
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年11月30日

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（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 那覇市,宜野湾市,浦添市,糸満市,豊見城市,宮古島市,南城市,北谷町,北中城村,八重瀬町,伊是名村,久米島町,竹富町,沖縄市,与那国町

計画の目標 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。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               9,485  Ａ               9,485  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

H26当初 H28末 H30末

   1 通学路等における安全対策の整備率を0%(H26)から59%(H30)に拡大。

通学路等における安全対策の整備率を算出 0% 46% 59%

（Σ対策済み延長/Σ要対策延長）×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 － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

8-A11真栄里伊敷線、８-A12狭間線

1 案件番号： 0000246930



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 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村

道

交安 松城中学校東側線　8-A1 歩道　0.38km 那覇市  ■  ■  ■  ■  ■         293 －

A01-002

道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村

道

交安 久茂地泊線　8-A2 歩道　0.3km 那覇市  ■  ■  ■  ■  ■         320 －

A01-003

道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村

道

交安 泊中央線　8-A3 歩道　0.77km 那覇市  ■         134 －

A01-004

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　8-A4 歩道　0.06km 宜野湾市  ■          14 －

A01-005

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　8-A5 歩道　0.05km 宜野湾市  ■  ■         129 －

A01-006

道路 沖縄 浦添市 直接 浦添市 市町村

道

交安 沢岻4号線外　8-A6 歩道　0.04km 浦添市  ■          28 －

1 案件番号：  0000246930



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

A01-007

道路 沖縄 浦添市 直接 浦添市 市町村

道

交安 前田線　8-A7 歩道　0.09km 浦添市  ■  ■  ■  ■  ■         287 －

A01-008

道路 沖縄 糸満市 直接 糸満市 市町村

道

交安 真栄里国吉線　8-A8 歩道　0.75km 糸満市  ■  ■         521 －

A01-009

道路 沖縄 糸満市 直接 糸満市 市町村

道

交安 与座大里線　8-A9 歩道　0.65km 糸満市  ■  ■         462 －

A01-010

道路 沖縄 糸満市 直接 糸満市 市町村

道

交安 真壁小波蔵線　8-A10 歩道　1.5km 糸満市  ■  ■  ■  ■  ■         506 －

A01-011

道路 沖縄 豊見城市 直接 豊見城市 市町村

道

交安 市道25号線（上田北地区

）　8-A13

歩道　0.36km 豊見城市  ■  ■  ■  ■  ■         776 －

A01-012

道路 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 市町村

道

交安 A-23号線　8-A14 歩道　0.72km 宮古島市  ■  ■         154 －

2 案件番号：  0000246930



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

A01-013

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　8-A15 歩道・電共　0.75km 宮古島市  ■  ■  ■  ■  ■         279 －

A01-014

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　8-A16 歩道・電共　0.39km 宮古島市  ■  ■  ■  ■         204 －

A01-015

道路 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 市町村

道

交安 松原1号線　8-A17 歩道　1.37km 宮古島市  ■  ■  ■  ■         250 －

A01-016

道路 沖縄 南城市 直接 南城市 市町村

道

交安 南風原福原線　8-A18 歩道　0.6km 南城市  ■  ■  ■         765 －

A01-017

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　8-A19 歩道　0.69km 南城市  ■  ■  ■         379 －

A01-018

道路 沖縄 南城市 直接 南城市 市町村

道

交安 嶺井土改1号～高俣線　8-

A20

歩道　0.42km 南城市  ■  ■  ■  ■         125 －

3 案件番号：  0000246930



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

A01-019

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　8

-A21

電共　2.3km 北谷町  ■  ■  ■  ■  ■         682 －

A01-020

道路 沖縄 北谷町 直接 北谷町 市町村

道

交安 美浜18号線　8-A22 歩道・電共　0.21km 北谷町  ■  ■         115 －

A01-021

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　8-A23

歩道　0.19km 北中城村  ■          35 －

A01-022

道路 沖縄 八重瀬町 直接 八重瀬町 市町村

道

交安 学校保健所線外　8-A24 歩道　0.16km 八重瀬町  ■  ■  ■         119 －

A01-023

道路 沖縄 伊是名村 直接 伊是名村 市町村

道

交安 城前田線　8-A25 歩道　0.97km 伊是名村  ■  ■  ■         218 －

A01-024

道路 沖縄 久米島町 直接 久米島町 市町村

道

交安 大原下線　8-A26 歩道　1.73km 久米島町  ■  ■  ■  ■         316 －

4 案件番号：  0000246930



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

A01-025

道路 沖縄 竹富町 直接 竹富町 市町村

道

交安 住吉1号線　8-A27 歩道　0.14km 竹富町  ■          46 －

A01-026

道路 沖縄 糸満市 直接 糸満市 市町村

道

交安 真壁前田原線　8-A28 歩道　0.76km 糸満市  ■  ■  ■  ■         404 －

A01-027

道路 沖縄 宮古島市 直接 宮古島市 市町村

道

交安 棚根線　8-A29 歩道　0.15km 宮古島市  ■  ■  ■          80 －

A01-028

道路 沖縄 八重瀬町 直接 八重瀬町 市町村

道

交安 学校線　8-A30 歩道　0.34km 八重瀬町  ■  ■  ■         674 －

A01-029

道路 沖縄 那覇市 直接 那覇市 市町村

道

交安 小禄88号　8-A31 歩道　0.24km 那覇市  ■  ■         100 －

A01-030

道路 沖縄 糸満市 直接 糸満市 市町村

道

交安 安田多原線　8-A32 歩道　0.41km 糸満市  ■  ■         342 －

5 案件番号：  0000246930



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

A01-031

道路 沖縄 沖縄市 直接 沖縄市 市町村

道

交安 諸見里山里線　8-A33 歩道　0.15km 沖縄市  ■  ■         487 －

A01-032

道路 沖縄 南城市 直接 南城市 市町村

道

交安 知念1号線無電柱化整備事

業　8-A34

電共　0.38km 南城市  ■  ■         197 －

A01-033

道路 沖縄 与那国町 直接 与那国町 市町村

道

交安 与那国中学校線　8-A35 歩道　0.13km 与那国町  ■  ■          44 －

 小計       9,485

合計       9,485

6 案件番号：  0000246930



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

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）

○特記事項（今後の方針等）

交付対象市町村における整備延長について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。

事後評価の実施体制

0000246930案件番号：

令和２年度

沖縄県ホームページで公表

交通安全対策を実施することで通学路等の危険箇所の安全性の向上を図った。また、無電柱化整備することにより、歩行者等の
安全な歩行空間の確保を図った。

通学路等危険個所の安全性向上及び歩行者等の安全な歩行空間確保するため、未完了路線においては継続して整備を推進する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

59%
通学路等の安全対策を計画的に整備することで目標を達成できた。

最　終
64%

実績値

1 案件番号：0000246930
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