
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）　事後評価書
通学路等における交通安全対策のための道路整備

平成21年度～平成25年度 （５年間）

通学路等の危険箇所において、交通安全対策を実施し事故を未然に防止する。また、無電柱化を推進することにより、歩行者等の安全な歩行空間の確保を図る。

通学路等における安全対策の整備率を0%(H21)から41%(H25)に拡大。

通学路等における安全対策の整備率を算出
（Σ対策済み延長/Σ要対策延長）×１００

百万円 百万円 百万円 百万円

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

Ａ　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業者 道路 備考

種別 種別 団体 間接 種別 H21 H22 H23 H24 H25
8-A1 道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村道 交安 松城中学校東側線 歩道 0.56km 370
8-A2 道路 沖縄 宜野湾市 直接 宜野湾市 市町村道 交安 真栄原９号 歩道 0.18km 775

8-A3 道路 沖縄 宜野湾市 直接 宜野湾市 市町村道 交安 普天間３区喜友名線 歩道 0.05km 100
8-A4 道路 沖縄 浦添市 直接 浦添市 市町村道 交安 沢岻４号線外 歩道 0.20km 290
8-A5 道路 沖縄 浦添市 直接 浦添市 市町村道 交安 歩道 0.70km 1,283
8-A6 道路 沖縄 糸満市 直接 糸満市 市町村道 交安 狭間線 歩道 0.95km 369
8-A7 道路 沖縄 糸満市 直接 糸満市 市町村道 交安 与座大里線 歩道 0.60km 500
8-A8 道路 沖縄 糸満市 直接 糸満市 市町村道 交安 真栄里国吉線 歩道 0.90km 500
8-A9 道路 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 市町村道 交安 七原１号線 歩道 0.13km 100

8-A10 道路 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 市町村道 交安 Ａ－２３号線 歩道 0.76km 100

8-A11 道路 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 市町村道 交安 上野海岸線 歩道・電共 0.53km 137

8-A12 道路 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 市町村道 交安 新里２１号線 歩道・電共 0.39km 128

8-A13 道路 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 市町村道 交安 Ｂ－５３号線 歩道 0.18km 57
8-A14 道路 沖縄 南城市 直接 南城市 市町村道 交安 南風原福原線 歩道 0.60km 764
8-A15 道路 沖縄 南城市 直接 南城市 市町村道 交安 大里南小学校線 歩道 0.69km 350

8-A16 道路 沖縄 北谷町 直接 北谷町 市町村道 交安 美浜地区無電柱化事業 電共 3.00km 682

8-A17 道路 沖縄 北谷町 直接 北谷町 市町村道 交安 美浜１８号線 歩道・電共 0.21km 163
8-A18 道路 沖縄 北中城村 直接 北中城村 市町村道 交安 島袋小学校アクセス165号線 歩道 0.19km 174
8-A19 道路 沖縄 南風原町 直接 南風原町 市町村道 交安 町道47号線 歩道 0.11km 85

（延長・面積等）

宮古島市

宮古島市

南城市
南城市
北谷町

北谷町

糸満市
糸満市
糸満市
宮古島市
宮古島市

宮古島市

0
Ｃ

0 効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

7,508
Ａ

7,508
Ｂ

（h21当初） （h23末） （h25末）

0% 0% 41%

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
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

平成27年12月4日

計画の名称

計画の期間 交付対象
那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、宮古島市、南城市、北谷町、北中城村、南風原町、伊是名村、久米
島町、与那国町

計画の目標

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

　各市町村で事後評価にかかる各路線毎の整備延長を整理し、沖縄県でとりまとめを行い、定量的指標の定義及
び算定式により事後評価を実施。

公表の方法

那覇市
宜野湾市
宜野湾市

浦添市
市道５２号線 浦添市

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） 全体事業費
（百万円）（事業箇所）

北中城村
南風原町



8-A20 道路 沖縄 伊是名村 直接 伊是名村 市町村道 交安 タチハ線 歩道 1.32km 192
8-A21 道路 沖縄 伊是名村 直接 伊是名村 市町村道 交安 城前田線 歩道 0.72km 180
8-A22 道路 沖縄 久米島町 直接 久米島町 市町村道 交安 大原下線 歩道 1.73km 150
8-A23 道路 沖縄 与那国町 直接 与那国町 市町村道 交安 久部良部落内線（久部良バリ工区） 歩道 0.21km 59

合計 7,508
Ｂ　関連社会資本整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業者 備考

種別 種別 団体 間接 H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業者 備考

種別 種別 団体 間接 H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号 備考

その他関連する事業

歩行者の安全歩行を確保する道路整備
交付 備考
団体

1-A'50 道路 石垣市 大浜縦６号線 500
1-A'51 道路 石垣市 商工南通り線外 10
1-A'53 道路 浦添市 仲間線 66
1-A'54 道路 浦添市 オリオン通り線 848
1-A'55 道路 名護市 大北市営住宅線 239
1-A'59 道路 宮古島市 Ａ－１号線 37
1-A'60 道路 宮古島市 Ａ－１号線外 50
1-A'61 道路 宮古島市 Ａ－６３号線 340
1-A'62 道路 南城市 小谷真謝線 130
1-A'65 道路 宜野座村 中原線 776
1-A'66 道路 北谷町 浜川千原４号線 100
1-A'67 道路 北谷町 謝苅中央線 90
1-A'68 道路 南風原町 町道３号線 180
1-A'69 道路 与那原町 板良敷２０号線 53
1-A'71 道路 与那国町 久部良部落内線 145
1-A'86 街路 中城村 南上原地区 140
1-A'117 道路 那覇市 那覇市若狭地区　若狭20号 1
1-A'118 道路 那覇市 那覇市若狭地区　若狭31号 1
1-A'119 道路 那覇市 那覇市若狭地区　久米21号 1
1-A'120 道路 那覇市 那覇市若狭地区　久米11号 2
1-A'121 道路 那覇市 那覇市若狭地区　久米５号 2
1-A'122 道路 那覇市 那覇市若狭地区　久米８号 13
1-A'123 道路 那覇市 那覇市若狭地区　松山６号 9
1-A'124 道路 那覇市 那覇市若狭地区　松山９号 14
1-A'125 道路 那覇市 那覇市若狭地区　辻14号 2
1-A'126 道路 那覇市 那覇市若狭地区　久米１号 2
1-A'127 道路 那覇市 那覇市若狭地区　久米２号 2
1-A'128 道路 那覇市 那覇市若狭地区　久米６号 1
1-A'129 道路 那覇市 那覇市若狭地区　久米22号 1
1-A'130 道路 那覇市 那覇市若狭地区　久米26号 1
1-A'131 道路 那覇市 那覇市若狭地区　若狭15号 1
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那覇市
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那覇市
那覇市
那覇市

那覇市
那覇市
那覇市

与那原町
与那国町
中城村

北谷町
北谷町
南風原町

宮古島市
南城市
宜野座村

名護市
宮古島市
宮古島市

石垣市
浦添市
浦添市

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

石垣市

一体的に実施することにより期待される効果

計画の名称
事業種別 要素となる事業名 市町村名

省略 要素となる事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

省略 要素となる事業名 事業内容 市町村名

伊是名村
伊是名村
久米島町
与那国町



1-A'132 道路 那覇市 那覇市若狭地区　若狭６号 2
1-A'133 道路 那覇市 那覇市若狭地区　東町４号 2
1-A'134 道路 那覇市 那覇市若狭地区　松山７号 32
1-A'135 道路 うるま市 573
1-A'136 道路 うるま市 549
1-A'137 道路 宮古島市 496
1-A'140 道路 宮古島市 131
1-A'141 道路 宮古島市 314
1-A'142 道路 浦添市 766
1-A'143 道路 南城市 593
1-A'144 道路 名護市 1,517
1-A'146 道路 糸満市 1,725
1-A'147 道路 豊見城市 2,371
1-A'148 道路 那覇市 2,800
1-A'159 街路 沖縄市 （都）諸見里・桃原線 2,508
1-A'160 街路 浦添市 （都）牧港線 1,529
1-A'163 街路 名護市 （都）外廓線 5,509
1-A'169 道路 那覇市 9
1-A'170 道路 那覇市 3
1-A'180 道路 伊江村 東阿良線外 300
1-A'188 道路 豊見城市 市道４１号線 539
1-A'189 道路 宮古島市 Ｂ－８０号線 241
1-A'190 道路 豊見城市 市道１９０号線 281
1-A'192 道路 浦添市 内間９号線 730
1-A'194 道路 豊見城市 市道５４号線 270
1-A'195 道路 豊見城市 市道４３６号線 23
1-A'200 道路 与那原町 御殿山新島線 70
1-A'202 道路 南城市 新開田原線 262
1-A'203 道路 石垣市 真喜良１４号線 140
1-A'204 道路 石垣市 多原支線 42
1-C'2 活動支援 浦添市 2

合計 24,339

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

最終目標値 41.0%
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
最終実績値 45.1%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

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）

石垣市
石垣市

防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等の活動支援 浦添市

豊見城市
与那原町
南城市

豊見城市
浦添市
豊見城市

伊江村
豊見城市
宮古島市

名護市
那覇市若狭地区　若狭23号 那覇市
那覇市若狭地区　若狭24号 那覇市

鳥堀１２号 那覇市
沖縄市
浦添市

阿波根潮平線 糸満市
市道２６号線 豊見城市

馬天兼久島之前線 南城市
志味屋線 名護市

宮古島市地区　市道島尻１号線 宮古島市
市道27号線 浦添市

宮古島市地区　市道B-53号線 宮古島市
宮古島市地区　市道B-60号線 宮古島市

うるま市具志川地区　市道具志川2-７5号線 うるま市
うるま市具志川地区　市道兼箇段4-14号線 うるま市

那覇市
那覇市
那覇市

・通学路となっている市町村道において、歩道の未設置箇所での舗装整備、歩道幅員の狭い箇所拡幅整備を行ったことにより、歩行者と車両の分離を図り、安全な歩
行空間が確保された。

・市町村道における電線共同溝の整備により、周辺住民の安全な歩行空間を確保するとともに、台風等への防災機能の強化が図られた。

指標（通学路等
における安全対
策の整備率）

・各市町村において、優先的な整備を進めたため。



（参考図面）
計 画 の 名 称 　　通学路等における交通安全対策のための道路整備

計 画 の 期 間 　　平成２１年度　　～　　平成２５年度　　（５年間） 交 付 対 象
那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、宮古島市、南城市、北谷町、北中城村、南風原町、伊是名
村、久米島町、与那国町

０ 5km 10km

8-A1 松城中学校東側線

8-A2 ※真栄原９号

8-A4 ※沢岻４号線外

8-A6  ※狭間線

8-A14 ※南風原福原線

沖縄県管内路線図

8-A20 ※タチハ線

8-A22 ※久部良部落内線（久部良バリ工区）

8-A15 ※大里南小学校線

8-A5 ※市道５２号線

8-A9 ※七原１号線8-A18 ※島袋小学校アクセス１６５号線

8-A19 ※町道４７号線

8-A21 城前田線

8-A22 ※大原下線

8-A7  ※与座大里線

8-A8 ※真栄里国吉線

8-A10 ※A-23号線

8-A3 ※普天間３区喜友名線

8-A11 ※上野海岸線

8-A12 ※新里２１号線

8-A17 ※美浜１８号線

8-A16 ※美浜地区無電柱化事業

8-A13 ※B-53号線


