
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年01月15日

計画の名称 富山市における橋梁等道路施設の適確な維持管理の推進（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 富山市

計画の目標 橋梁を始めとする道路施設の点検・診断を行い、健全度の低いものを中心に修繕や更新等の措置を行うことで、災害に強いまちづくりを推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,475  Ａ               5,475  Ｂ                   0  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

（H29末） （H32末） （H34末）

   1 診断結果Ⅲ･Ⅳと判定された「要対策施設」について、対策を実施した割合を約11％（H29)から約50％（H34)へ増加させる。

要対策施設数（診断結果Ⅲ･Ⅳ判定）を集計し、そのうち対策を実施した施設の割合を算出する。 11％ 27％ 27％

（要対策施設措置率）＝（対策実施施設数）／（要対策施設数）×100

備考等 個別施設計画を含む 〇 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： 



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 富山市 直接 富山市 市町村

道

計画調

査

（１）草島東線他　長寿

命化修繕計画策定他

橋梁長寿命化修繕計画策定他 富山市  ■  ■  ■  ■  ■         840 策定済

A01-002 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （１）県庁線　塩倉橋 橋梁修繕（重要橋梁）　1次

緊急1橋

富山市  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-003 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （１）富山駅北線他　太

平橋他

橋梁修繕（重要橋梁）　2次

緊急4橋

富山市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-004 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）上栄城村線他　開

発陸橋他

橋梁修繕（重要橋梁）　3次

緊急11橋

富山市  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

A01-005 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）区画街路第302号線

他　古開橋他

橋梁修繕（重要橋梁）　その

他225橋

富山市  ■  ■  ■  ■  ■       1,400 策定済

A01-006 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （１）神通町蜷川線他　

布瀬橋他

橋梁修繕（小規模橋梁）　1,

970橋

富山市  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

1 案件番号： 



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 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）石金1号線　草笛橋 橋梁更新　1橋 富山市  ■  ■         100 策定済

A01-008 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （２）水橋東部1号線　水

橋東部1号橋

橋梁更新　1橋 富山市  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-009 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）日方江3号線　（仮

称）日方江橋

橋梁更新　1橋 富山市  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A01-010 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

計画調

査

（他）磯部大泉2号線他　

長寿命化修繕計画策定他

横断歩道橋長寿命化修繕計画

策定他

富山市  ■  ■  ■  ■  ■          20 策定済

A01-011 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）磯部大泉2号線他　

西田地方横断歩道橋他

横断歩道橋修繕　4橋 富山市  ■  ■  ■  ■          90 策定済

A01-012 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

計画調

査

（他）山田・八尾線他　

長寿命化修繕計画策定他

トンネル長寿命化修繕計画策

定他

富山市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

2 案件番号： 



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 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）山田・八尾線他　

新婦トンネル他

トンネル修繕　5本 富山市  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-014 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

計画調

査

（他）庵谷楡原線他　長

寿命化修繕計画策定他

シェッド等長寿命化修繕計画

策定他

富山市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-015 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）庵谷楡原線他　シ

ェッド・大型カルバート

・門型標識他

シェッド・大型カルバート・

門型標識修繕　8箇所

富山市  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-016 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）速星4号線　速星3

号橋

橋梁更新　1橋 富山市  ■  ■  ■          25 策定済

A01-017 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）区画街路第3928号

線　柳町1号橋

橋梁更新　1橋 富山市  ■  ■  ■          25 策定済

A01-018 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （他）落合橋羽根線　御

旅屋橋

橋梁更新　1橋 富山市  ■  ■  ■  ■         100 策定済

3 案件番号： 



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 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （１）四方新四方北窪線

　四方新橋

橋梁更新　1橋 富山市  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-020 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （１）磯部清水線　桃井2

号橋

橋梁更新　1橋 富山市  ■  ■  ■  ■          25 策定済

A01-021 道路 一般 富山市 直接 富山市 市町村

道

修繕 （１）下番殿様林線　間

瀬口橋1号

橋梁更新　1橋 富山市  ■  ■         100 策定済

 小計       5,475

合計       5,475

4 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H30 H31

配分額 (a)                     535                     592

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     535                     592

前年度からの繰越額 (d)                       0                     233

支払済額 (e)                     302                     496

翌年度繰越額 (f)                     233                     329

うち未契約繰越額(g)                     171                     209

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   31.96                   25.33

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

H30補正の交付決定がH31.2

 末であったことから、年

度内契約ができなかったた

め。

H31補正の交付決定がR2.3 

末であったことから、年度

内契約ができなかったため

。

1 案件番号： 



（参考図面）

33 富山市における橋梁等道路施設の適確な維持管理の推進（防災・安全）
平成30年度～令和4年度（５年間）  富山市

計画の名称
計画の期間 交付対象

N

基幹事業

関連社会資本整備事業

効果促進事業

市役所、行政サービスセンター等

A01-006 橋梁修繕（小規模橋梁）

A01-003 橋梁修繕（重要橋梁）2次緊急

A01-012 トンネル長寿命化修繕計画策定他
A01-013 トンネル修繕

A01-014 シェッド等長寿命化修繕計画策定他
A01-015 シェッド・大型カルバート・門型標識修繕

A01-001 橋梁長寿命化修繕計画策定他

A01-010 横断歩道橋長寿命化修繕計画策定他
A01-011 横断歩道橋修繕

A01-002 橋梁修繕（重要橋梁）1次緊急

A01-004 橋梁修繕（重要橋梁）3次緊急

A01-005 橋梁修繕（重要橋梁）その他

A01-007 橋梁更新

A01-008 橋梁更新

A01-009 橋梁更新

A01-017 橋梁更新

A01-016 橋梁更新

A01-018 橋梁更新

A01-019 橋梁更新

A01-020 橋梁更新

A01-021 橋梁更新


