
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成30年04月02日

計画の名称 9　人や車が安全で快適に移動できる道路空間の創造(防災・安全)

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 茨城県,大子町,日立市,水戸市,つくば市,北茨城市,かすみがうら市,潮来市,稲敷市

計画の目標 安全・安心な歩行空間を確保するための歩道整備や交差点改良等の交通安全施設整備のほか，歩道のバリアフリー化や自転車走行空間の環境整備，無電柱化の推進，道路情報板やLED道路照明灯等の道路附属物の設置を推進するなど，

人や車の移動が安全で円滑に利用しやすい道路環境整備を行い，誰もが安心して暮らせるまちづくりを行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               9,064  Ａ               8,954  Ｂ                   0  Ｃ                 110  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      1.21 ％

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

（H25当初） （H27末） （H30末）

   1 県内全域で発生する交通死傷事故件数を平成25年（13,280件）と比較して,平成30年までに7%削減する。

県内全域で発生する交通死傷事故件数を調査する。 0% 3% 7%

(交通死傷事故件数の減少割合)=(当初の交通死傷事故件数－評価時点の交通死傷事故件数）/（当初の交通死傷事故件数）×100

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 －

1 案件番号： 0000008781



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 茨城県 直接 茨城県 国道 交安 （国）118号　豊喰 交差点改良，歩道　L=0.30km 那珂市  ■          50 －

A01-002 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

交安 （一）鉾田鹿嶋線　和 歩道　L＝5.65ｋｍ 鹿嶋市  ■  ■  ■  ■  ■       1,180 －

A01-003 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

交安 （一）亀作石名坂線　石

名坂

歩道　L＝0.26ｋｍ 日立市  ■          80 －

A01-004 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 国道 交安 （国）118号　外 道の駅整備 常陸大宮市外  ■  ■         200 －

A01-005 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 国道 交安 （国）118号　外 道路情報板整備 水戸市外  ■  ■         200 －

A01-006 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 国道 交安 （国）125号　外 道路照明灯のLED化 土浦市外  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-007 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 国道 交安 （国）293号　下町 交差点改良，歩道　L=0.10km 常陸大宮市  ■           7 －

A01-008 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 国道 交安 （国）118号　西木倉 歩道　L＝0.30ｋｍ 那珂市  ■  ■          63 －

1 案件番号： 0000008781



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-009 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 国道 交安 （国）354号　菅谷町 歩道　L＝0.60ｋｍ 土浦市  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-010 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

交安 （主）取手つくば線 交差点改良，歩道　L=0.10km 取手市  ■  ■  ■          37 －

A01-011 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 国道 交安 （国）123号　外 事故危険箇所対策 水戸市外  ■  ■  ■         300 －

A01-012 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 国道 交安 （国）125号　外 道路標識設置 稲敷市外  ■  ■         627 －

A01-013 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

交安 （主）取手東線 電線共同溝　L=0.4km 取手市  ■  ■  ■  ■         600 －

A01-014 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

交安 （一）上水戸停車場千波

公園線

電線共同溝　L=0.2km 水戸市  ■          16 －

A01-015 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

交安 （一）上水戸停車場千波

公園線

電線共同溝　L=0.2km 水戸市  ■  ■         384 －

2 案件番号： 0000008781



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-016 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

交安 （一）平友部停車場線 電線共同溝　L=0.32km 笠間市  ■  ■         320 －

A01-017 道路 一般 大子町 直接 大子町 市町村

道

交安 町道112号線 歩道　L＝4.00ｋｍ 大子町  ■  ■  ■  ■         196 －

A01-018 道路 一般 日立市 直接 日立市 市町村

道

交安 市道10045号線外1路線 視覚障害者ブロック設置 日立市  ■           5 －

A01-019 道路 一般 水戸市 直接 水戸市 市町村

道

交安 市道岩根・藤井線 交差点改良　L＝0.20ｋｍ 水戸市  ■          21 －

A01-020 道路 一般 日立市 直接 日立市 市町村

道

交安 市道10307号線（十王駅東

口）

歩道帯改良 日立市  ■           8 －

A01-021 道路 一般 日立市 直接 日立市 市町村

道

交安 市道1059号線外2路線 路側帯カラー化等 日立市  ■  ■          50 －

3 案件番号： 0000008781



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-022 道路 一般 日立市 直接 日立市 市町村

道

交安 市道1111号線 歩道　L＝0.82ｋｍ 日立市  ■  ■  ■         153 －

A01-023 道路 一般 水戸市 直接 水戸市 市町村

道

交安 駅南4号線外2路線 歩道整備等　L=0.92km 水戸市  ■  ■  ■         672 －

A01-024 道路 一般 つくば市 直接 つくば市 市町村

道

交安 市道4ｰ4099号線外5路線（

道路照明灯）

道路照明灯 つくば市  ■  ■  ■         145 －

A01-025 道路 一般 つくば市 直接 つくば市 市町村

道

交安 市道4ｰ4099号線外5路線（

電線共同溝）

電線共同溝　L=0.72km つくば市  ■  ■  ■         236 －

A01-026 道路 一般 北茨城市 直接 北茨城市 市町村

道

交安 市道0104号線 歩道整備等　L=0.175km 北茨城市  ■  ■         115 －

A01-027 道路 一般 日立市 直接 日立市 市町村

道

交安 市道10378号線 歩道帯改良　L=0.10km 日立市  ■  ■           5 －

4 案件番号： 0000008781



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-028 道路 一般 日立市 直接 日立市 市町村

道

交安 市道27号線外1路線 歩道帯改良  L=0.58km 日立市  ■  ■          63 －

A01-029 道路 一般 日立市 直接 日立市 市町村

道

交安 市道1101号線 歩道帯改良  L=0.38km 日立市  ■  ■          27 －

A01-030 道路 一般 日立市 直接 日立市 市町村

道

交安 市道2号線 歩道整備　　L=0.32km 日立市  ■          11 －

A01-031 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 （主）日立笠間線 バイパス，歩道　L=0.97km 常陸太田市  ■          78 －

A01-032 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 （主）日立いわき線 バイパス，歩道　L=0.20km 北茨城市  ■         223 －

A01-033 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 （一）桜川土浦潮来自転

車道線

自転車道整備　L=40.10km 土浦市，行方市

，潮来市

 ■  ■  ■  ■  ■         300 －

5 案件番号： 0000008781



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-034 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 （一）諸沢西金停車場線 現道拡幅，歩道　L=1.28km 大子町  ■  ■  ■  ■         642 －

A01-035 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 （一）小野土浦線 現道拡幅，歩道　L=0.50km 土浦市  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-036 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 （一）石岡田伏土浦線 現道拡幅，歩道　L=1.52km かすみがうら市  ■  ■  ■  ■         276 －

A01-037 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 （一）長沢水戸線　小場 現道拡幅，歩道　L=0.52km 常陸大宮市  ■  ■  ■  ■         232 －

A01-038 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 （主）つくば益子線 現道拡幅，歩道　L=1.80km 桜川市  ■  ■         200 －

A01-039 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 （一）富谷稲田線 現道拡幅，歩道　L=1.8km 笠間市  ■         200 －

6 案件番号： 0000008781



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A01-040 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 都道府

県道

改築 (一)鹿田玉造線 現道拡幅，歩道　L=0.44㎞ 行方市  ■         145 －

A01-041 道路 一般 かすみが

うら市

直接 かすみがう

ら市

市町村

道

改築 市道4301号線外2路線 路面標示　L=8.6km かすみがうら市  ■          20 －

A01-042 道路 一般 潮来市 直接 潮来市 市町村

道

改築 市道(潮)1級13号線外7路

線

路面標示　L=9.0km 潮来市  ■          27 －

A01-043 道路 一般 稲敷市 直接 市道(江)43

64号線外10

路線

市町村

道

改築 市道(江)4364号線外10路

線

路面標示　L=21.8km 稲敷市  ■          40 －

 小計       8,954

合計       8,954

7 案件番号： 0000008781



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 茨城県 直接 茨城県 － 調査 （国）118号外　交通事故

データ分析業務

（国）118号外　交通事故デ

ータ分析

県内全域  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

事故データを分析し，県内の交通危険箇所の抽出を行い，交通安全施設等整備事業を効率的・効果的に実施するための計画策定する。

C01-002 道路 一般 茨城県 直接 茨城県 － 調査 （国）118号外　道路交通

調査業務

（国）118号外　道路交通調

査業務

県内全域  ■          60 －

県管理道路における交通量を調査することにより，交通安全施設等整備事業を効率的・効果的に実施する。

 小計         110

合計         110

1 案件番号： 0000008781



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H26 H27 H28

配分額 (a)                     260                     187                     414

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

交付額 (c=a+b)                     260                     187                     414

前年度からの繰越額 (d)                       0                      91                      39

支払済額 (e)                     168                     239                     187

翌年度繰越額 (f)                      91                      39                     266

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       1                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))                    0.38                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000008781


