
13 県内における橋梁等の長寿命化を図ることにより安全な生活環境を支える社会資本整備（防災・安全） ○

平成27年度　～　平成31年度　（５年間）

・県内における橋梁等に対し，長寿命化対策を施し，安心と安全な交通を確保し生活環境を支える社会資本整備を行う。

①　橋梁修繕の完了率　　　　　　（％）

②　道路定期点検の完了率            （％）

（H27当初） （H29末） （H31末）
①　橋梁修繕の完了率　　　　　　（％）

橋梁補修完了箇所数／橋梁補修箇所数

②　道路定期点検の完了率            （％）
道路定期点検完了箇所数／道路定期点検箇所数

効果促進事業費の割合

A1　道路事業
事業 地域 交付 直接 道路 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 種別 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

12-A1 道路 一般 松島町 直接 － 市町村道 修繕  13-A-305（１）松島・磯崎線ほか3路線橋梁修繕  N=3 松島町 ####### 0 0 0 0 14 策定済み

12-A2 道路 一般 大崎市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-306（１）新幹線東線 耐震補強  N=1 大崎市 ####### ####### 0 0 0 120 策定済み

12-A3 道路 一般 登米市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-307（１）大貝堤線ほか7路線 橋梁修繕  N=8 登米市 ####### ####### ####### ####### ####### 835 策定済み

12-A4 道路 一般 白石市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-309（２）川西東線ほか5路線 橋梁修繕  N=6 白石市 ####### ####### 0 0 ####### 308 策定済み

12-A5 道路 一般 岩沼市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-314（２）玉崎浄水場線ほか3路線橋梁修繕  N=4 岩沼市 ####### ####### ####### 0 0 78 策定済み

12-A6 道路 一般 栗原市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-316（２）山中線ほか16路線 橋梁修繕  N=17 栗原市 ####### ####### 0 0 0 664 策定済み

12-A7 道路 一般 塩竃市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-317（１）北浜沢乙線ほか2路線 橋梁修繕  N=3 塩竃市 0 0 ####### ####### ####### 266 策定済み

12-A8 道路 一般 七ヶ宿町 直接 － 市町村道 修繕  13-A-318（１）湯原稲子線ほか2路線 橋梁修繕  N=3 七ヶ宿町 ####### ####### ####### 0 0 123 策定済み

12-A9 道路 一般 多賀城市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-319（１）新田上野線鴻の池橋ほか1路線橋梁修繕  N=2 多賀城市 ####### ####### 0 0 0 197 策定済み

12-A10 道路 一般 村田町 直接 － 市町村道 修繕  13-A-320（他）七曲線ほか2路線 橋梁修繕  N=3 村田町 ####### ####### 0 0 0 88 策定済み

12-A11 道路 一般 角田市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-321（１）東町寄井線 橋梁修繕  N=1 角田市 ####### ####### ####### 0 0 492 策定済み

12-A12 道路 一般 蔵王町 直接 － 市町村道 修繕  13-A-322（他）台町鎌倉線 橋梁架替  N=1 蔵王町 ####### ####### 0 0 0 87 策定済み

12-A13 道路 一般 名取市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-323（１）笠島中道線ほか9路線 橋梁修繕  N=10 名取市 ####### ####### 0 0 0 94 策定済み

12-A14 道路 一般 川崎町 直接 － 市町村道 点検 13-A-324  道路定期点検 定期点検 川崎町 ####### ####### ####### ####### 0 25 策定済み

12-A15 道路 一般 岩沼市 直接 － 市町村道 修繕 13-A-325（２）藤浪線 橋梁架替  N=1 岩沼市 ####### ####### ####### ####### 0 113 策定済み

12-A16 道路 一般 亘理町 直接 － 市町村道 修繕  13-A-326（１）高屋野地線ほか15路線橋梁修繕  N=16 亘理町 ####### ####### ####### ####### ####### 118 策定済み

12-A17 道路 一般 大衡村 直接 － 市町村道 修繕  13-A-327（他）大瓜北側1号線ほか3路線橋梁修繕  N=4 大衡村 0 0 0 0 0 0 策定済み

Ｂ

重点計画の該当

0

　　　　　宮城県のホームページにて公表

　　　　　令和4年12月

事　後　評　価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ 百万円 0ＤＣ

13.0% 64.0% 100.0%

市町村名

事後評価の実施体制

１．交付対象事業の進捗状況

　宮城県及び各市町村において，数値目標の達成状況や事業効果の発現を検証し，その結果を踏まえて今後の整備方針を検討
した。

事後評価の実施時期

公表の方法

事業実施期間（年度）
番号

省略
工種

事業内容事業者 要素となる事業名

百万円 0.0%

中間目標値

0.0% 16.7% 73.0%

令和4年12月26日社会資本総合整備計画事後評価書
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

　　定量的指標の定義及び算定式

　　計画の成果目標（定量的指標）

0

松島町,大崎市,登米市,白石市,岩沼市,栗原市,塩竈市,七ヶ宿町,多賀城市,村田町,角田市,蔵王町,名取市,川崎町,亘理町,大
衡村,利府町,大郷町,加美町,色麻町,涌谷町,南三陸町,丸森町,大河原町,柴田町,気仙沼市,大和町,富谷市,美里町,石巻市,女
川町,山元町,東松島市,七ヶ浜町,宮城県

当初現況値
備考

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値

百万円16,489

備考

16,489 百万円全体事業費 百万円



12-A18 道路 一般 利府町 直接 － 市町村道 修繕  13-A-328（１）金生上ノ原線 橋梁修繕  N=1 利府町 0 0 0 0 0 0 策定済み

12-A19 道路 一般 大郷町 直接 － 市町村道 修繕  13-A-329（１）宮下大角線ほか2路線 橋梁修繕  N=3 大郷町 ####### ####### 0 0 0 61 策定済み

12-A20 道路 一般 加美町 直接 － 市町村道 修繕  13-A-330（他）平柳上柳線ほか8路線 橋梁修繕  N=9 加美町 ####### ####### 0 0 0 108 策定済み

12-A21 道路 一般 色麻町 直接 － 市町村道 修繕 13-A-331（１）八幡線 橋梁修繕  N=1 色麻町 ####### ####### 0 0 0 24 策定済み

12-A22 道路 一般 涌谷町 直接 － 市町村道 修繕  13-A-332（１）太田生栄巻線ほか4路線橋梁修繕  N=5 涌谷町 ####### ####### 0 ####### ####### 339 策定済み

12-A23 道路 一般 登米市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-333（１）大神線ほか4路線 橋梁修繕  N=5 登米市 0 0 0 0 0 0 策定済み

12-A24 道路 一般 南三陸町 直接 － 市町村道 修繕 13-A-335（１）上沢線 橋梁修繕  N=1 南三陸町 ####### ####### ####### ####### 0 107 策定済み

12-A25 道路 一般 丸森町 直接 － 市町村道 修繕 13-A-336  道路定期点検 定期点検 丸森町 0 ####### ####### ####### 0 39 策定済み

12-A26 道路 一般 多賀城市 直接 － 市町村道 修繕 13-A-337  道路定期点検 定期点検 多賀城市 ####### 0 ####### ####### ####### 115 策定済み

12-A27 道路 一般 登米市 直接 － 市町村道 修繕 13-A-338  道路定期点検 定期点検 登米市 ####### ####### ####### ####### ####### 404 策定済み

12-A28 道路 一般 白石市 直接 － 市町村道 修繕 13-A-339  道路定期点検 定期点検 白石市 ####### ####### ####### ####### 0 170 策定済み

12-A29 道路 一般 角田市 直接 － 市町村道 修繕 13-A-340  道路定期点検 定期点検 角田市 ####### ####### ####### ####### ####### 60 策定済み

12-A30 道路 一般 蔵王町 直接 － 市町村道 修繕 13-A-341  道路定期点検 定期点検 蔵王町 ####### ####### ####### ####### ####### 29 策定済み

12-A31 道路 一般 大河原町 直接 － 市町村道 点検 13-A-342  道路定期点検 定期点検 大河原町 ####### ####### 0 ####### ####### 40 策定済み

12-A32 道路 一般 村田町 直接 － 市町村道 点検 13-A-343  道路定期点検 定期点検 村田町 ####### ####### ####### 0 ####### 28 策定済み

12-A33 道路 一般 柴田町 直接 － 市町村道 点検 13-A-344  道路定期点検 定期点検 柴田町 ####### 0 ####### ####### ####### 45 策定済み

12-A34 道路 一般 柴田町 直接 － 市町村道 点検  13-A-345（１）上名生21号線 橋梁架替  N=1 柴田町 ####### ####### 0 0 0 25 策定済み

12-A35 道路 一般 気仙沼市 直接 － 市町村道 点検 13-A-346  道路定期点検 定期点検 気仙沼市 ####### ####### 0 ####### ####### 87 策定済み

12-A36 道路 一般 名取市 直接 － 市町村道 修繕 13-A-347  道路定期点検 定期点検 名取市 ####### ####### ####### 0 ####### 65 策定済み

12-A37 道路 一般 亘理町 直接 － 市町村道 点検 13-A-348  道路定期点検 定期点検 亘理町 ####### ####### ####### ####### ####### 78 策定済み

12-A38 道路 一般 大和町 直接 － 市町村道 点検  13-A-350  （１）幕柳大平線 橋梁修繕  N=1 大和町 ####### 0 0 0 0 29 策定済み

12-A39 道路 一般 富谷市 直接 － 市町村道 点検 13-A-351  道路定期点検 定期点検 富谷市 ####### 577,000 0 0 ####### 18 策定済み

12-A40 道路 一般 大衡村 直接 － 市町村道 修繕 13-A-352  道路定期点検 定期点検 大衡村 ####### ####### ####### 0 0 12 策定済み

12-A41 道路 一般 松島町 直接 － 市町村道 点検  13-A-353  （１）高城・桜渡戸線 橋梁修繕  N=1 松島町 ####### 0 ####### 0 0 64 策定済み

12-A42 道路 一般 大郷町 直接 － 市町村道 点検 13-A-354  道路定期点検 定期点検 大郷町 ####### ####### ####### ####### 0 15 策定済み

12-A43 道路 一般 大崎市 直接 －  市町村道 点検 13-A-355  道路定期点検 定期点検 大崎市 ####### ####### ####### ####### ####### 303 策定済み

12-A44 道路 一般 加美町 直接 －  市町村道 点検 13-A-356  道路定期点検 定期点検 加美町 ####### ####### ####### ####### ####### 64 策定済み

12-A45 道路 一般 色麻町 直接 －  市町村道 点検 13-A-357  道路定期点検 定期点検 色麻町 ####### ####### ####### ####### ####### 26 策定済み

12-A46 道路 一般 色麻町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-358  （他）上高城二号線 橋梁架替  N=1 色麻町 ####### 0 0 0 0 13 策定済み

12-A47 道路 一般 涌谷町 直接 －  市町村道 点検 13-A-359  道路定期点検 定期点検 涌谷町 ####### ####### ####### ####### ####### 40 策定済み

12-A48 道路 一般 美里町 直接 －  市町村道 点検 13-A-360  道路定期点検 定期点検 美里町 ####### ####### ####### 0 ####### 67 策定済み

12-A49 道路 一般 栗原市 直接 －  市町村道 点検 13-A-361  道路定期点検 定期点検 栗原市 ####### ####### ####### ####### ####### 241 策定済み

12-A50 道路 一般 石巻市 直接 －  市町村道 点検 13-A-362  道路定期点検 定期点検 石巻市 ####### ####### ####### 0 ####### 262 策定済み

12-A51 道路 一般 女川町 直接 －  市町村道 点検 13-A-363  道路定期点検 定期点検 女川町 ####### 0 0 0 ####### 15 策定済み

12-A52 道路 一般 南三陸町 直接 －  市町村道 点検 13-A-365  道路定期点検 定期点検 南三陸町 ####### ####### ####### 0 ####### 21 策定済み

12-A53 道路 一般 塩竈市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-366  （２）新富町貞山通線 橋梁修繕  N=1 塩竃市 ####### ####### ####### 0 0 319 策定済み

12-A54 道路 一般 富谷市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-367  （他）宮沢根白石線ほか6路線橋梁修繕  N=7 富谷市 ####### ####### 0 0 ####### 73 策定済み

12-A55 道路 一般 七ヶ宿町 直接 －  市町村道 点検 13-A-368  道路定期点検 定期点検 七ヶ宿町 0 ####### ####### ####### 0 39 策定済み

12-A56 道路 一般 丸森町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-369  （他）旗巻線ほか2路線 橋梁修繕  N=3 丸森町 0 ####### 0 0 ####### 37 策定済み

12-A57 道路 一般 岩沼市 直接 －  市町村道 点検 13-A-370  道路定期点検 定期点検 岩沼市 0 ####### ####### 0 0 44 策定済み

12-A58 道路 一般 山元町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-371  （他）花釜西河線ほか2路線橋梁修繕  N=3 山元町 0 ####### ####### ####### ####### 54 策定済み

12-A59 道路 一般 大和町 直接 －  市町村道 点検 13-A-372  道路定期点検 定期点検 大和町 0 ####### ####### ####### ####### 28 策定済み

12-A60 道路 一般 塩竈市 直接 －  市町村道 点検 13-A-373  道路定期点検 定期点検 塩竃市 0 ####### 0 0 ####### 45 策定済み

12-A61 道路 一般 多賀城市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-374  （他）新田浮島線市川橋ほか3路線橋梁修繕  N=4 多賀城市 0 ####### ####### ####### ####### 397 策定済み

12-A62 道路 一般 松島町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-375  （１）根廻・品井沼線ほか2路線トンネル修繕  N=3 松島町 0 ####### ####### 0 0 65 策定済み

12-A63 道路 一般 松島町 直接 －  市町村道 点検 13-A-376  道路定期点検 定期点検 松島町 0 ####### ####### 0 ####### 29 策定済み

12-A64 道路 一般 大崎市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-377  （他）新大沼線ほか9路線 橋梁修繕  N=10 大崎市 0 ####### ####### 0 ####### 228 策定済み

12-A65 道路 一般 美里町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-378  （１）北浦中埣線ほか1路線橋梁修繕  N=2 美里町 0 ####### ####### ####### ####### 205 策定済み

12-A66 道路 一般 栗原市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-379  （１）姉歯線ほか22路線 橋梁修繕  N=23 栗原市 0 ####### 0 0 0 21 策定済み

12-A67 道路 一般 栗原市 直接 －  市町村道 修繕 13-A-380  （１）大林線 橋梁架替  N=1 栗原市 0 ####### ####### 0 ####### 220 策定済み

12-A68 道路 一般 東松島市 直接 －  市町村道 点検 13-A-382  道路定期点検 定期点検 東松島市 0 ####### 0 0 ####### 49 策定済み

12-A69 道路 一般 女川町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-383  （他）浦宿猪落線ほか4路線橋梁修繕  N=5 女川町 0 ####### 0 0 0 36 策定済み

12-A70 道路 一般 川崎町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-384  （他）荒町・前川線ほか4路線橋梁修繕  N=5 川崎町 0 ####### ####### ####### ####### 154 策定済み

12-A71 道路 一般 気仙沼市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-385（他）仙翁寺裏山線ほか9路線橋梁修繕  N=10 気仙沼市 0 ####### ####### ####### ####### 155 策定済み

12-A72 道路 一般 白石市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-386（他）陣場ヶ丘5号線ほか2路線橋梁修繕  N=3 白石市 0 0 ####### ####### 0 127 策定済み

12-A73 道路 一般 大郷町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-387（１）下り松上町線 橋梁修繕  N=1 大郷町 0 0 ####### 0 0 63 策定済み

12-A74 道路 一般 加美町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-388（１）平柳上柳線ほか11路線橋梁修繕  N=12 加美町 0 0 ####### ####### ####### 363 策定済み

12-A75 道路 一般 東松島市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-390（２）新田前・寒水線ほか22路線橋梁修繕  N=23 東松島市 0 0 ####### ####### ####### 249 策定済み

12-A76 道路 一般 名取市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-391（他）杉中線ほか4路線 橋梁修繕  N=5 名取市 0 0 ####### ####### ####### 18 策定済み

12-A77 道路 一般 大河原町 直接 －  市町村道 修繕 13-A-392（２）青木線 橋梁修繕  N=1 大河原町 0 0 ####### ####### 0 27 策定済み



12-A78 道路 一般 七ヶ浜町 直接 －  市町村道 修繕 13-A-393（２）要害1号線 橋梁修繕  N=1 七ヶ浜町 0 0 ####### ####### 0 34 策定済み

12-A79 道路 一般 名取市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-394（１）箕輪二ツ森線ほか6路線橋梁修繕  N=7 名取市 0 0 ####### ####### ####### 387 策定済み

12-A80 道路 一般 美里町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-395（他）植尻線ほか2路線 橋梁修繕  N=3 美里町 0 0 ####### ####### ####### 31 策定済み

12-A81 道路 一般 大和町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-396（１）悟渓寺報恩寺線 橋梁修繕  N=1 大和町 0 0 0 0 ####### 8 策定済み

12-A82 道路 一般 大崎市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-397（他）師山伊達ヶ森線 橋梁架替  N=1 大崎市 0 0 ####### 0 0 27 策定済み

12-A83 道路 一般 村田町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-398（１）砂崎線ほか2路線 橋梁修繕  N=4 村田町 0 0 ####### ####### 0 55 策定済み

12-A84 道路 一般 蔵王町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-399（１）向山矢附塩沢線ほか2路線橋梁修繕  N=3 蔵王町 0 0 ####### ####### ####### 70 策定済み

12-A85 道路 一般 栗原市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-400（２）大峰線ほか4路線 橋梁修繕  N=5 栗原市 0 0 ####### ####### ####### 190 策定済み

12-A86 道路 一般 栗原市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-401（１）中央通線ほか15路線 橋梁修繕  N=16 栗原市 0 0 ####### ####### ####### 48 策定済み

12-A87 道路 一般 気仙沼市 直接 －  市町村道 修繕 13-A-402（１）表新城線 橋梁修繕  N=1 気仙沼市 0 0 ####### ####### 0 47 策定済み

12-A88 道路 一般 加美町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-403（２）菜切谷西町線 橋梁修繕  N=1 加美町 0 0 ####### 0 0 24 策定済み

12-A89 道路 一般 利府町 直接 －  市町村道 点検 13-A-404  道路定期点検 定期点検 利府町 0 0 ####### ####### ####### 13 策定済み

12-A90 道路 一般 山元町 直接 －  市町村道 点検 13-A-349  道路定期点検 定期点検 山元町 ####### ####### ####### ####### ####### 64 策定済み

12-A91 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 点検  13-A-1  トンネル定期点検 トンネル点検  一式 管内一円 0 ####### ####### 0 ####### 132 策定済み

12-A92 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 点検 13-A-2  橋梁定期点検 橋梁点検  N=519橋 管内一円 0 ####### ####### ####### ####### 466 策定済み

12-A93 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 点検 13-A-3  橋梁定期点検 橋梁点検  N=1,266橋 管内一円 0 ####### ####### ####### ####### 1,115 策定済み

12-A94 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 修繕  13-A-4  （国）286号  釜房大橋 橋梁修繕  N=1 川崎町 0 0 0 0 0 0 策定済み

12-A95 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 修繕  13-A-5  （国）457号  芋窪橋 橋梁修繕  N=1 川崎町 0 ####### ####### 0 0 235 策定済み

12-A96 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-6  （主）丸森霊山線  丸森橋 橋梁修繕  N=1 丸森町 0 ####### 0 0 0 90 策定済み

12-A97 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-7  （主）白石上山線  松川橋 橋梁修繕  N=1 蔵王町 0 ####### 0 0 0 120 策定済み

12-A98 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-8  （主）塩釜吉岡線  車橋 橋梁架替  N=1 大和町 0 ####### ####### ####### ####### 533 策定済み

12-A99 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-9  （主）河南米山線  豊里大橋橋梁修繕  N=1 登米市 0 ####### 0 0 ####### 14 策定済み

12-A100 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-10  （一）東和登米線  吉田橋 橋梁修繕  N=1 登米市 0 ####### 0 ####### 0 67 策定済み

12-A101 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 修繕  13-A-11  （国）398号釜歩道橋ほか16橋橋梁修繕  N=17 石巻市他 0 0 0 ####### ####### 319 策定済み

12-A102 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-12  （主）塩釜吉岡線  吉岡橋ほか24橋橋梁修繕  N=25 大和町他 0 0 ####### ####### 0 430 策定済み

12-A103 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-13  （一）坂本古川線  高倉橋ほか1橋橋梁修繕  N=2 大崎市 0 0 0 0 0 0 策定済み

12-A104 道路 一般 石巻市 直接 － 市町村道 修繕 13-A-334（１）中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線ほ橋梁修繕  N=5 石巻市 ####### 0 0 ####### 0 91 策定済み

12-A105 道路 一般 村田町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-406（1）元関場鹿野線 橋梁修繕  N=1橋 村田町 0 0 0 ####### ####### 28 策定済み

12-A106 道路 一般 柴田町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-407（他）葉坂7号線ほか6路線 橋梁修繕  N=7橋 柴田町 0 0 0 ####### ####### 47 策定済み

12-A107 道路 一般 川崎町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-408（他）長坂山線ほか1路線 橋梁修繕  N=2橋 川崎町 0 0 0 ####### 0 11 策定済み

12-A108 道路 一般 丸森町 直接 －  市町村道 修繕 13-A-409（他）隈西線 橋梁修繕  N=1橋 丸森町 0 0 0 ####### ####### 55 策定済み

12-A109 道路 一般 岩沼市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-410（1）岩沼南中央線ほか2路線橋梁修繕  N=3橋 岩沼市 0 0 0 ####### ####### 53 策定済み

12-A110 道路 一般 大郷町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-411（2）安戸本線ほか1路線 橋梁修繕  N=2橋 大郷町 0 0 0 ####### ####### 23 策定済み

12-A111 道路 一般 大崎市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-412（他）土橋線ほか45路線 橋梁修繕  N=51橋 大崎市 0 0 0 ####### 0 191 策定済み

12-A112 道路 一般 登米市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-413（他）新加ヶ巻3号線ほか12路線橋梁修繕  N=13橋 登米市 0 0 0 ####### ####### 57 策定済み

12-A113 道路 一般 石巻市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-414（1）内亀山上宿線ほか15路線橋梁修繕  N=16橋 石巻市 0 0 0 ####### ####### 20 策定済み

12-A114 道路 一般 東松島市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-415（1）東名・新東名線ほか1路線橋梁修繕  N=3橋 東松島市 0 0 0 ####### ####### 66 策定済み

12-A115 道路 一般 白石市 直接 －  市町村道 修繕 13-A-416（他）明戸線 橋梁修繕  N=1橋 白石市 0 0 0 ####### 0 17 策定済み

12-A116 道路 一般 山元町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-417（他）小平天神坂線ほか2路線橋梁修繕  N=3橋 山元町 0 0 0 ####### ####### 14 策定済み

12-A117 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-14（主）塩釜亘理線・亘理大橋 橋梁修繕  N=1 岩沼市 0 0 0 ####### ####### 263 策定済み

12-A118 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 点検 13-A-15  道路付属物点検 道路付属物点検  一式 宮城県 0 0 0 ####### 0 28 策定済み

12-A119 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-16（主）亘理大河原川崎線  東根橋橋梁修繕  N=1 角田市 0 0 0 ####### ####### 284 策定済み

12-A120 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 修繕  13-A-17（国）113号  新湯橋 橋梁修繕  N=1 白石市 0 0 0 ####### 0 89 策定済み

12-A121 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-18  （主）古川登米線  三ツ口橋橋梁修繕  N=1 登米市 0 0 0 0 ####### 55 策定済み

12-A122 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-19  （主）涌谷津山線  二ツ屋橋橋梁修繕  N=1 登米市 0 0 0 0 ####### 56 策定済み

12-A123 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-20  （主）仙台岩沼線  玉崎跨線橋橋梁修繕  N=1 名取市 0 0 0 0 ####### 40 策定済み

12-A124 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-21  （一）小野田三本木線  旭橋橋梁修繕  N=1 加美町 0 0 0 0 0 0 策定済み

12-A125 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-22  （主）古川佐沼線  透川橋 橋梁修繕  N=1 栗原市 0 0 0 0 ####### 99 策定済み

12-A126 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 修繕  13-A-23  （国）457号中野川橋 橋梁修繕  N=1 白石市 0 0 0 0 ####### 94 策定済み

12-A127 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 修繕  13-A-24  （国）108号鳴子桟道橋 橋梁修繕  N=1 大崎市 0 0 0 0 0 0 策定済み

12-A128 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-25  （一）岩出山宮崎線  南沢中田橋橋梁修繕  N=1 大崎市 0 0 0 0 0 0 策定済み

12-A129 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 修繕  13-A-26  （国）398号座主歩道橋 橋梁修繕  N=1 栗原市 0 0 0 0 ####### 230 策定済み

12-A130 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-27  （主）岩沼蔵王線  二月田橋橋梁修繕  N=1 村田町 0 0 0 0 ####### 64 策定済み

12-A131 道路 一般 宮城県 直接 －  都道府県道 修繕  13-A-28  （一）涌谷田尻線  涌谷大橋橋梁修繕  N=1 涌谷町 0 0 0 0 0 0 策定済み

12-A132 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 修繕  13-A-29  （国）347号塚の目跨線橋 橋梁修繕  N=1 大崎市 0 0 0 0 0 0 策定済み

12-A133 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 修繕  13-A-30  （国）286号名取1号橋 橋梁修繕  N=1 名取市 0 0 0 0 ####### 108 策定済み

12-A134 道路 一般 七ヶ宿町 直接 －  市町村道 修繕 13-A-405（他）下平線 トンネル修繕 N=4 七ヶ宿町 0 0 0 0 ####### 14 策定済み

12-A135 道路 一般 川崎町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-418（他）古関・下田線 橋梁修繕 N=1 川崎町 0 0 0 0 ####### 25 策定済み

12-A136 道路 一般 石巻市 直接 － 市町村道 修繕  13-A-419（１）南中里四・新境町一丁目線ほか2路線橋梁修繕  N=3 石巻市 0 0 0 0 ####### 6 策定済み

12-A137 道路 一般 多賀城市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-420（他）髙橋福室二号線ほか1路線橋梁修繕  N=2 多賀城市 0 0 0 0 ####### 6 策定済み



12-A138 道路 一般 七ヶ浜町 直接 －  市町村道 点検 13-A-421道路定期点検 定期点検 七ヶ浜町 0 0 0 0 ####### 3 策定済み

12-A139 道路 一般 角田市 直接 －  市町村道 修繕  13-A-422(2)戸地掛梶賀線ほか2路線 橋梁修繕  N=3 角田市 0 0 0 0 ####### 10 策定済み

12-A140 道路 一般 白石市 直接 －  市町村道 修繕 13-A-423（他）江志山線 橋梁修繕  N=1 白石市 0 0 0 0 ####### 2 策定済み

12-A141 道路 一般 宮城県 直接 － 国道 改築  13-A-31  （国）113号ほか23路線 トンネル補修 県内一円 0 0 0 0 ####### 75 策定済み

12-A142 道路 一般 南三陸町 直接 －  市町村道 修繕  13-A-389（他）伊里前住宅線 橋梁修繕  N=１ 南三陸町 0 0 ####### 0 ####### 65 策定済み

小計（道路事業） 16,489



Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

小計 0

Ｃ　効果促進事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

小計 0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

小計 0

 13-A-23  （国）457号中野川橋  13-A-16（主）亘理大河原川崎線  東根橋

＜整備前＞ ＜整備後＞防護柵取替，主桁塗装 ＜整備前＞ ＜整備後＞ 床板補修

事業者
省略

要素となる事業名 事業内容番号

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

市町村名

市町村名

備考
工種

工種
備考

事業実施期間（年度）

事業実施期間（年度）

事業内容

・継続事業については，令和２年度に創設された個別補助事業（道路メンテナンス事業）を活用し，各自治体で定めている長寿命化計画に基づき，計画的な修繕に向けて取り組む。

番号

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

最終目標値

最終実績値

３．特記事項（今後の方針等）

４・整備事例

73.0%

66.3%
目標と実績値に差が出た要因

指標①
　橋梁修繕の完了率（％）

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）

震災による資材及び労働者不足に伴う事業遅延（入札不調など）や関係機関協議などに時間を要したた
め，一部事業の執行に遅れが生じたことから，最終目標値を下回ったもの。

県内における橋梁等に対し，長寿命化対策を施し，安心と安全な交通を確保し生活環境を支える道路整備の実現に向け，一定の効果を発現することができた。

備考
（面積等）

震災による資材及び労働者不足に伴う事業遅延（入札不調など）や関係機関協議などに時間を要したた
め，一部事業の執行に遅れが生じたことから，最終目標値を下回ったもの。

-

指標
　道路定期点検の完了率（％）

Ⅱ　定量的指標の達成状況
最終目標値 100.0%

目標と実績値に差が出た要因
最終実績値 96.2%

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


