
社会資本総合整備計画 事後評価書
10 大分の広域交流を支えるICアクセス道路等の整備

平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 大分県、別府市、中津市、佐伯市、由布市、玖珠町

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

10-A1 道路 一般 大分県 直接 国道 改築 ━━━━━━          2,03610-A2 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━━━━━6,043

10-A3 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━          1,47710-A4 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━━━     7,82010-A6 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━          1,07310-A7 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━          1,40810-A8 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━               13,15510-A10 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━          705

10-A11 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━          778

10-A12 道路 一般 中津市 直接 市町村道 改築 ━━━━━━━━━━ 833

10-A14 道路 一般 玖珠町 直接 市町村道 改築 ━━━━━━━━━━ 830

10-A15 道路 一般 玖珠町 直接 市町村道 改築 ━━━━━━━━━━ 589

10-A16 道路 一般 大分県 直接 国道 改築 ━━━━━━━━     4,70010-A21 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━          1,72210-A22 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━                    1,18010-A25 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━━━━━1,122

10-A26 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━                    210

10-A27 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━━━━━ 730

10-A28 道路 一般 佐伯市 直接 市町村道 改築 ━━━━               437

10-A30 道路 一般 由布市 直接 市町村道 改築 ━━━━━━━━     234

10-A31 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━━━     180

10-A34 道路 一般 大分県 直接 県道 改築      ━━               510

10-A38 道路 一般 中津市 直接 市町村道 改築           ━━━━━━ 700

10-A43 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━━━━━2,890

10-A44 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━━━━━2,457

10-A45 道路 一般 大分県 直接 県道 改築 ━━━━━━━━━━ 910

10-A46 道路 一般 大分県 直接 県道 改築                     ━━1,462

10-A47 道路 一般 大分県 直接 県道 改築                     ━━ 640

小計 56,831

合計 56,831

杵築市

玖珠町

現道拡幅 L=1.1km

バイパス L=1.1km

バイパス L=1.7km

バイパス L=1.2km

バイパス L=0.7km

バイパス L=0.6km

大分市

現道拡幅 L=0.3km

竹田市

佐伯市

臼杵市

豊後大野市

中津市

由布市

(一)糸原杵築線・大分空港道路工区

（一）三重新殿線・内田赤嶺工区

（主）竹田直入線・鏡工区

（主）竹田直入線・鏡２工区

(主)玖珠山国線・立羽田工区

現道拡幅 L=2.9km

バイパス L=2.5km

現道拡幅 L=0.9km

現道拡幅 L=0.9km

現道拡幅 L=0.7km

現道拡幅 L=3.8km

バイパス L=0.4km

現道拡幅 L=0.5km

現道拡幅 L=2.7km

現道拡幅 L=1.5km

現道拡幅 L=0.8km

現道拡幅 L=0.2km

現道拡幅 L=0.9km

（国）212号・日田拡幅

（主）大田杵築線・溝井工区

（一）別府山香線・内竈工区

（主）飯田高原中村線・河内２工区

（他）井ノ尻四日市線・四日市工区

（国）217号・平岩松崎ＢＰ

（一）床木海崎停車場線・海崎工区

大分県において評価を実施

日田市

杵築市

要素事業名

（H25）

24%

市町村名

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ｃ

事業
主体

56,831 百万円

交付対象事業

Ｂ

中津市

玖珠町

全体事業費
（百万円）

0 百万円

（２）パークウェイ線・長谷工区

（他）高速側道線・塚原工区

バイパス L=0.9km

現道拡幅 L=1.0km

現道拡幅 L=1.3km

当初現況値

走行時間の短縮率（％）＝（整備前の走行時間の合計－整備後の走行時間の合計）／（整備前の走行時間の合計）

（H29末）

豊後大野市

竹田市

竹田市

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

別府市（主）別府挾間線・浜脇２工区 バイパス L=0.7km

九重町

中津市

道路
種別

（主）飯田高原中村線・後野上工区

（主）中津高田線・大新田工区

（１）八面山線・田口工区

（１）長刎線・帆足工区

　　計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費

計画の名称

交付対象計画の期間
計画の目標

大分県におけるICアクセス道路等を整備することにより、広域交流及び地域経済活動を支援する。

最終目標値
　　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

中間目標値
備考

・ICアクセス道路等の走行時間をH29までに24％短縮

効果促進事業費の割合
0.4%

ICアクセス道路等の走行時間の短縮率を算出する。

0% 9%

（H27末）

57,062 百万円 231 百万円

（一）中津港線・定留工区

（一）宇佐インター線・下拝田工区 現道拡幅 L=0.2km 宇佐市

中津市

玖珠町

(一)高崎大分線・御幸工区

(主)中津高田線・今津工区

(主）玖珠山国線・松信工区

省略
工種

別府市

九重町

玖珠町

津久見市

佐伯市

（一）大泊浜徳浦線・徳浦工区

（一）緒方大野線・津留工区

（他）下池永西大新田線・下池永・大新田工区

現道拡幅 L=0.2km

現道拡幅 L=0.7km

バイパス L=0.6km

中津市

（主）竹田直入線・植木工区



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

10-C1 道路 一般 中津市 直接 簡易パーキングの整備 簡易パーキング整備 ━━━━               231

合計 231

番号 備考

10-C1

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

Ⅱ定量的指標の達成状況

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。

全体事業費
（百万円）番号 事業者

工種

市町村名
地区名

・中津高田線や竹田直入線の整備により、東九州自動車道や中九州横断道路へのアクセス道路等を整備することができ、交通ネットワークが強化された。
　また各種道路の整備が完了したことにより道路利用者に対する利便性が向上（所要時間短縮）した。

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

24% 24%

一体的に実施することにより期待される効果

中津市

八面山線(10-A12)や諸田中央線(10-A13)等の整備とあわせ、簡易パーキングの整備を行うことにより、事故防止及び道路利用者の利便性向上を図りたい。

ICアクセス道路等
の走行時間の短縮
率

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。

要素となる事業名 事業内容
省略



参考図面

計画の名称 10 大分の広域交流を支えるＩＣアクセス道路等の整備

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　別府市　中津市　佐伯市　由布市　玖珠町

10-A2

10-A3

10-A7

10-A6

10-A8

10-A10

10-A12

10-A15

10-A14

10-A38

10-A45

10-A44

10-A46
10-A47

10-A4
10-A43

10-A11

10-1-A1



参考図面

計画の名称 10 大分の広域交流を支えるＩＣアクセス道路等の整備

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　別府市　中津市　佐伯市　由布市　玖珠町

10-A16

10-A21

10-A25

10-A26

10-A27

10-A30

10-A31

10-A34

10-A28

10-A22


