
平成28年 11月 28日　様式３

1 静岡市のICアクセス計画
平成25年度　～　平成29年度（5年間） 静岡市

・計画に位置づけられたＩＣアクセス道路の整備完了率を0％（H24）→100％（H29）に増加。
・静岡市内での高速道路ＩＣ5kmカバー人口割合を81％（H24）→97％（H29）に増加。
・新清水ＩＣ周辺から静岡市第3次医療施設（静岡済生会総合病院）への搬送時間を12分短縮する。

（H25当初） （H27中間） （H29末）

新清水ＩＣ周辺からの静岡市第3次医療施設（静岡済生会総合病院）への搬送時間

事　後　評　価

○中間評価の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業
事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

3-A1 道路 一般 静岡市 直接 静岡市 国道 改築 2,109

3-A2 道路 一般 静岡市 直接 静岡市 県道 改築 3,285

3-A3 街路 一般 静岡市 直接 静岡市 Ｓ街路 改築 2,403

3-A4 道路 一般 静岡市 直接 静岡市 県道 改築 11,809

3-A5 道路 一般 静岡市 直接 静岡市 市道 新築 1,612

3-A6 道路 一般 静岡市 直接 静岡市 市道 新築 465

3-A7 道路 一般 静岡市 直接 静岡市 県道 新築 1,860

3-A8 街路 一般 静岡市 直接 静岡市 Ｓ街路 改築 240

小計（基幹事業） 23,783

効果促進事業費の割合
6.73%

（国）362号　羽鳥・安西拡幅

（主）井川湖御幸線　下～松富上組

社会資本総合整備計画　中間評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目的

　　計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
25,499百万円 Ａ 23,783百万円 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

　現在建設が進む中部横断道は東名・新東名や国道１号静清バイパスなどの高規格道路と一体となり、太平洋側と日本海側とを繋ぐネットワークを構築することから、静岡市においてもこれらの事業と連携し
た道路整備が求められている。また、大谷・小鹿地区においてまちづくりグランドデザインを策定しているところであり、立地を活かした土地利用が必要とされている。
　大規模資本の整備効果を活かした持続発展型のまちづくりと周辺の観光資源との相乗効果によって、本市全体の発展が期待できることから、スマートインターチェンジの設置や、高規格道路と接続するアク
セス道路の整備によって、交通結節点の機能充実、交通環境の改善、安全・安心の地域づくり、産業振興の活性化を図ることができる。

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

0百万円 Ｃ 1,716百万円
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

（事業箇所）

中間評価の実施体制

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）

市内部（事業関係課による横断的な検討体制）において評価を実施した後、学識経験者等の第三者で構成される
静岡市公共事業評価委員会による審査を実施する。

番号

　平成28年度

　委員会での審議結果等を市のホームページに掲載する。

現道拡幅　L=1.42km

現道拡幅　L=2.60km

現道拡幅 L=2.74km

バイパス　L=2.90km

道路新設 L=1,197m

現道拡幅 L=800m

バイパス L=310m

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

（都）静岡駅賤機線　昭府～松富２

（主）清水富士宮線　庵原～伊佐布

（仮）静岡東スマートインターチェンジランプ線

大谷改良区７号線（広野大谷線）

（主）山脇大谷線　大谷

（都）下大谷線（大谷１工区） 現道拡幅 L=0.64km

計画に位置づけられたＩＣアクセス道路の整備完了率

静岡市内での高速道路ＩＣ5kmカバー人口割合

0% 13% 100%

81% 81% 97%

35分 35分 23分

＜中間評価の実施時期＞

＜公表の方法＞

備考

静岡市

静岡市



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

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）
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

3-C1 施設整備 一般 静岡市 直接 540

3-C2 計画・調査 一般 静岡市 直接 91

3-C3 計画・調査 一般 静岡市 直接 15

3-C4 河川 一般 静岡市 直接 1,070
合計 1,716

番号 備考

3-C1

3-C2

3-C3

3-C4

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・（国）３６２号羽鳥・安西拡幅が完了し、４車線化による交通容量確保で渋滞減少に貢献した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・大谷･小鹿まちづくり検討が完了し、（仮）静岡東スマートIC周辺の面的整備計画に利用されている。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

13%

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

13%

81%

目標値と実績値

に差が出た要因

81%

35%

目標値と実績値

に差が出た要因

35%

・（都）静岡駅賎機線は４車線化事業を進めているが、歩道については整備が先行し賎機南小学校に通学する児童及び沿線地域の交通安全に寄与している。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・（都）下大谷線は４車線化事業を進めているが、歩道については整備が先行し大谷小学校に通学する児童及び沿線地域の交通安全に寄与している。
（必要に応じて記述） ・大谷･小鹿まちづくり検討により企業誘致が可能となるエリアを明確にすることで、静岡市内へ移転や進出を希望する企業が出てきている。

３．特記事項（今後の方針等）

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

港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果

（仮）静岡東スマートインターチェンジアンダーボックス ボックス設置 L=43m 静岡市

静岡市

静岡市

事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）工種

指標③
新清水ＩＣ周辺
からの静岡市第
3次医療施設
（静岡済生会総
合病院）への搬
送時間

大谷・小鹿地区まちづくり検討

IC周辺における道路計画策定

番号

中間目標値

中間実績値

本計画のフォローアップを行うとともに、IC周辺道路についてのあり方について検討し、施策に反映することで、ICの利便性や周辺環境のさらなる向上を図ることができる。

3-A5と一体となって現東名高速道路に新たなアンダーボックスを整備することにより、新スマートインターチェンジの許容交通量を満たすことが可能となる。

3-A5と一体となって新ＩＣ周辺を面的整備することによって、大谷・小鹿地区のまちづくりを行っていくことができる。

(主）井川湖御幸線(3-A2)の改築事業内の御用水川の河川断面を拡大することにより、改築事業区間への浸水被害をなくすとともに、新東名高速道路へのアクセス道路の安全度を向上させる。

指標①
計画に位置づけ
られたＩＣアク
セス道路の整備
完了率

静岡市

一体的に実施することにより期待される効果

事業中盤で新たなＩＣの開通がないことから目標値のとおり。

・計画期間後半は、定評的指標が達成できるよう事業を進めて行く。

指標②
静岡市内での高
速道路ＩＣ5km
カバー人口割合

中間目標値

中間実績値

中間目標値

中間実績値

事業中盤で新たなＩＣの開通がないことから目標値のとおり。

備考

備考

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市 御用水川　下 河川改修　L=1.46ｋｍ

全８基幹事業の内、１事業が開通した。
中間目標値においても１事業完成としていたため目標のとおりとなった。

対象面積 A=125ha
計画のフォローアップ・IC周辺道路のあり方検討


