         115 －

A01-059 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

交安 （１）上椹沢沼木明神前

線

L=0.83km 山形市  ■  ■  ■         567 －

A01-060 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

交安 （他）蔵王温泉地内線の

１３ほか１路線

消雪施設整備 L=0.13㎞ 山形市  ■  ■         270 －

A01-061 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

交安 （他）本町東原町線 消雪施設整備 L=0.62㎞ 山形市  ■  ■         600 －

10 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-062 道路 一般 大江町 直接 大江町 市町村

道

交安 （１）藤田堂屋敷線（第

３工区）

L=457m 大江町  ■  ■         259 －

A01-063 道路 一般 長井市 直接 長井市 市町村

道

交安 （２）大沢線 通学路対策　L=0.5㎞ 長井市  ■  ■  ■          82 －

A01-064 街路 一般 鶴岡市 間接 鶴岡市 区道 改築 （都）3.4.22鶴岡駅茅原

線

通学路対策　L=0.95km 鶴岡市  ■  ■         590 －

A01-065 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）白石上山線　永野

　

歩道設置　L=0.6km 上山市  ■  ■  ■         432 －

A01-066 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 交安 （国）287号　宮宿 歩道設置　L=0.2km 朝日町  ■  ■  ■          48 －

A01-067 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 交安 （国）113号　深沼 歩道設置　L=1.2km 高畠町  ■  ■  ■         300 －

A01-068 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 交安 （国）121号　徳町 防護柵　１箇所 米沢市  ■  ■           3 －

11 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-069 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 交安 （国）458号　金沢 自転車走行空間整備　L=1.7k

m

中山町  ■  ■       2,155 －

A01-070 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）真室川鮭川線　佐

渡坂

自転車走行空間整備　L=0.9k

m

鮭川村  ■  ■         880 －

A01-071 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

交安 小白川7号線 通学路対策　L=230ｍ 山形市  ■  ■          22 －

A01-072 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （国）112号　志津　 自転車走行空間整備　L=0.7k

m

西川町  ■  ■  ■  ■  ■         130 －

A01-073 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）糠野目亀岡線　糠

野目

交差点改良、歩道整備　L=0.

2km

高畠町  ■  ■  ■  ■         204 －

A01-074 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）米沢南陽白鷹線　

西落合

歩道整備　L=0.35km 南陽市  ■  ■          49 －

12 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-075 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）余目温海線　黒川 歩道整備　L=0.66km 鶴岡市  ■  ■         230 －

A01-076 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）赤湯宮内線　吉野

町

交差点改良、歩道整備　L=0.

1km

南陽市  ■  ■          60 －

A01-077 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （一）東山七浦線　楯山 道路改良　L=0.9km 山形市  ■  ■       1,220 －

A01-078 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）山形朝日線　城西 歩道整備　L=1.5km 山形市  ■  ■         390 －

A01-079 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

交安 （主）余目加茂線外　高

田麦ほか

通学路対策 庄内町  ■  ■          20 －

A01-080 道路 一般 大石田町 直接 大石田町 市町村

道

交安 （２）元役場前線 区画線設置　L=275ｍ 大石田町  ■  ■           3 －

13 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-081 道路 一般 酒田市 直接 酒田市 市町村

道

交安 （他）東泉町三丁目四丁

目線

道路改良　L=0.30ｋｍ 酒田市  ■          10 －

 小計      25,737

合計      25,737

14 案件番号： 0000366894



B 関連社会資本整備事業

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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 B01-001 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

施設整

備

交通安全施設整備 信号機・道路標識・標示整備 新庄市  ■  ■          12 －

道路の供用にあたって、信号機等をあわせて設置することで交通の安全が図られる。

B01-002 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

施設整

備

 交通安全施設整備 防犯カメラ整備 山形市  ■           5 －

歩道整備に合わせて防犯カメラを整備することによって道路空間の安全性の向上が図られる。

 小計          17

合計          17

1 案件番号： 0000366894



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 道路 一般 山形県 間接 電線管理者 都道府

県道

施設整

備

（主）上山蔵王公園線　

蔵王温泉（２）

無電柱化　L=0.03km 山形市  ■  ■  ■           3 －

道路管理者と電線管理者が一体となって無電柱化を実施することで、より防災力の向上が期待できる。

 小計           3

合計           3

1 案件番号： 0000366894



交付金の執行状況
（単位：百万円）

案件番号：0000366894 

R2 R3 R4

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0 0 0

配分額
（a）

1,050 1,465 1,293 2,155 666

H30 H31

1,626

交付額
（c=a+b）

1,050 1,465 1,293 2,155 666

前年度からの繰越額
（d）

325 394 639 711

翌年度繰越額
（f）

394 639 711 1,626

支払済額
（e）

981 1,220 1,222 1,240

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

用地買収難航
のため

経済対策補正
予算のため

加速化対策補
正予算のため

加速化対策補
正予算のため

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

18.1% 10.5% 14.2% 0.0%

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0 0

うち未契約繰越額
（g）

248 194 275



事前評価チェックシート
 計画の名称： 通学路の安全を確保し子供達が安心してとおれる道路空間整備（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
１）上位計画等と整合性が確保されている。

I． 目標の妥当性
１　国土形成計画全国計画

I． 目標の妥当性
２　国土形成計画広域地方計画

I． 目標の妥当性
３　社会資本整備重点計画

I． 目標の妥当性
４　第３次山形県総合発展計画

I． 目標の妥当性
５　山形県道路中期計画

I． 目標の妥当性
６　山形県県土未来図

I． 目標の妥当性
２）整備計画の目標が地域の課題解決へ向けた対応となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
１）定量的指標が整備計画の目標達成へ向けた指標となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
２）定量的指標の定義及び算定式がある。 〇

II． 計画の効果・効率性
３）事業内容が整備計画の目標達成へ向けた内容となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
４）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものになっている。 〇

III．計画の実現可能性
１）事業内容が法令に合致している。 〇

III．計画の実現可能性
２）県（市）が実施することが妥当である。 〇

III．計画の実現可能性
３）交付要綱の交付対象事業に合致している。 〇

1  案件番号：0000366894



事　　前　　評　　価 チェック欄

III．計画の実現可能性
４）計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。 〇

2  案件番号：0000366894



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 13　通学路の安全を確保し子供達が安心してとおれる道路空間整備（防災・安全）

計画の期間 平成30年度　～　令和4年度　（5年間）

　

別紙５－２

交付対象
山形県、山形市、鶴岡市、東根市、南陽市、河北町、大石田町、舟形町、
戸沢村、高畠町、庄内町

A01-002 自歩道整備 （（主）上山七ヶ宿線 長清

A01-001 歩道整備 （（主）山形天童線 老野森）

A01-046 歩道空間の確保（（一）赤湯停車場大橋線

A01-003 歩道整備 （（主）上山蔵王公園線 蔵王温泉（２））

C01-001 無電柱化 （（主）上山蔵王公園線 蔵王温泉（２））

A01-004 歩道整備 （（主）山形山寺線 山寺）

A01-005 歩道整備 （（一）十日町山形線 飯田）

A01-011 歩道整備（（主）舟形大蔵線 舟形）

A01-009 歩道整備 （（一）東根尾花沢線 神町

A01-010 歩道整備 （（一）樽石碁点線 長善寺）

A01-008 歩道整備（（主）寒河江村山線 要害）

A01-012 自転車専用通行帯整備

A01-007 歩道整備（（主）大江西川線 左沢）

A01-014 歩道整備（（一）大塚米沢線 莅）

A01-016 歩道整備（（主）余目温海線 温海）

A01-015 歩道整備（（一）梨郷停車場線 竹原）

A01-041 歩道整備 （（主）山形朝日線 山辺）

A01-042 歩道整備（（一）曲川新庄線 金沢）

A01-048 歩道整備 （（主）天童寒河江線 荒谷）

A01-049 歩道整備（（一）山辺船町線 山辺（船町踏

A01-050 歩道整備 （（主）上山七ヶ宿線 皆沢）

A01-051 歩道整備 （（国）347号 富並）

A01-052 跨線橋新設（（主）新庄戸沢線 下馬踏

A01-070 自転車走行空間整備

A01-054 幅広路肩整備（（一）口田沢川西線 上奥

A01-055 幅広路肩整備（（主）米沢南陽白鷹線 尾長

A01-056 歩道整備（（主）山形南陽線 板宮）

A01-057 歩道整備（（主）余目加茂線 神花）

A01-058 歩道整備（（一）円能寺砂越停車場線 山谷新

A01-072 自転車走行空間整備（（国）112号 志

A01-069 自転車走行空間整備 （（国）458号 金

A01-013 交差点改良、歩道整備 （（主）米沢猪苗代線 丸の内）

A01-073 交差点改良、歩道整備（（一）糠野目亀岡線 糠野目）

A01-067 歩道整備（（国）113号 深沼）

A01-053 歩道整備（（一）東法田大堀線 野頭）



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 13　通学路の安全を確保し子供達が安心してとおれる道路空間整備（防災・安全）

計画の期間 平成30年度　～　令和4年度　（5年間）

別紙５－２

交付対象
山形県、山形市、鶴岡市、東根市、南陽市、河北町、大石田町、舟形町、戸
沢村、高畠町、庄内町

山形市 （１）鈴川青野線（高原工区） 通学路対策
山形市 （１）鈴川青野線（青野工区） 通学路対策

山形市 （１）小松原北線 通学路対策
山形市 （１）山形休暇センター線 通学路対策

鶴岡市 （他）南町荒町大宝寺町線ほか1路線 通学路対策

鶴岡市 （２）大泉橋一日市町線 通学路対策

東根市 （１）神町駅前線 現道拡幅

東根市 （１）野川小原線 歩道整備

東根市 （他）神町西2号線ほか通学路線 路側帯整備

南陽市 （２）旭町高梨線 歩道整備

河北町 （１）白山堂両所線 自歩道整備

大石田町 （１）小菅田沢線 歩道整備

舟形町 （１）舟形一の関線 歩道整備

舟形町 （２）福寿野岡矢場線 通学路対策

戸沢村 （１）津谷停車場線 道路改良

高畠町 （他）本町縦3号線 歩道整備

庄内町 （２）廿六木千河原線 交差点改良
庄内町 （１）大塚榎木提興屋線 歩道整備

庄内町 （他）余目三百地線 歩道整備
庄内町 （１）立川中学校線 歩道整備


