
社会資本総合整備計画　事後評価書
12 安全・安心を確保する道路施設の適確な維持管理の推進（防災・安全）

・緊急輸送道路上における管理橋梁の耐震補強対策　（割合）
・緊急輸送道路における要修繕トンネルの解消　（割合）
・市町村道における要修繕橋梁の解消　（割合）
・県内における無電柱化整備延長（延長）

緊急輸送道路上における耐震補強対策済橋梁の割合
耐震補強対策済橋梁の割合（％）　＝　耐震補強対策済橋梁数　／　緊急輸送道路上の要対策橋梁数

緊急輸送道路上における要修繕トンネル対策済の割合
要修繕トンネルの対策済トンネル割合（％）　＝　要修繕トンネルのうち対策済みトンネル数　／　要修繕トンネル数

市町村道における要修繕橋梁の解消割合

要修繕橋梁の対策済橋梁割合（％）　＝　要修繕橋梁のうち対策済橋梁数　／　要修繕橋梁数

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

　事業完了後

　大分県ホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　地方道路整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

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

12-A1 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 20橋 ━━━━━━━━━━ 850

12-A2 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 24橋 ━━━━━━━━━━ 800

12-A3 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 20橋 ━━━━━━━━━━ 900

12-A4 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 18橋 ━━━━━━━━━━ 750

12-A5 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 15橋 ━━━━━━━━━━ 970

12-A6 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 50橋 ━━━━━━━━━━2,400

12-A7 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 11橋 ━━━━━━━━━━ 850

12-A8 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 6橋 ━━━━━━━━     150

12-A9 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 6橋 ━━━━━━━━━━ 132

12-A10 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 36橋 ━━━━━━━━━━2,400

12-A11 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 34橋 ━━━━━━━━━━ 700

12-A12 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 20橋 ━━━━━━━━━━ 700

12-A13 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 17橋 ━━━━━━━━━━ 700

12-A14 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 35橋 ━━━━━━━━━━ 900

12-A15 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 35橋 ━━━━━━━━━━ 900

12-A16 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 47橋 ━━━━━━━━━━3,820

12-A17 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 30橋 ━━━━━━━━━━1,220

12-A18 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 74橋 ━━━━━━━━━━1,440

12-A19 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 49橋 ━━━━━━━━━━ 950

12-A20 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 25橋 ━━━━━━━━━━ 600

別府市・杵築市・日出町

事業
主体

豊後高田市

国東市

全体事業費
（百万円）

計画の名称

計画の目標

大分県における「事前防災・減災対策」・「暮らしの安心」を進める観点から、インフラの点検及び点検に基づく道路構造物の長寿命化・耐震化等の戦略的維持管理を推進し、県民の命と暮らしを守り、だ
れもが安全かつ安心して暮らせる道路環境を整備する。

最終目標値
　　定量的指標の定義及び算定式

Ａ
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｃ79,314 百万円

定量的指標の現況値及び目標値
中間目標値当初現況値

　　計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費 0 百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

20%

0 百万円

（国）国道217号外・臼杵工区（橋長15m以上）

（国）国道388号外・佐伯工区（橋長15m以上）

（国）国道326号外・豊後大野工区（橋長15m以上）

（国）国道442号外・竹田工区（橋長15m以上）

（国）国道387号・玖珠工区（橋長15m以上）

（国）国道212号外・日田工区（橋長15m以上）

（一）臼杵坂ノ市線外・東畑橋外工区（橋長15m以上）

（一）梶寄浦佐伯線外・本谷橋外工区（橋長15m以上）

79,314 百万円

交付対象事業

Ｂ

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

玖珠町・九重町

豊後高田市

臼杵市・津久見市

大分市・由布市

公表の方法

（国）国道213号外・杵築工区（橋長15m以上）

事業及び施
設種別

大分県において評価を実施

市町村名

（国）国道197号外・大分工区（橋長15m以上） 大分市・由布市

日田市

臼杵市・津久見市

佐伯市

国東市

0%

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 交付対象
大分県、大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、
宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

78% 90% 95%

（H25） （H27末） （H29末）

66.3km65km64.6km

0.0%

佐伯市

豊後大野市

竹田市

県内における無電柱化整備延長

備考

要素事業名

（国）国道213号・豊後高田工区（橋長15m以上）

（国）国道213号・国東工区（橋長15m以上）

14% 100%

別府市・杵築市・日出町

中津市

宇佐市

豊後大野市

竹田市

（主）三重野津原線外・大野橋外工区（橋長15m以上）

（主）竹田五ヶ瀬線外・長瀬橋外工区（橋長15m以上）

（国）国道212号外・中津工区（橋長15m以上）

（国）国道387号外・宇佐工区（橋長15m以上）

（主）豊後高田安岐線外・新岩下橋外工区（橋長15m以上）

（主）両子山武蔵線外・成吉橋外工区（橋長15m以上）

（主）山香国見線外・角石橋外工区（橋長15m以上）

（一）大在公共埠頭線外・竹下橋外工区（橋長15m以上）



12-A21 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 36橋 ━━━━━━━━━━ 600

12-A22 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 59橋 ━━━━━━━━━━1,700

Ａ　地方道路整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

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

12-A23 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 55橋 ━━━━━━━━━━1,400

12-A24 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 40橋 ━━━━━━━━━━ 750

12-A25 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 4箇所 ━━━━━━━━━━ 257

12-A26 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 10箇所 ━━━━━━━━━━ 500

12-A27 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 2箇所 ━━━━━━━━━━ 100

12-A28 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 3箇所 ━━━━━━━━     240

12-A29 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 6箇所 ━━━━━━━━━━ 580

12-A30 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 18箇所 ━━━━━━━━━━ 900

12-A31 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 8箇所 ━━━━━━━━━━ 510

12-A32 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 2箇所 ━━━━━━━━     100

12-A33 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 3箇所 ━━━━━━━━     150

12-A34 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 13箇所 ━━━━━━━━━━ 900

12-A35 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 2箇所 ━━━━━━━━     150

12-A36 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 1箇所 ━━━━━━━━     50

12-A37 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 4箇所 ━━━━━━━━     200

12-A38 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 5箇所 ━━━━━━━━━━ 250

12-A39 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 3箇所 ━━━━━━━━     150

12-A40 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 4箇所 ━━━━━━━━     200

12-A41 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 12箇所 ━━━━━━━━━━ 600

12-A42 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 18箇所 ━━━━━━━━━━1,900

12-A43 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 3箇所 ━━━━━━━━     150

12-A44 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 18箇所 ━━━━━━━━     930

12-A45 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 6箇所 ━━━━━━━━     300

12-A46 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 6箇所 ━━━━━━━━━━ 820

12-A47 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 12箇所 ━━━━━━━━     600

12-A48 道路 一般 大分県 直接 トンネル補修 2箇所 ━━━━━━━━     100

12-A57 道路 一般 大分市 直接 橋梁補修(N=14橋) ━━━━━━          200

12-A58 道路 一般 大分市 直接 橋梁補修(N=49橋) ━━━━━━━━━━ 725

12-A59 道路 一般 大分市 直接 橋梁補修(N=5橋) ━━━━━━━━     60

12-A60 道路 一般 大分市 直接 橋梁補修(N=10橋) ━━                    290

12-A61 道路 一般 別府市 直接 橋梁補修(N=17橋) ━━━━━━━━━━ 830

12-A62 道路 一般 中津市 直接 橋梁補修(N=40橋) ━━━━━━━━━━ 484

12-A63 道路 一般 日田市 直接 橋梁補修(N=19橋) ━━━━━━━━━━ 170

12-A64 道路 一般 日田市 直接 トンネル補修 14箇所 ━━━━━━━━━━ 183

12-A65 道路 一般 佐伯市 直接 橋梁補修(N=1橋) ━━━━               199

12-A66 道路 一般 佐伯市 直接 橋梁補修(N=10橋) ━━━━━━━━━━ 470

12-A67 道路 一般 臼杵市 直接 橋梁補修(N=5橋) ━━━━━━━━━━ 200

12-A68 道路 一般 臼杵市 直接 老朽橋架替(N=1橋) ━━━━               225

12-A69 道路 一般 津久見市 直接 橋梁補修(N=7橋) ━━━━━━━━━━ 244

12-A70 道路 一般 津久見市 直接 トンネル補修 2箇所 ━━━━━━          110

12-A71 道路 一般 竹田市 直接 橋梁補修(N=10橋) ━━━━━━━━━━ 190

12-A72 道路 一般 豊後高田市 直接 橋梁補修(N=30橋) ━━━━━━━━━━1,046

12-A73 道路 一般 杵築市 直接 老朽橋架替（N=1橋） ━━━━━━━━━━1,500

12-A74 道路 一般 杵築市 直接 橋梁補修(N=14橋) ━━━━━━━━━━ 300

12-A75 道路 一般 宇佐市 直接 橋梁補修(N=26橋) L=0.39km ━━━━━━━━━━ 532

12-A76 道路 一般 豊後大野市 直接 橋梁補修(N=207橋) ━━━━━━━━━━2,000

12-A77 道路 一般 由布市 直接 橋梁補修(N=3橋) ━━                    31

12-A78 道路 一般 由布市 直接 トンネル補修(N=5箇所) ━━━━━━━━━━ 150

12-A79 道路 一般 由布市 直接 橋梁補修(N=2橋) ━━━━━━━━━━ 550

12-A80 道路 一般 国東市 直接 橋梁補修(N=7橋) ━━━━━━━━━━ 221

12-A81 道路 一般 姫島村 直接 橋梁補修(N=7橋) ━━━━               34

12-A82 道路 一般 姫島村 直接 トンネル補修(N=1箇所) ━━━━━━          50

玖珠町・九重町

佐伯市

豊後大野市

宇佐市

国東市

別府市・杵築市

中津市

大分市

津久見市

玖珠町・九重町

日田市

豊後高田市

大分市・由布市

臼杵市・津久見市

臼杵市・津久見市

杵築市

豊後高田市

国東市

別府市

中津市

日田市

日田市

全体事業費
（百万円）

佐伯市

豊後大野市

竹田市

日田市

中津市

宇佐市

大分市

大分市

玖珠町

大分市

臼杵市

大分市

杵築市

豊後高田市

杵築市

竹田市

津久見市

日田市

中津市

宇佐市

竹田市

臼杵市

事業
主体

事業及び施
設種別

姫島村

姫島村

宇佐市

豊後大野市

由布市

由布市

由布市

国東市

佐伯市

佐伯市

要素事業名 市町村名

（主）豊後高田国東線外・国東工区

（主）別府一の宮線外・別府工区

（主）安心院湯布院線外・大分工区

（主）飯田高原中村線外・河内橋外工区（橋長15m以上）

（主）天瀬阿蘇線外・下筌橋外工区（橋長15m以上）

（国）国道326号・豊後大野工区

（国）国道502号・竹田工区

（国）国道387号・玖珠工区

（国）国道212号外・日田工区

（国）国道212号外・中津工区

（国）国道387号外・宇佐工区

（主）山香国見線外・豊後高田工区

（一）小祝港線外・北門橋外工区（橋長15m以上）

（主）中津高田線外・浮殿小橋外工区（橋長15m以上）

（国）国道213号・一畑工区

（国）国道213号外・国東工区

（国）国道213号・杵築工区

（国）国道197号外・大分工区

（国）国道217号・臼杵工区

（国）国道388号外・佐伯工区

（主）天瀬阿蘇線外・日田工区

（一）中津山国自転車道線外・中津工区

（主）山香院内線外・宇佐工区

（１）城原久土橋他・佐野大橋工区他

（１）萩原明野線他・白滝陸橋工区他

（１）高崎1号線他・高崎工区他　

（主）佐伯津久見線外・臼杵工区

（主）佐伯蒲江線外・佐伯工区

（主）緒方高千穂線外・豊後大野工区

（主）竹田五ヶ瀬線外・竹田工区

（主）森耶馬溪線外・玖珠工区

（１）高山元猿線他・元猿工区他　

（他）下ノ江浦線他・乙見工区他　

（１）木ヶ畑乙見線・木ヶ畑工区　

（１）西ノ内線他・万年橋工区他　

（１）徳浦松崎線他・下浦トンネル工区他

（１）岡城線他・拝田原工区他　

（他）辻原線他・辻原橋他

（他）馬場前2号線他・馬場橋工区他　

（２）栃木宮ノ馬場線他・鶴坂橋工区他　

（２）伏尾広瀬線他・広瀬橋工区他　

（１）銭渕石井線他・護願寺隧道工区他　

（他）長原線・仁田原工区

（他）長湯庄内湯ノ平線他・阿蘇野工区他

（他）中依大南線他・中依工区他　

（１）友安線他・伊美工区他　

（１）金・大海線他・大海工区他　

（１）松原・大海線・大海工区　

（他）相原西原線他・田染相原工区他　

（１）市駅錦江橋線　錦江橋工区

（１）大重見線他・広瀬工区他　

（他）下麻生線他・中島橋工区他　

（１）平吹線他・市場工区他　

（他）上武宮平石線他・西工区他　



12-A83 道路 一般 日出町 直接 橋梁補修(N=11橋) ━━━━━━━━━━ 175

12-A84 道路 一般 九重町 直接 橋梁補修(N=20橋) ━━━━━━━━━━ 583

12-A85 道路 一般 玖珠町 直接 橋梁補修(N=12橋) ━━━━━━━━━━ 391

12-A86 道路 一般 玖珠町 直接 老朽橋架替（N=1橋） ━━━━━━━━━━ 849

Ａ　地方道路整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

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

12-A87 道路 一般 玖珠町 直接 トンネル補修(N=1箇所) ━━━━━━          34

12-A88 道路 一般 大分市 直接 ━━━━━━━━━━ 417

12-A89 道路 一般 別府市 直接 ━━━━━━          20

12-A90 道路 一般 中津市 直接 ━━━━━━━━━━ 400

12-A91 道路 一般 日田市 直接 ━━━━━━━━━━ 400

12-A92 道路 一般 佐伯市 直接 ━━━━━━━━━━ 554

12-A93 道路 一般 臼杵市 直接 ━━━━━━━━━━ 201

12-A94 道路 一般 津久見市 直接 ━━━━━━━━     62

12-A95 道路 一般 竹田市 直接 ━━━━━━━━━━ 696

12-A96 道路 一般 豊後高田市 直接 ━━━━━━━━━━ 291

12-A97 道路 一般 杵築市 直接 ━━━━━━━━━━ 500

12-A98 道路 一般 宇佐市 直接 ━━━━━━━━━━ 429

12-A99 道路 一般 豊後大野市 直接 ━━━━━━━━━━2,500

12-A100 道路 一般 由布市 直接 ━━━━━━━━━━ 230

12-A101 道路 一般 国東市 直接 ━━━━━━━━━━ 344

12-A102 道路 一般 姫島村 直接 ━━━━     ━━     3

12-A103 道路 一般 日出町 直接 ━━━━━━━━━━ 30

12-A104 道路 一般 九重町 直接 ━━━━━━━━━━ 95

12-A105 道路 一般 玖珠町 直接 ━━━━━━━━━━ 111

12-A106 道路 一般 豊後大野市 直接 トンネル補修(N=28箇所) ━━━━━━━━━━1,000

12-A107 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 1橋      ━━━━━━     71

12-A108 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 1橋      ━━━━          80

12-A109 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 1橋      ━━━━          50

12-A110 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 3橋      ━━━━          50

12-A111 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修・耐震補強 2橋      ━━━━━━     1,00212-A112 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 3橋      ━━━━          13

12-A113 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 3橋      ━━━━          60

12-A114 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 1橋      ━━━━          15

12-A115 道路 一般 大分県 直接 ━━━━━━━━━━ 900

12-A116 道路 一般 大分県 直接 ━━━━━━━━━━ 100

12-A117 道路 一般 大分県 直接 ━━━━━━━━━━ 700

12-A118 道路 一般 大分県 直接 ━━━━━━━━━━ 50

12-A119 道路 一般 大分県 直接 ━━━━━━━━━━ 50

12-A120 道路 一般 大分県 直接 ━━━━━━━━━━ 50

12-A121 道路 一般 大分県 直接 ━━━━━━━━━━ 50

12-A122 道路 一般 大分県 直接 ━━━━━━━━━━ 50

12-A123 道路 一般 大分県 直接      ━━━━━━━━2,300

12-A124 道路 一般 大分県 直接 ━━━━━━━━━━ 830

12-A125 道路 一般 大分県 直接      ━━━━━━━━ 288

12-A126 道路 一般 国東市 直接 ━━━━━━━━━━ 162

12-A127 道路 一般 大分県 直接 老朽橋架替 2橋           ━━━━━━ 50

12-A128 道路 一般 大分県 直接 老朽橋架替 2橋           ━━━━━━ 204

12-A129 道路 一般 佐伯市 直接 橋梁補修・耐震補強                ━━━━ 270

12-A130 道路 一般 佐伯市 直接 トンネル補修(N=8基)                ━━━━ 388

12-A131 道路 一般 津久見市 直接 トンネル補修(N=3基)                ━━━━ 175

12-A132 道路 一般 大分県 直接 無電柱化 L=0.6km                     ━━ 800

12-A133 道路 一般 大分県 直接 無電柱化 L=1.7km 大分市 　     ━━1,500

12-A134 道路 一般 大分市 直接 橋梁修繕 8橋 大分市 　     ━━ 407

12-A135 道路 一般 大分市 直接 橋梁修繕 12橋 大分市 　     ━━ 161

12-A136 道路 一般 大分市 直接 トンネル修繕 1箇所 大分市 　     ━━ 48

日出町

九重町

玖珠町

道路構造物等点検・計画策定 大分市

道路構造物等点検・計画策定 別府市

道路構造物等点検・計画策定 中津市

玖珠町

玖珠町

道路構造物等点検・計画策定 津久見市

道路構造物等点検・計画策定 竹田市

道路構造物等点検・計画策定 豊後高田市

道路構造物等点検・計画策定 日田市

道路構造物等点検・計画策定 佐伯市

道路構造物等点検・計画策定 臼杵市

道路構造物等点検・計画策定 由布市

道路構造物等点検・計画策定 国東市

道路構造物等点検・計画策定 姫島村

道路構造物等点検・計画策定 杵築市

道路構造物等点検・計画策定 宇佐市

道路構造物等点検・計画策定 豊後大野市

国東市

杵築市

日田市

杵築市

大分市

道路構造物等点検・計画策定 日出町

道路構造物等点検・計画策定 九重町

道路構造物等点検・計画策定 玖珠町

橋梁補修(N=3橋) 国東市

佐伯市

豊後大野市

佐伯市

佐伯市

老朽橋架替（現道拡幅　L=0.8km） 国東市

老朽橋架替（現道拡幅　L=0.4km） 佐伯市

ﾄﾝﾈﾙ補修（現道拡幅　L=0.3km） 別府市

事業
主体

事業及び施
設種別 市町村名

全体事業費
（百万円）要素事業名

津久見市

別府市

点検及び計画策定 県内全域

点検及び計画策定 県内全域

点検及び計画策定 県内全域

定期点検及び既往計画の見直し 県内全域

トンネル点検・計画策定 県内全域

点検及び計画策定 県内全域

佐伯市

竹田市

日田市

定期点検及び既往計画の見直し 県内全域

トンネル点検・計画策定 県内全域

豊後大野市

（他）中大津線他・藤原工区他　

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

（１）恵良粟野線他・粟野小橋工区他　

（１）小田線他・小田工区他　

（１）中島線　中島橋工区

（２）元畑線・元畑工区　

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

（１）池在線他・池在工区他

（国）国道213号・国東２工区

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

道路構造物等補修計画策定

（一）豊後三芳停車場線・三芳橋工区

橋梁長寿命化維持管理計画

トンネル長寿命化維持管理計画

橋梁長寿命化維持管理計画

トンネル長寿命化維持管理計画

横断歩道橋長寿命化維持管理計画

（国）国道213号・杵築２工区

（国）国道212号・日田２工区

（一）糸原杵築線・松ヶ尾橋ほか2橋工区

（主）大在大分港線ほか1路線・家島橋ほか1橋工区

（一）西野浦河内線ほか２路線・無名橋ほか２橋工区

（主）竹田五ヶ瀬線ほか2路線・会々跨線橋ほか2橋工区

（他）オレンジロード安岐線ほか1路線・油留木ほか2橋

（国）国道217号ほか・佐伯工区

（主）三重弥生線ほか・豊後大野工区

（１）駅前佐伯大橋線他・佐伯大橋工区他

（他）小浦中越線他・佐伯トンネル工区他　

（１）千怒日見線・千怒崎トンネル工区他　

横断歩道橋長寿命化維持管理計画

シェッド、カルバート長寿命化維持管理計画

シェッド、カルバート長寿命化維持管理計画

（一）国東安岐線・下原工区

（主）三重弥生線・小半橋工区

（主）別府一の宮線・東山工区

（国）国道500号　汐見工区

（国）国道442号　宗方拡幅

（１）明野南北大通り線ほか橋梁補修（１５ｍ以上）・大竜寺橋ほか7橋

（１）明野南北大通り線ほか橋梁補修（それ以外）・久土橋ほか１１橋

（他）古宮本神崎線・小志生木トンネルほか



12-A137 道路 一般 大分市 直接 歩道橋修繕 1橋 大分市 　     ━━ 40

12-A138 道路 一般 大分市 直接 橋梁補強 1橋 大分市 　     ━━ 30

12-A139 道路 一般 津久見市 直接 橋梁補修 1橋 津久見市 　     ━━ 27

12-A140 道路 一般 豊後高田市 直接 トンネル補修 11ﾄﾝﾈﾙ 豊後高田市 　     ━━ 325

12-A141 道路 一般 杵築市 直接 トンネル補修 6箇所 杵築市 　     ━━ 300

12-A142 道路 一般 宇佐市 直接 橋梁補修 L=15.1m 宇佐市 　     ━━ 20

Ａ　地方道路整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

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

12-A143 道路 一般 宇佐市 直接 橋梁補修 L=33.4m 宇佐市 　     ━━ 60

12-A144 道路 一般 宇佐市 直接 橋梁補修 L=15.7m 宇佐市 　     ━━ 30

12-A145 道路 一般 豊後大野市 直接 橋梁補修 366橋 豊後大野市 　     ━━1,000

12-A146 道路 一般 大分県 直接 耐震補強 1橋 大分市 　     ━━ 300

12-A147 道路 一般 大分県 直接 耐震補強 7橋 大分市 　     ━━5,000

12-A148 道路 一般 大分県 直接 耐震補強 1橋 佐伯市 　     ━━ 100

12-A149 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 3橋 国東市 　     ━━ 200

12-A150 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 3橋 別府市・杵築市・日出町 　     ━━ 200

12-A151 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 3橋 大分市・由布市 　     ━━ 50

12-A152 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 2橋 臼杵市・津久見市 　     ━━ 100

12-A153 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 5橋 佐伯市 　     ━━ 200

12-A154 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 4橋 豊後大野市 　     ━━ 100

12-A155 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 7橋 日田市 　     ━━ 200

12-A156 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 6橋 中津市 　     ━━ 100

12-A157 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 1橋 宇佐市 　     ━━ 30

12-A158 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 4橋 豊後高田市 　     ━━ 100

12-A159 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 12橋 国東市 　     ━━ 200

12-A160 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 8橋 別府市 　     ━━ 200

12-A161 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 23橋 大分市・由布市 　     ━━ 300

12-A162 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 6橋 臼杵市・津久見市 　     ━━ 100

12-A163 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 11橋 佐伯市 　     ━━ 100

12-A164 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 6橋 豊後大野市 　     ━━ 50

12-A165 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 4橋 玖珠町・九重町 　     ━━ 100

12-A166 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 11橋 日田市 　     ━━ 200

12-A167 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 5橋 中津市 　     ━━ 100

12-A168 道路 一般 大分県 直接 橋梁補修 6橋 宇佐市 　     ━━ 50

小計 79,314

合計 79,314

事業
主体

事業及び施
設種別 要素事業名 市町村名

全体事業費
（百万円）

（１）判田団地１号線橋梁補強・一丁田橋

（１）長野学校線ほか・青江学校橋ほか

（他）旧竹田津ﾄﾝﾈﾙほか11ﾄﾝﾈﾙ・見目工区ほか

（１）志口住吉線ほか・狩宿工区ほか

（他）西屋敷・大方線・縄手橋

（他）宮迫線・末参橋

（他）深河内中の瀬線・深河内歩道橋

（国）国道213号・杵築工区（橋長15m未満）

（国）国道197号外・大分工区（橋長15m未満）

（国）国道217号・臼杵工区（橋長15m未満）

（国）国道388号外・佐伯工区（橋長15m未満）

（国）国道326号外・豊後大野工区（橋長15m未満）

（国）国道212号外・日田工区（橋長15m未満）

（他）上矢部宮原・谷山線・谷山橋

（１）木浦内線ほか・杉野橋ほか365橋

（国）国道442号・大分工区

（主）大在大分港線外・大在大橋外工区

（一）長良木立線・津志河内橋工区

（国）国道213号・国東工区（橋長15m未満）

（一）大泊浜徳浦線外・楠屋１号橋外工区（橋長15m未満）

（一）梶寄浦佐伯線外・中浦三号橋外工区（橋長15m未満）

（一）伏野宇目線外・仁の尾橋外工区（橋長15m未満）

（一）下恵良九重線外・３号橋外工区（橋長15m未満）

（一）西大山大野日田線外・本村橋外工区（橋長15m未満）

（一）豊前耶馬溪線外・平原橋外工区（橋長15m未満）

（国）国道212号外・中津工区（橋長15m未満）

（国）国道500号・宇佐工区（橋長15m未満）

（主）豊後高田安岐線外・田ノ口橋外工区（橋長15m未満）

（一）文殊山浜線外・垣見橋外工区（橋長15m未満）

（主）山香国見線外・当ノ木橋外工区（橋長15m未満）

（主）大在大分港線外・椎迫橋外工区（橋長15m未満）

（一）鳥越湯布院線外・実守橋外工区（橋長15m未満）



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

３．特記事項（今後の方針等）

　計画期間内に完了しなかった事業については引き続き事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。

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）

最終目標値 最終実績値 目標と実績値に差が出た要因指標

・耐震補強やトンネル補修等の対策が概ねできたため、安全かつ安心して暮らせる道路環境を整備することができた。

Ⅱ定量的指標の達成状況

緊急輸送道路上に
おける要修繕トン
ネル対策済の割合

95% 91%

詳細調査の結果、想定よりも変状が進行しており、当初計画よりも多くの費用が必要となった。限られた予算の中で優先順位を踏ま
え、計画的に事業を実施したものの、目標値の達成には至らなかった。

100% 58%

緊急輸送道路上に
おける耐震補強対
策済橋梁の割合

詳細調査や河川管理者との協議の結果、仮設工に計画よりも多くの費用が必要となった。限られた予算の中で優先順位を踏まえ、計画
的に事業を実施したものの、目標値の達成には至らなかった。

市町村道における
要修繕橋梁の解消
割合

効果的・効率的な事業展開により、目標値を上回ることができた。20% 22%

県内における無電
柱化整備延長

効果的・効率的な事業展開により、目標値を上回ることができた。66.3km 67.03km



参考図面

計画の名称 12 安全・安心を確保する道路施設の適確な維持の推進（防災・安全）　　【A修繕（橋梁補修、老朽橋架替、トンネル補修、点検・計画策定）・B関連・C効果促進（点検・計画策定）】

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 交付対象
大分県、大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、
宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

国 道

県 道

市町村道

A

凡　　例
12-A11,12-A156,12-A35

12-A23,12-A167,12-A47

12-A62,90 12-A80,101

12-A75,98,142,143,144

12-A73,74,97,141

12-A81,82,102

12-A85,86,87,105

12-A72,96,140,141

12-A61,89

12-A84,104

12-A63,64,91
12-A83,103

12-A1,12-A25
12-A13,12-A158,12-

A37

12-A10,12-A155,12-A109,12-A34

12-A22,12-A166,12-A46,12-A114

12-A7,12-A154,12-A31
12-A19,12-A164,12-A43

12-A2,12-A107,12-A149,12-A26
12-A14,12-A159,12-A38

12-A5,12-A152,12-A29

12-A17,12-A162,12-A41

12-A8,12-A32
12-A20,12-A44,12-A113

12-A9,12-A33
12-A21,12-A165,12-A45

12-A4,12-A146,12-A151,12-A28

12-A16,12-A147,12-A161,12-A40,12-A111

12-A12,12-A157,12-A36

12-A24,12-A168,12-A48

12-A3,12-A108,12-A150,12-A27
12-A15,12-A160,12-A39,12-A110,A-125

12-A6,12-A153,12-A30
12-A18,12-A148,12-A163,12-A42,12-A112

12-A57,58,59,60,88,134,135,136,137,138

12-A77,78,79,100

12-A71,95

12-A76,99,106,145

12-A67,68,93

12-A65,66,92,129,130

12-A126

12-A127

12-A128

12-A124

12-A123

12-A69,70,94,131,139

大 分 県 橋 梁 補 修 （ 国 道 ） 1２－A1～12、107～109、146、149～157

大 分 県 橋 梁 補 修 （ 地 方 道 ） 1２－A13～24、110～114、147～148、158～168

大 分 県 ト ン ネ ル 補 修 （ 国 道 ） 1２－A25～36
大 分 県 ト ン ネル 補 修 （ 地 方 道 ） 1２－A37～48、125
大分県点検・計画策定（県内一円） 1２－A115～122
大分県修繕（橋梁・ＴＮ）（市町村道） 1２－Ａ57～87,106,126,129～131,134～145

大分県点検・計画策定（市町村道） 1２－Ａ88～105
大 分 県 老 朽 橋 架 替 （ 国 道 ） 1２－Ａ127
大 分 県 老 朽 橋 架 替 （ 地 方 道 ） 1２－Ａ123、124、128

国　道　・　地　方　道

12-A132

12-A133


