
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成30年01月23日

計画の名称 季節を問わず、地域間の交流連携をサポートし県内産業を支援する活力ある県土づくり

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

交付対象 山形県,米沢市,鶴岡市,新庄市,上山市,長井市,南陽市,河北町,朝日町,金山町,舟形町,大蔵村,戸沢村,川西町,庄内町,山形市,東根市,小国町,飯豊町

計画の目標 冬期においても円滑な交通を確保し、中心市街地や集落間の相互アクセスを改善する道路整備等と併せて、地域の魅力を向上させる社会資本整備を行い、活力ある地域づくり・街づくりを行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              24,494  Ａ              24,469  Ｂ                  25  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

H30年度当初 H32年度末 H34年度末

   1 冬みち安全道路整備率を17.8%から18.6%に向上させる。

冬みち安全道路整備率 178‰ ‰ 186‰

（堆雪幅が十分確保（W=8.5m以上）された県管理道路延長）÷（県管理道路延長）

   2 2次医療施設10分圏域人口率を74.6%から74.9%に向上させる。

2次医療施設10分圏域人口率 746‰ ‰ 749‰

（2次救急医療施設に10分以内に搬送可能な人口）÷（県人口）

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 －

1 案件番号： 0000368094



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

改築 （主）山形山辺線　吉野

宿

バイパス　L=2.1km 山形市  ■  ■  ■  ■         403 4.7 －

A01-002 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）山形上山線　金瓶 バイパス　L=0.5km 上山市  ■  ■         211 －

A01-003 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 改築 （国）４５８号　金沢 バイパス　L=1.5ｋｍ 中山町  ■  ■  ■  ■  ■         808 5.2 －

A01-004 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）天童寒河江線　荒

谷

現道拡幅　L=0.92ｋｍ 天童市  ■  ■         333 －

A01-005 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）山形天童線　成生 バイパス　L=2.0km 天童市  ■  ■  ■  ■  ■       1,382 4.5 －

A01-006 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 改築 （国）２８７号　杉山（

２）

現道拡幅　L=1.7km 朝日町  ■  ■  ■  ■  ■         975 1.2 －

A01-007 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）大江西川線　貫見

（２）

バイパス　L=1.3km 大江町  ■  ■  ■  ■  ■       1,246 2.4 －

1 案件番号： 0000368094



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 A01-008 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 (主）真室川鮭川線　佐渡

坂

現道拡幅　L=0.9km 鮭川村  ■  ■  ■  ■  ■         505 －

A01-009 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）長井飯豊線　手ノ

子

バイパス　L=0.5km 飯豊町  ■  ■  ■         390 －

A01-010 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）鶴岡羽黒線　羽黒

山（２）

バイパス　L=4.5km 鶴岡市  ■  ■  ■       1,955 1.1 －

A01-011 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 改築 （国）３４４号　安田BP バイパス　L=3.1ｋｍ 酒田市  ■  ■  ■  ■  ■       1,367 1.3 －

A01-012 道路 一般 米沢市 直接 米沢市 市町村

道

新設 （他）広幡西廻り線 新設　L=0.35km 米沢市  ■  ■  ■  ■  ■         390 －

A01-013 道路 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 市町村

道

改築 （他）楯東昼田線 改築　L=0.20km 鶴岡市  ■          14 －

A01-014 道路 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 市町村

道

改築 （他）水沢２号線 改築　L=0.64km 鶴岡市  ■  ■  ■          92 －

2 案件番号： 0000368094



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 A01-015 道路 一般 新庄市 直接 新庄市 市町村

道

改築 （他）角沢松本線 バイパス　L=0.50km 新庄市  ■  ■  ■  ■  ■         135 －

A01-016 道路 一般 上山市 直接 上山市 市町村

道

新設 （１）久保手隔間場線 新設　L=0.10km 上山市  ■         113 －

A01-017 道路 一般 長井市 直接 長井市 市町村

道

改築 （他）築地線 改築　L=0.50km 長井市  ■  ■  ■          90 －

A01-018 道路 一般 南陽市 直接 南陽市 市町村

道

新設 （他）蒲生田関口線 バイパス　L=0.40km 南陽市  ■  ■  ■  ■  ■         358 －

A01-019 道路 一般 河北町 直接 河北町 市町村

道

改築 （他）高関下野線 改築　L=0.20㎞ 河北町  ■  ■  ■  ■  ■          76 －

A01-020 道路 一般 河北町 直接 河北町 市町村

道

新設 （他）下野真木線 新設  L=0.60㎞ 河北町  ■  ■  ■  ■  ■         432 －

3 案件番号： 0000368094



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 A01-021 道路 一般 河北町 直接 河北町 市町村

道

改築 （他）要害月山堂線 改築　L=0.15km 河北町  ■           4 －

A01-022 道路 一般 朝日町 直接 朝日町 市町村

道

新設 （他）一本松線 新設　L=0.85km 朝日町  ■  ■  ■  ■  ■         633 －

A01-023 道路 一般 金山町 直接 金山町 市町村

道

改築 （２）上台下野明線 現道拡幅　L=0.50km 金山町  ■  ■          40 －

A01-024 道路 一般 舟形町 直接 舟形町 市町村

道

改築 （２）福寿野岡矢場線 改築　L=0.70km 舟形町  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-025 道路 一般 大蔵村 直接 大蔵村 市町村

道

改築 （２）合海大坪線 道路改良　L=1.0km 大蔵村  ■  ■  ■  ■  ■         347 －

A01-026 道路 一般 大蔵村 直接 大蔵村 市町村

道

改築 （２）里道線 道路改良　L=0.26km 大蔵村  ■  ■  ■          96 －

4 案件番号： 0000368094



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 A01-027 道路 一般 戸沢村 直接 戸沢村 市町村

道

改築 （１）西沢線 道路改良　L=0.70km 戸沢村  ■  ■  ■  ■  ■         505 －

A01-028 道路 一般 川西町 直接 川西町 市町村

道

改築 （１）虚空蔵山西線 バイパス　L=1.00km 川西町  ■  ■  ■         271 －

A01-029 道路 一般 庄内町 直接 庄内町 市町村

道

改築 （１）吉岡廻館線 バイパス　L=0.60km 庄内町  ■  ■  ■  ■         114 －

A01-030 道路 一般 庄内町 直接 庄内町 市町村

道

改築 （１）榎木丸沼線 現道拡幅　L=0.25km 庄内町  ■  ■  ■  ■         110 －

A01-031 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）山形白鷹線　門伝 現道拡幅　L=0.3km 山形市  ■  ■  ■  ■          50 －

A01-032 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）山形白鷹線　畑谷 現道拡幅　L=0.1km 山形市  ■  ■  ■          40 －

5 案件番号： 0000368094



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 A01-033 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）玉川沼沢線　百子

沢

現道拡幅　L=0.2km 小国町  ■  ■  ■         380 －

A01-034 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （一）田沢下新田線　山

元（２）

現道拡幅　L=0.6km 酒田市  ■  ■  ■         215 －

A01-035 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （一）鶴岡村上線　砂川 現道拡幅　L=0.3km 鶴岡市  ■  ■  ■  ■         132 －

A01-036 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）余目温海線　温海 現道拡幅　L=0.23km 鶴岡市  ■  ■  ■         845 －

A01-037 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 施設整

備

（国）１２１号　道の駅

「田沢」

非常用電源装置設置 米沢市  ■          20 －

A01-038 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

改築 （他）西部工業団地村木

沢線ほか

改築　L=0.8km 山形市  ■         200 －

6 案件番号： 0000368094



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 A01-039 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

新設 （他）楯山停車場立谷川

線

新設　L=0.4km 山形市  ■  ■  ■  ■         746 －

A01-040 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

改築 （他）西部工業団地村木

沢線

改築　L=1.0km 山形市  ■  ■         206 －

A01-041 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

新設 （他）蔵王みはらしの丘

久保手線

新設　L=0.3km 山形市  ■          54 －

A01-042 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

改築 （他）中野南線 改築　L=0.6km 山形市  ■  ■  ■  ■         162 －

A01-043 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

改築 （他）中央道側道悪戸大

道端西線ほか

改築　L=0.5km 山形市  ■  ■         600 －

A01-044 道路 一般 東根市 直接 東根市 市町村

道

新設 （１）藤助新田７号線 新設　L=0.68km 東根市  ■  ■  ■  ■         200 －

7 案件番号： 0000368094



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 A01-045 道路 一般 小国町 直接 小国町 市町村

道

改築 （他）松岡黒沢峠線 現道拡幅　L=0.72km 小国町  ■  ■  ■         192 －

A01-046 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）新庄戸沢線　下馬 バイパス　L=0.2km 新庄市  ■  ■  ■  ■         740 －

A01-047 道路 一般 山形市 直接 山形市 市町村

道

新設 （他）村木沢反田線 新設　L=1.5km 山形市  ■  ■  ■  ■         365 －

A01-048 道路 一般 長井市 直接 長井市 市町村

道

改築 （他）平高野線 改築 L=0.42km 長井市  ■         104 －

A01-049 道路 一般 飯豊町 直接 飯豊町 市町村

道

改築 （他）手ノ子高峰線 道路改良Ｌ＝0.7ｋｍ 飯豊町  ■  ■  ■         518 －

A01-050 道路 一般 米沢市 直接 米沢市 市町村

道

改築 （他）広幡町大沢線　大

沢橋

橋梁架替　N=１橋 米沢市  ■  ■         133 －

8 案件番号： 0000368094



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 A01-051 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）寒河江村山線　松

沢橋

バイパス　L=1.25km 東根市  ■  ■  ■         400 －

A01-052 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （一）浜中余目線　広野 バイパス　L=0.4km 酒田市  ■  ■  ■  ■         260 －

A01-053 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 改築 （国）３４５号　一本木 バイパス　L=0.8km 鶴岡市  ■  ■  ■  ■  ■         590 1.2 －

A01-054 道路 一般 新庄市 直接 新庄市 市町村

道

改築 （２）一本柳檜葉沢線 L=1.21㎞ 新庄市  ■  ■  ■         182 －

A01-055 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （一）中山三郷寒河江線

　和合

現道拡幅　L=0.2km 朝日町  ■  ■          78 －

A01-056 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）戸沢大蔵線　古口 ＩＣアクセス　L=0.8km 戸沢村  ■  ■       1,120 1.33 －

A01-057 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （一）五味沢小国線　大

宮

ＩＣアクセス　L=0.7km 小国町  ■  ■         400 －

9 案件番号： 0000368094



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 A01-058 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （一）砂子沢小又釜渕線

　小又

道路改築　L=0.4km 真室川町  ■  ■         250 －

A01-059 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）真室川鮭川線　釜

渕

道路改築　L=0.4km 真室川町  ■  ■         321 －

A01-060 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）山形山辺線　滝平 道路改築　L=0.6km 山形市  ■  ■         282 －

A01-061 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）貫見間沢線　沼山 道路改築　L=0.9km 西川町  ■  ■         297 －

A01-062 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）米沢飯豊線　菅沼 道路改築　L=0.2km 川西町  ■  ■          90 －

A01-063 道路 一般 山形県 直接 山形県 国道 改築 （国）３４５号　平沢 道路改築　L=0.6km 鶴岡市  ■  ■         280 －

A01-064 道路 一般 山形県 直接 山形県 都道府

県道

改築 （主）菅野代堅苔沢線　

山五十川

現道拡幅　L=0.4km 鶴岡市  ■  ■  ■         300 －

10 案件番号： 0000368094



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 A01-065 道路 一般 小国町 直接 小国町 市町村

道

改築 （１）西田沢頭線 現道拡幅　L=110.0m 小国町  ■  ■         122 －

 小計      24,469

合計      24,469

11 案件番号： 0000368094



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 山形市、村山市  ■  ■  ■          25 －

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。

 小計          25

合計          25

1 案件番号： 0000368094



交付金の執行状況
（単位：百万円）

案件番号：0000368094 

0 0

うち未契約繰越額
（g）

659 479 464 407

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

緊急対策補正
予算のため

経済対策補正
予算のため

加速化対策予
算のため

加速化対策予
算のため

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

40.6% 22.3% 27.0% 37.9%

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0

919 712 549 481

支払済額
（e）

703 1,432 1,168 596

H30 H31

481

交付額
（c=a+b）

1,492 1,226 1,005 528 44

前年度からの繰越額
（d）

130 919 712 549

翌年度繰越額
（f）

R2 R3 R4

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0 0 0

配分額
（a）

1,492 1,226 1,005 528 44



事前評価チェックシート
 計画の名称： 季節を問わず、地域間の交流連携をサポートし県内産業を支援する活力ある県土づくり

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。 〇

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

II． 計画の効果・効率性
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

III．計画の実現可能性
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：0000368094



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：0000368094



参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1　季節を問わず、地域間の交流連携をサポートし県内産業を支援する活力ある県土づくり

計画の期間 平成30年度　～　令和4年度　（5年間）

　

交付対象
山形県、米沢市、鶴岡市、新庄市、上山市、長井市、南陽市、河北町、朝
日町、金山町、舟形町、大蔵村、戸沢村、川西町、庄内町、遊佐町

別紙５－１

A01-002 バイパス（（主）山形上山線 金瓶）

A01-009 バイパス（（主）長井飯豊線 手ノ子）

A01-003 バイパス（（国）４５８ 金沢）

A01-006 現道拡幅（（国）287号 杉山(2)）

A01-011 バイパス（（国）３４４号 安田ＢＰ）

A01-001 バイパス（（主）山形山辺線 吉野宿）

A01-007 バイパス （(主）大江西川線 貫見(2))

A01-010 バイパス（(主)鶴岡羽黒線 羽黒山(2)）

A01-008 現道拡幅（（主）真室川鮭川線 佐渡坂）

A01-005 バイパス（（主）山形天童線 成生）

A01-004 現道拡幅（（主）天童寒河江線 荒谷）

A01-031 現道拡幅（（主）山形白鷹線 門伝）

A01-032 現道拡幅（（主）山形白鷹線 畑谷）

A01-033 現道拡幅（（一）砂子沢小又釜渕線 小

A01-034 現道拡幅（（主）玉川沼沢線 百子沢）

A01-035 現道拡幅（(一)田沢下新田線 山元(2)）

A01-036 現道拡幅（(一)鶴岡村上線 砂川）

A01-037 現道拡幅（(主)余目温海線 温海）

A01-038 非常用電源装置設置

（（国）１２１ 道の駅「田沢」）

A01-047 バイパス（（主）新庄戸沢線 下馬

A01-052 バイパス（（主）寒河江村山線 松沢橋）

A01-053 バイパス（（一）浜中余目線 広野）

A01-054 バイパス（(国)345号 一本木）

A01-056 現道拡幅（（一）中山三郷寒河江線 和

A01-057 現道拡幅（（主）菅野代堅苔沢線 山五十

B01-001 交通安全施設整備



参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1　季節を問わず、地域間の交流連携をサポートし県内産業を支援する活力ある県土づくり

計画の期間 平成30年度　～　令和4年度　（5年間）

別紙５－１

交付対象
山形県、米沢市、鶴岡市、新庄市、上山市、長井市、南陽市、河北町、朝日
町、金山町、舟形町、大蔵村、戸沢村、川西町、庄内町、遊佐町

米沢市 （他）広幡西回り線 新設

鶴岡市 （他）楯東昼田線 改築
鶴岡市 （他）水沢2号線 改築

新庄市 （他）角沢松本線 バイパス

上山市 （１）久保手隔間場線 新設

南陽市 （他）蒲生田関口線 バイパス

河北町 （他）高関下野線 改築

河北町 （他）下野真木線 新設

河北町 （他）要害月山堂線 改築

朝日町 （他）一本松線 新設

金山町 （２）上台下野明線 現道拡幅

舟形町 （２）福寿野岡矢場線 改築大蔵村 （２）合海大坪線 道路改良
大蔵村 （２）里道線 道路改良

戸沢村 （１）西沢線 道路改良

川西町 （１）虚空蔵山西線 バイパス

庄内町 （１）榎木丸沼線 バイパス

庄内町 （１）吉岡廻館線 現道拡幅

山形市 （他）西部工業団地村木沢線ほか 改築

山形市 （他）楯山停車場立谷川腺 新設

山形市 （他）西部工業団地村木沢線 改築
山形市 （他）蔵王みはらしの丘久保手線 新築

山形市 （他）中野南線 改築

東根市 （１）藤助新田７号線 新築

小国町 （他）松岡黒沢峠線 現道拡幅

米沢市 （他）広幡町大沢線 改築

飯豊町 （他）手ノ子高峰線 改築

長井市 （他）平高野線 改築

長井市 （他）築地線 改築


