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55 黒部市における道路構造物の適確な維持管理の推進（防災・安全） ○

平成26年度～平成30年度（５年間） 　黒部市

・橋梁長寿命化修繕計画に基づき、５ｍ以上の橋梁の修繕対策済橋梁数を１橋（Ｈ２６）から１４橋（Ｈ３０）にする。
・トンネル点検に基づき、修繕対策済本数を０本（Ｈ２９）から１本（Ｈ３０）にする。

橋梁の修繕対策済橋梁数により算出する。
（橋梁の修繕対策済橋梁数）＝（修繕対策工事が完了した橋梁数）
トンネルの修繕対策済本数により算出する。
（トンネルの修繕対策済本数）＝（修繕対策工事が完了した本数）

A１　道路事業 効果促進事業費の割合

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 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 策定状況

55-A1-1 道路 一般 黒部市 直接 市町村道 修繕 （１）音沢1号線他　音沢橋他 橋梁補修　13橋 黒部市 200 策定済

55-A1-2 道路 一般 黒部市 直接 市町村道 修繕 （他）うなづき湖線他　琴音トンネル他 トンネル修繕　0.7km 黒部市 30 策定済

55-A1-3 計画・調査 一般 黒部市 直接 市町村道 計画・調査 （１）南線他　牧野跨線橋他 橋梁点検　277橋 黒部市 36 ―

55-A1-4 計画・調査 一般 黒部市 直接 市町村道 計画・調査 （他）うなづき湖線他　琴音トンネル他 トンネル点検　7本 黒部市 40 ―

小計（道路事業） 306

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 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 策定状況

合計 0

番号 備考

番号 要素となる事業名
事業内容

（延長・面積等）
市町村名

事業実施期間（年度）
事業者

省略
工種

別紙５－２

備考

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）

備考

Ｄ

－

市町村名

（H26当初） （H30末）

1橋 7橋 14橋

％

平成２８年３月１８日

１本－

社会資本総合整備計画
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

災害時に被災のおそれのある道路構造物が存在しており、地震、水害などの災害時や冬期間においても安全な通行が可能となる道路整備を行う。

　　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）

当初現況値
備考

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値中間目標値
（H28末）

重点計画の該当

Ｃ
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

全体事業費

番号
省略
工種

要素となる事業名

321 百万円 15

事業内容事業者

Ｂ

交付対象事業

百万円 0 百万円 0.0306 百万円 0 百万円合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ａ
効果促進事業費の割合



55 黒部市における道路構造物の適確な維持管理の推進（防災・安全） ○

平成26年度～平成30年度（５年間） 　黒部市

別紙５－２

平成２８年３月１８日社会資本総合整備計画
計画の名称

交付対象計画の期間

重点計画の該当

Ｃ　効果促進事業

C1　道路効果促進事業

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 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 策定状況

55-C-1 計画・調査 一般 黒部市 直接 長寿命化修繕計画策定 黒部市 5

55-C-2 計画・調査 一般 黒部市 直接 道路ストック総点検（トンネル） 黒部市 10

合計 15

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

55-C-1 管理道路橋の計画的かつ予防的修繕のための計画を策定し、（１）音沢1号線他の橋梁補修（55-A1-1）を計画的に進めることにより、安全な道路交通確保を図る。

55-C-2 管理道路のトンネル点検を実施し、（他）うなづき湖線他のトンネル修繕（55-A1-2）を計画的に進めることにより、安全な道路交通確保を図る。

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 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 策定状況

合計 0

番号 備考

備考

備考事業者
省略
工種

省略
工種

要素となる事業名
市町村名事業内容

計画・調査 トンネル点検

橋梁長寿命化修繕計画策定

（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

計画・調査

番号
事業実施期間（年度）

事業者

番号
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）



計画の名称 55
計画の期間 平成26年度～平成30年度（５年間） 交付団体 黒部市

（参考図面１）

黒部市における道路構造物の適確な維持管理の推進

55-A1-1 修繕(橋梁13橋)

55-A1-3 計画・調査(橋梁277橋)

地方道路整備事業

55-A1-1 修繕(橋梁13橋)
55-A1-2 修繕(トンネル)
55-A1-3 計画・調査（橋梁）
55-A1-4 計画・調査（トンネル）
55-C-1～2 計画・調査



計画の名称 55
計画の期間 平成26年度～平成30年度（５年間） 交付団体 黒部市

（参考図面２）

黒部市における道路構造物の適確な維持管理の推進

55-A1-2 修繕(トンネル) 55-A1-4 計画・調査(７本)

地方道路整備事業

55-A1-1 修繕(橋梁13橋)
55-A1-2 修繕(トンネル)
55-A1-3 計画・調査（橋梁）
55-A1-4 計画・調査（トンネル）
55-C-1～2 計画・調査


