
１．被災地域における復旧・復興の早期実現に向けた、被災地域間及び内外を結ぶ基幹ネットワーク強化計画（復興基本方針関連（復興））

平成２４年度～平成２７年度

津波や液状化などの甚大な被害を受けた地域間及び内外を結ぶ基幹道路の強化を図る。

被災地における緊急輸送道路などの橋梁耐震化率。

被災地における緊急輸送道路や跨道橋、跨線橋の橋梁耐震化率。
（橋梁耐震化率）=　（耐震化橋梁箇所／橋梁箇所総数）

被災地から防災拠点までのアクセス時間を算定し、アクセス時間短縮率を算出する。
　 （ｱｸｾｽ時間短縮率）＝１－（Σ整備後の所要時間／Σ整備前の所要時間）
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Ａ　地方道路整備事業
事業 地域 交付 直接 事業 道路 率
種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H24 H25 H26 H27 H28

1-A1 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府県道 改築 0.55 899 未完
1-A2 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府県道 改築 0.55 - 完成
1-A3 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府県道 改築 0.55 18 完成
1-A4 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府県道 修繕 0.55 88 完成
1-A5 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村道 改築 0.55 100 完成
1-A6 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村道 改築 0.55 171 完成
1-A7 道路 一般 香取市 直接 香取市 市町村道 改築 0.55 18 完成
1-A8 道路 一般 白子町 直接 白子町 市町村道 改築 0.55 578 完成
1-A9 道路 一般 千葉県 直接 千葉県 都道府県道 改築 0.55 1,030 未完
1-A10 道路 一般 旭市 直接 旭市 市町村道 改築 0.55 60 未完
1-A11 道路 一般 山武市 直接 山武市 市町村道 改築 0.55 56 未完

合計 3,018
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 事業 率
種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

要素事業名番号
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

橋梁架換 L=0.5km
2027号線・南日当橋 橋梁架換 L=58m（耐震性向上）

(主)千葉臼井印西線・舟戸大橋

備考

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

交付対象事業

事業内容 事業実施期間（年度）
番号

96橋 100橋 105橋

0
Ｃ

効果促進事業費の割合
0.0%

(H26末)

(91%) (95%)

平成31年 1月24日

(100%)

21%

社会資本総合整備計画（復興）　事後評価書（中間評価書）

計画の期間 交付団体 千葉県、旭市、香取市、山武市、白子町

計画の目標

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
3,018

Ａ
3,018

Ｂ

(23末) (H27末）

省略
工種

計画の名称

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

１.交付対象事業の進捗状況

市川市
横芝光町
匝瑳市
白子町

0% -

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

要素事業名 市町村名 備考
全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

旭市
香取市

(主)横芝停車場白浜線・栗山橋
(主)飯岡一宮線・新川大橋
(主)飯岡一宮線・新旭橋
市道4-0012号線

橋梁架換 L=0.7km
橋梁架換 L=0.3km
橋梁架換 L=0.4km
橋梁耐震補強 L=102m

(主)市川浦安線　・行徳橋

橋梁架換 L=25m（耐震性向上）

市道1142号線・柳橋 橋梁架換 L=18m（耐震性向上）

市町村名
工種 （延長・面積等）
省略

Ⅰ-6号線・あやめ橋 橋梁耐震補強 L=18m 香取市
白子町
印西市
旭市

山武市
椎名内・西足洗線

事業内容

上横地・松ヶ谷線ほか
現道拡幅 L=3.0km
現道拡幅 L=1.8km



番号 備考

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 事業 率
種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

番号 備考

番号

目標値と実績値に
差が出た要因

Ⅲ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）

３.特記事項（今後の方針等）

引き続き事業を継続し、早期に更なる効果の発現を目指すこととしたい。

最終目標値

最終実施値

備考

２.事業効果の発現状況，目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

津波や液状化などの甚大な被害を受けた地域間及び内外を結ぶ基幹道路において、橋梁架換等を実施することで、被災地における緊急輸送道路や跨道橋、跨線橋の
耐震化を図ることが出来た。

Ⅱ定量的指標の達成状況
指標①（被災地におけ
る緊急輸送道路や跨道
橋、跨線橋の橋梁耐震
化）

最終目標値
105橋
(100%) 目標値と実績値に

差が出た要因

事業期間の延伸により、行徳橋及び舟戸大橋の２橋が完了していないため。
行徳橋については社会資本総合整備計画、舟戸大橋については社会資本総合整備計画防災・安全交付金により
整備を進めているところである。最終実施値

103橋
(98%)

指標②（被災地から防
災拠点までのアクセス
時間の短縮）

最終目標値 21%
目標値と実績値に

差が出た要因

地元調整が難航し、計画通りの進捗とならなかった。
現在、後継計画「被災地域における復旧・復興の早期実現に向けた、被災地域間及び内外を結ぶ基幹ネット
ワーク強化計画（復興基本方針関連（復興））」（平成２８年度～平成３２年度）において整備を進めている
ところである。最終実施値 0%

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

省略 事業内容
要素事業名 市町村名


