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21 地域における総合的な防災・減災対策による道づくり（防災・安全） -

平成29年度　～　平成33年度　（5年間）

（H29当初） （H31末） （H33末）

【富士吉田市】　整備路線から緊急避難路となる（仮称）富士吉田南ｽﾏｰﾄICまでの移動時間の短縮を指標とする

　（整備後の短縮時間：10分） ＝ （整備前の所要時間：12分） － （整備後の所要時間：2分）

【04山梨市】山梨市牧丘地域から厚生病院までの移動時間の短縮を指標とする。（実地計測）

　（整備後の短縮時間：10分） ＝ （整備前の所要時間：40分） － （整備後の所要時間：30分）

【韮崎市】韮崎市穴山集落から韮崎市立病院までの移動時間の短縮を指標とする。（実地計測）

　（整備後の短縮時間：２分） ＝ （整備前の所要時間：１４分） － （整備後の所要時間：１２分）

【南アルプス市】西新居団地から指定避難所に位置付けられている甲西体育センターまでの移動時間の短縮を指標とする。

　（整備後の短縮時間：　５分） ＝ （整備前の所要時間：２０分） － （整備後の所要時間：１５分）

【上野原市】新たな談合坂スマートICを活用することで、緊急車両が三次医療施設（八王子市）までの到着する時間の短縮を指標とする。

　（整備後の短縮時間：１３．５分） ＝ （整備前の所要時間：３９分） － （整備後の所要時間：２５．５分）

【13中央市市立玉穂中学校から基幹災害支援病院に指定されている山梨大学医学部付属病院までの移動時間の短縮を指標とする。

　（整備後の短縮時間：３分） ＝ （整備前の所要時間：８分） － （整備後の所要時間：５分）

【16身延町】「田原鴨狩線」道路整備による狭隘箇所の解消。

　（道路整備後の狭隘箇所解消数） ＝ （整備前の狭隘箇所） － （整備後の狭隘箇所）

【南部町】富沢ICから国道５２号を経由し、沿線の優良住宅地（グリーンハイツ富士見）への輸送・搬送時間の短縮を指標とする。（実地計測）

　（整備後の短縮時間：3分） ＝ （整備前の所要時間：13分） － （整備後の所要時間：10分）

【富士川町】災害拠点でおる町民交流広場から国道５２号（第一次緊急輸送道路）までの移動時間の短縮を指標とする。

　（整備後の短縮時間：3分） ＝ （整備前の所要時間：4分） － （整備後の所要時間：1分）

【西桂町】「宮作線」道路整備後、河原地区の土砂災害時における道路ネットワークの強靭化による指定避難所への避難時間の短縮(世帯あたりの避難時間5分)

　（整備後の短縮時間：15分） ＝ （整備前の所要時間：70分） － （整備後の所要時間：55分）

【25富士河口湖町】計画的な道路排水施設を整備し、雨水氾濫箇所の解消数を指標とする。

　（整備後の雨水氾濫箇所） ＝ （整備計画に位置づけた雨水氾濫箇所） － （整備計画に位置づけた雨水氾濫箇所のうち整備済み）

【26小菅村】防災拠点である道の駅こすげから国道１３９号までの狭隘区間の解消を指標とする。

　（整備後の狭隘区間延長） ＝ （整備前の狭隘区間延長） － （整備済みの狭隘区間延長）

A1　道路事業

事業 地域 交付 直接 道路 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 種別 H29 H30 H31 H32 H33 （百万円） 策定状況

21-A02-2 道路 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 市町村道 改築 386 - －

21-A02-3 道路 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 市町村道 改築 284 - －

21-A02-5 道路 一般 富士吉田市 直接 富士吉田市 市町村道 改築 320 - －

21-A04-1 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村道 改築 24 - －

21-A06-1 道路 一般 韮崎市 直接 韮崎市 市町村道 改築 4 - －

21-A06-2 道路 一般 韮崎市 直接 韮崎市 市町村道 改築 46 - －

21-A07-1 道路 一般 南アルプス市 直接 南アルプス市 市町村道 改築 325 - －

21-A11-1 道路 一般 上野原市 直接 上野原市 市町村道 改築 169 - －

21-A11-2 道路 一般 上野原市 直接 上野原市 市町村道 改築 250 - －

21-A13-1 道路 一般 中央市 直接 中央市 市町村道 改築 501 - －玉穂中央通り線道路改良事業

談合坂サービスエリア線道路改良事業（大野工区） 現道拡幅 L=1.20km 上野原市

奥平道上鈴ヶ沢線道路改良事業 道路改良 L=0.43km 上野原市

0箇所

改良・延伸　L=0.34km 富士吉田市

路肩拡幅 L=0.30km 山梨市

250ｍ 180ｍ 180ｍ

バイパス　L=0.67km 富士吉田市

バイパス　L=0.34km 富士吉田市

Ｄ －

4分 3分 1分

70分 70分 55分

3箇所 1箇所

富士吉田市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、上野原市、中央市、身延町、南部町、富士川町、西桂町、富士河口湖町、小菅村

・災害時の避難地としての拠点整備及び避難路を兼ねた地域間の連絡強化を図る道路整備を行い、防災性の高い居住空間の形成を図る。
・主要国県道・観光地等へのアクセス強化により、定住人口流出の抑制、観光客数の増加、商工業施設の誘致促進等を図り、活力と賑わいのあるまちづくりを進める。
・災害時の避難地並びに活動拠点となる防災拠点の整備や緊急輸送道路との連絡強化を図り、今後発生が予想される大規模地震に備える。

【04山梨市】「0109号線」整備により地区の避難場所に指定されている牧丘第三小学校への移動時間の短縮を図る。

【韮崎市】「穴山22号線」整備による災害時の総合医療機関への連絡強化として、移動時間の短縮を図る。

【上野原市】新たな談合坂SIC整備の周辺住民（約2千人）について、緊急車両が談合坂SICを活用することで、（既設：上野原ICを活用するよりも）三次医療施設（八王子市）に到着するまでの時間短縮を図る。

【身延町】市川三郷町へ抜ける「田原鴨狩線」の狭隘箇所を解消することで、有事の際、国道52号の迂回路確保を図る。

【南部町】「越渡御屋敷線外」整備による災害時等の緊急輸送道路への道路ネットワークの改善を図る。（国道５２号より進入禁止の一方通行の町道の解消等）

Ｂ Ｃ

【西桂町】「町道宮作線」整備による災害時等の緊急輸送道路及び町指定避難路(三ッ峠線)への道路ネットワークの改善を図る。

３９分 ２５．５分 ２５．５分

備考費用便益比

0.0%

現道拡幅 L=0.21km

現道拡幅 L=0.21km

現道拡幅 L=0.25km 中央市

バイパス　L=0.46km 南アルプス市荊沢芦原線道路改良事業

全体事業費 0百万円－
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ａ 3552百万円

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

４０分 ３５分 ３０分

3552百万円

８分 ８分 ５分

平成29年3月24日（参考様式２）社会資本総合整備計画
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

　　定量的指標の定義及び算定式

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値
備考

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値

【富士川町】災害時の防災拠点となる機能を有する町民交流広場と連結するアクセス道路の整備を行うことにより災害時の救援活動の強化を図る。

重点配分対象の該当

【富士河口湖町】道路排水対策計画を策定し、計画的な道路排水処理施設の整備を行なうことにより、雨水氾濫箇所を解消し、安全・快適な道路利用を図る。

【小菅村】防災拠点である道の駅こすげへのアクセスを強化することで災害時の避難時間の短縮を図る。

中間目標値

【富士吉田市】「「仮称」小倉山団地西線」等整備により、大規模災害発生時に東富士五湖道路の最寄ICまでの緊急輸送道路の確保を図る。

【南アルプス市】「荊沢芦原線」の整備により西新居団地と南アルプス市地域防災計画の指定避難所に位置付けられている甲西体育センターとの連絡強化を図る。

【中央市】「玉穂中央通り線」の整備により近隣住民の指定避難所への移動の安全性を高めるとともに、基幹災害指定病院への緊急車両等の交通の安全性の向上及び時間短縮を図る。

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容

韮崎市

牧平線（０１０９号線）（赤芝工区）

穴山22号線道路改良事業

旭58号線道路改良事業

事業実施期間（年度）
市町村名

交付対象事業

韮崎市

番号

（仮称）小倉山団地西道路整備事業

諏訪内1号線道路改良事業

大松宮川西線道路改良事業

１２分 １２分 ２分

１４分 １２分 １２分

13分 13分 10分

２０分 ２０分 １５分

７箇所 ７箇所 ０箇所



A1　道路事業

事業 地域 交付 直接 道路 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 種別 H29 H30 H31 H32 H33 （百万円） 策定状況

21-A16-1 道路 一般 身延町 直接 身延町 市町村道 改築 245 - －

21-A17-1 道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村道 改築 369 - －

21-A18-1 道路 一般 富士川町 直接 富士川町 市町村道 改築 20 - －

21-A18-2 道路 一般 富士川町 直接 富士川町 市町村道 改築 25 - －

21-A18-3 道路 一般 富士川町 直接 富士川町 市町村道 改築 204 - －

21-A21-1 道路 一般 西桂町 直接 西桂町 市町村道 改築 155 - －

21-A25-1 道路 一般 富士河口湖町 直接 富士河口湖町 市町村道 改築 30 - －

21-A25-2 道路 一般 富士河口湖町 直接 富士河口湖町 市町村道 修繕 30 - －

21-A25-3 道路 一般 富士河口湖町 直接 富士河口湖町 市町村道 改築 75 - －

21-A26-1 道路 一般 小菅村 直接 小菅村 市町村道 改築 90 - －

小計（道路事業） 3,552 - －

Ｂ　関連社会資本整備事業

Ｂ1　道路事業関連事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

小計 0

Ｃ　効果促進事業

C1　道路事業効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

小計 0

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当無し)

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 H32 H33

合計 0

番号

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。

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名 備考

青柳１０号線道路改良事業

富士川公園線道路改良事業

最勝寺西之入線道路改良事業

下暮地宮作線架橋事業

富士河口湖町道路排水施設整備事業

現道拡幅 L=0.51km 南部町越渡御屋敷線ほか道路改良事業

身延町田原鴨狩線道路改良事業 現道拡幅 L=0.50km

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている場
合その理由

翌年度繰越額
（f）

うち未契約繰越額
（g）

前年度からの繰越額
（d）

支払済額
（e）

計画別流用
増△減額
（b）

交付額
（c=a+b）

一体的に実施することにより期待される効果

H29

不用額
（h = c+d-e-f）

H31 H32

配分額
（a）

H33

備考

備考

備考

市町村名事業者

備考

法面工　L=0.05km 富士河口湖町

道路改良 L=0.6km 富士河口湖町

現道拡幅 L=0.1km　 小菅村

道路改良 L=0.90km 富士川町

橋梁架設 L=40m　道路改良L=130m 西桂町

側溝整備 L=1.5km 富士河口湖町

バイパス L=0.09km 富士川町

交付対象事業

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）
費用便益比 備考

要素となる事業名 事業内容

バイパス L=0.10km

町道1089号線法面補修事業

町道4123号線道路改良事業

番号

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）

H30

富士川町

小菅源流村道の駅（大久保４号線）整備事業



計画の名称 21 地域における総合的な防災・減災対策による道づくり（防災・安全）

計画の期間 平成２９年度～平成３３年度（５年間） 交付団体
富士吉田市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、上野原市、中央市、身延町、南部町、富士川
町、西桂町、富士河口湖町、小菅村

（参考様式３）参考図面
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丹波山村 

小菅村 

上野原市 
大月市 

都留市 

道志村 

山中湖村 

忍野村 

富士吉田市 

鳴沢村 

富士河口湖町 

笛吹市 

中央市 

市川三郷町 

身延町 

南部町 

早川町 

南アルプス市 
昭和町 

甲府市 

甲斐市 

韮崎市 甲州市 

西桂町 

20

141

411

140

139

413

139

138

137

20
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139
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凡 例 
     高速道路 

     国道 

     主要地方道 

     県道 

     ＪＲ 

     私鉄 

小菅村内 

富士河口湖町内 

南部町内 

西桂町内 

21-A26-1 現道拡幅 

21-A21-1  橋梁新設 

21-A25-1  
 排水施設整備 

21-A17-1 現道拡幅 

21-A04-1 現道拡幅 

山梨市内 

上野原市内 

21-A11-1 現道拡幅 
21-A11-2 道路改良 

韮崎市内 

21-A06-1  現道拡幅 

21-A16-1 現道拡幅 

身延町内 

富士川町 
富士川町内 21-A18-1 バイパス 

21-A18-3 道路改良 

 
 

中央市内 

21-A13-1 現道拡幅 

21-A25-2 
 法面補修 
21-A25-3 
 道路改良 

富士吉田市内 

21-A02-2 バイパス 

21-A02-3 バイパス 

21-A02-5 道路改良 

21-A06-2  現道拡幅 

南アルプス市内 
21-A07-1  バイパス 

21-A18-2 バイパス 


	地域における総合的な防災・減災対策による道づくり（防災・安全）
	表紙
	15_【防】_21_地域における総合的な防災・減災対策による道づくり（防災・安全）
	(参考様式２)整備計画（防災・安全交付金）
	(参考様式３)参考図面（防災・安全交付金）



