
地域の基幹ネットワークの計画的な保全のための道路整備

平成21年度　～　平成25年度　（5年間）

交通基盤の形成、災害リスクの低減を目的に、地域の基幹ネットワークの強化として重点的に橋梁補修・架替の整備を図る

地域の基幹ネットワークの強化を図るため橋梁の補修・架替率を71%（H25)まで拡大する。

（H21当初） （H23末） （H25末）
基幹ネットワーク強化のための橋梁補修・架替率を算出
（Σ補修及び架替済み橋梁数/Σ要補修等橋梁数）×１００ 0% 0% 71%

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　平成27年度

　県のホームページで公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H21 H22 H23 H24 H25

7-A1 道路 沖縄 名護市 直接 名護市 市町村道 修繕 汀間１号線（嘉手苅橋） 0.160km 610 

7-A2 道路 沖縄 国頭村 直接 国頭村 市町村道 修繕 辺土名兼久線（西平橋） 0.010km 79 

7-A3 道路 沖縄 国頭村 直接 国頭村 市町村道 修繕 佐手部落内線（佐手前川橋） 0.015km 160 

7-A4 道路 沖縄 国頭村 直接 国頭村 市町村道 修繕 桃原奥間線（大正橋） 0.016km 155 

7-A5 道路 沖縄 浦添市 直接 浦添市 市町村道 修繕 那覇工業高西線（てだこ橋） 0.060km 110 

7-A6 道路 沖縄 宜野湾市 直接 宜野湾市 市町村道 修繕 我如古9号（池真志橋） 0.040km 55 

7-A7 道路 沖縄 国頭村 直接 国頭村 市町村道 修繕 伊地満川線（伊地下田橋） 0.016km 140 

7-A8 道路 沖縄 大宜味村 直接 大宜味村 市町村道 修繕 喜如嘉線（大門橋） 0.003km 14 

7-A9 道路 沖縄 大宜味村 直接 大宜味村 市町村道 修繕 津波線（津波橋１） 0.003km 14 

7-A10 道路 沖縄 大宜味村 直接 大宜味村 市町村道 修繕 大宜味大兼久線（兼久橋） 0.007km 64 

7-A11 道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村道 修繕 久茂地11号（久美橋） 0.020km 240 

7-A12 道路 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 市町村道 修繕 安慶田中学線（照屋橋） 0.004km 6 

7-A13 道路 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 市町村道 修繕 コザ給食センター線（ウルマシ橋） 0.003km 2 

7-A14 道路 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 市町村道 修繕 中の町49号線（東田橋） 0.008km 9 

7-A15 道路 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 市町村道 修繕 伊良部１１１号線（なかよね橋） 0.015km 28 

7-A16 道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村道 修繕 崎山松川線（松川高架橋） 0.082km 271 

　各市町村で事後評価にかかる橋梁補修・架替え整備数を整理し、沖縄県で整理・とりまとめを行い、定量的指標
の定義及び算定式により事後評価を実施。

橋梁架替 沖縄市

橋梁補修 宮古島市

橋梁補修 那覇市

橋梁架替 那覇市

橋梁補修 沖縄市

橋梁補修 沖縄市

橋梁架替 大宜味村

橋梁架替 大宜味村

橋梁架替 大宜味村

国頭村

橋梁補修 浦添市

橋梁補修 宜野湾市

橋梁補修 国頭村

那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、沖縄市、豊見城市、宮古島市、国頭村、大宜味村、東村、恩納村、
宜野座村、北谷町、中城村、北中城村、西原町、八重瀬町、南風原町、渡嘉敷村、粟国村、南大東村、伊
平屋村、伊是名村、久米島町、与那国町

橋梁架替 名護市

橋梁架替 国頭村

橋梁補修 国頭村

橋梁架替

効果促進事業費の割合
4.2%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

（事業箇所）

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

平成27年12月4日社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
3,300 百万円 Ａ 3,162 百万円 Ｂ

　　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
備考

当初現況値 中間目標値 終目標値

0 百万円 Ｃ 138 百万円 



7-A17 道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村道 修繕 泉崎牧志線（十貫瀬橋人道橋） 0.015km 9 

7-A18 道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村道 修繕 松山７号（前島松山人道橋） 0.014km 8 

7-A19 道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村道 修繕 松山７号（夫婦瀬公園前人道橋） 0.016km 8 

7-A20 道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村道 修繕 前島４２号（安里川人道橋） 0.016km 9 

7-A21 道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村道 修繕 寄宮４５号（寄宮２丁目人道橋） 0.006km 5 

7-A22 道路 沖縄 宜野湾市 直接 宜野湾市 市町村道 修繕 我如古９号（呉屋田橋） 0.038km 70 

7-A23 道路 沖縄 恩納村 直接 恩納村 市町村道 修繕 村道２０号線（大道橋） 0.005km 27 

7-A24 道路 沖縄 恩納村 直接 恩納村 市町村道 修繕 村道２０号線（深川橋） 0.008km 36 

7-A25 道路 沖縄 恩納村 直接 恩納村 市町村道 修繕 村道５号線（前２号橋） 0.008km 27 

7-A26 道路 沖縄 大宜味村 直接 大宜味村 市町村道 修繕 大保線（大保橋） 0.014km 24 

7-A27 道路 沖縄 大宜味村 直接 大宜味村 市町村道 修繕 津波線（津波橋２） 0.004km 17 

7-A28 道路 沖縄 大宜味村 直接 大宜味村 市町村道 修繕 根路銘線（根路銘橋） 0.010km 67 

7-A29 道路 沖縄 西原町 直接 西原町 市町村道 修繕 森川３号線（南森川橋） 0.014km 124 

7-A30 道路 沖縄 名護市 直接 名護市 市町村道 修繕 名護１００号線（我那覇橋） 0.010km 100 

7-A31 道路 沖縄 国頭村 直接 国頭村 市町村道 修繕 伊地線（伊地第二橋） 0.017km 40 

7-A32 道路 沖縄 国頭村 直接 国頭村 市町村道 修繕 伊地満川線（伊地満川橋） 0.015km 42 

7-A33 道路 沖縄 国頭村 直接 国頭村 市町村道 修繕 佐手部落内線（佐手橋） 0.022km 31 

7-A34 道路 沖縄 国頭村 直接 国頭村 市町村道 修繕 奥多和田線（奥名橋） 0.034km 9 

7-A35 道路 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 市町村道 修繕 泡瀬第三６号線（新泡瀬橋） 0.008km 5 

7-A36 道路 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 市町村道 修繕 銀天街南線（安慶田橋） 0.006km 7 

7-A37 道路 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 市町村道 修繕 泡瀬７２号線（黒瀬４号橋） 0.006km 4 

7-A38 道路 沖縄 久米島町 直接 久米島町 市町村道 修繕 謝名堂1号線（銭田橋） 0.120km 536 

合計 3,162

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H21 H22 H23 H24 H25

7-C1 計画・調査 沖縄 名護市 直接 名護市 長寿命化修繕計画策定費用 29 

7-C2 計画・調査 沖縄 豊見城市 直接 豊見城市 長寿命化修繕計画策定費用 13 

7-C3 計画・調査 沖縄 東村 直接 東村 長寿命化修繕計画策定費用 5 

7-C4 計画・調査 沖縄 宜野座村 直接 宜野座村 長寿命化修繕計画策定費用 8 

7-C5 計画・調査 沖縄 北谷町 直接 北谷町 長寿命化修繕計画策定費用 8 

7-C6 計画・調査 沖縄 北中城村 直接 北中城村 長寿命化修繕計画策定費用 9 

7-C7 計画・調査 沖縄 中城村 直接 中城村 長寿命化修繕計画策定費用 8 

7-C8 計画・調査 沖縄 八重瀬町 直接 八重瀬町 長寿命化修繕計画策定費用 10 

7-C9 計画・調査 沖縄 南風原町 直接 南風原町 長寿命化修繕計画策定費用 10 

7-C10 計画・調査 沖縄 渡嘉敷村 直接 渡嘉敷村 長寿命化修繕計画策定費用 5 

7-C11 計画・調査 沖縄 伊平屋村 直接 伊平屋村 長寿命化修繕計画策定費用 5 

7-C12 計画・調査 沖縄 伊是名村 直接 伊是名村 長寿命化修繕計画策定費用 8 

7-C13 計画・調査 沖縄 粟国村 直接 粟国村 長寿命化修繕計画策定費用 3 

7-C14 計画・調査 沖縄 与那国町 直接 与那国町 長寿命化修繕計画策定費用 3 

7-C15 計画・調査 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 長寿命化修繕計画策定費用 11 

7-C16 計画・調査 沖縄 南大東村 直接 南大東村 長寿命化修繕計画策定費用 3 
合計 138

計画・調査 調査、計画策定等 南大東村

計画・調査 調査、計画策定等 与那国町

計画・調査 調査、計画策定等 沖縄市

調査、計画策定等 伊平屋村

計画・調査 調査、計画策定等 伊是名村

計画・調査 調査、計画策定等 粟国村

調査、計画策定等 八重瀬町

計画・調査 調査、計画策定等 南風原町

計画・調査 調査、計画策定等 渡嘉敷村

調査、計画策定等 北谷町

計画・調査 調査、計画策定等 北中城村

計画・調査 調査、計画策定等 中城村

調査、計画策定等 豊見城市

計画・調査 調査、計画策定等 東村

計画・調査 調査、計画策定等 宜野座村

計画・調査 調査、計画策定等 名護市

橋梁架替 久米島町

橋梁補修 沖縄市

橋梁補修 沖縄市

橋梁補修 沖縄市

橋梁補修 国頭村

橋梁補修 国頭村

橋梁補修 国頭村

橋梁架替 西原町

橋梁架替 名護市

橋梁補修 国頭村

橋梁補修 大宜味村

橋梁架替 大宜味村

橋梁架替 大宜味村

橋梁架替 恩納村

橋梁架替 恩納村

橋梁架替 恩納村

橋梁補修 那覇市

橋梁補修 那覇市

橋梁補修 宜野湾市

橋梁補修 那覇市

橋梁補修 那覇市

橋梁補修 那覇市

一体的に実施することにより期待される効果

計画・調査

計画・調査

計画・調査

計画・調査

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

市町村名



番号 備考

7-C1 老朽化した橋梁を事後的修繕、架替を行ってきたが、定期的な点検、計画を策定することにより、コスト縮減や橋梁の延命化を図り、安全・安心な暮らしに寄与する。

7-C2 〃

7-C3 〃

7-C4 〃

7-C5 〃

7-C6 〃

7-C7 〃

7-C8 〃

7-C9 〃

7-C10 〃

7-C11 〃

7-C12 〃

7-C13 〃

7-C14 〃

7-C15 〃

7-C16 〃

その他関連する事業
東日本大震災を教訓とした防災、減災等のための道路整備（復興基本方針関連（全国防災））

事業 交付 備考
種別 団体

5-A'1 道路 沖縄県 40

合計 269

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

終目標値 71.0%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
終実績値 36.8%

終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

終実績値

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）

・交通基盤の形成及び災害リスクの低減のため、対策未完了箇所の橋梁補修・架替整備を早期に実施し、地域の基幹ネットワークの強化を図る。

・関係機関との協議、工事工法検討等に不測の日数を要したことによる事業完了の遅れ。

・各市町村において老朽化した橋梁の修繕・架替え実施した結果、計画期間内(H21～H25)に４市・２村の１４橋の対策が完了し、地域の基幹ネットワークの強化が図ら
れた。【定量的指標の実績値 36.8%】

指標（要対策橋
梁の補修・架替
率）

一体的に実施することにより期待される効果

・計画期間内(H21～H25)に対策が完了しなかったものの、平成26年度までに２市・３村の１０橋の対策が完了し地域の基幹ネットワークの強化が図られた。【定量的指
標の実績値 68.4%】

番号 要素となる事業名 市町村名
全体事業費
（百万円）

竹富町

計画の名称

(一)白浜南風見線・上原地区ボックス改修外




