
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年02月05日

計画の名称 市民生活の安全・安心、住みやすさ、暮らしやすさの向上を図るみちづくり

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 寒河江市

計画の目標 幹線道路などの整備により総合交通体系の確立（ネットワークの形成、安全安心の生活基盤づくり、活性化の基盤づくりを柱）を目指し、地域の課題を改善する道路整備やこれらの道路整備と一体と

なって効果を発揮する関連事業を進めることで、市全体のアクセス性・モビリティ性の向上、安全・安心な生活基盤の確保、活性化の基盤づくりと推進を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 354  Ａ                 354  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

(R2当初) (R6末)

   1 道路有効幅員を確保し安全安心の向上を図るため、交通量が多く路肩・側溝など未整備箇所を整備する。全箇所整備。

本計画にて対策実施する箇所における対策完了箇所の割合

（対策実施率（％））＝（対策完了箇所数）／（要対策箇所数）× 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： 



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）本町７号線 現道拡幅　L=80m 寒河江市  ■          12 －

A01-002 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）落衣１号線 現道拡幅　L=240m 寒河江市  ■  ■  ■          28 －

A01-003 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）六供町八幡線 現道拡幅　L=240m 寒河江市  ■  ■  ■          23 －

A01-004 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）金谷１号線 現道拡幅　L=120m 寒河江市  ■  ■          10 －

A01-005 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）仲田３号線 現道拡幅　L=120m 寒河江市  ■  ■          29 －

A01-006 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）平塩１０号線 現道拡幅　L=100m 寒河江市  ■          20 －

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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）八鍬９号線 現道拡幅　L=80m 寒河江市  ■          21 －

A01-008 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）最上橋明神山線 現道拡幅　L=80m 寒河江市  ■          21 －

A01-009 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）鹿島１号線 現道拡幅　L=200m 寒河江市  ■  ■  ■  ■  ■         146 －

A01-010 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）平塩３号線 現道拡幅　L=160m 寒河江市  ■  ■  ■          19 －

A01-011 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 （他）高松小学校線 現道拡幅　L=150m 寒河江市  ■  ■          18 －

A01-012 道路 一般 寒河江市 直接 寒河江市 市町村

道

改築 仲田内の袋線路面標示工

事

自転車専用通行帯整備　L=23

0m

寒河江市  ■           7 －

 小計         354

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 R02 R03 R04 R05 R06 （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

合計         354

3 案件番号： 


