
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年05月27日

計画の名称 　にぎわいを生みだし活力ある地域づくりを支える大分の道路ネットワーク

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 大分県

計画の目標 ■　高規格道路網とのアクセス強化による、物流機能の円滑化や地域産業の育成、広域的な交流活動を支援する。

■　行政サービスの向上や効率化を支援するため、市町村役場、医療施設や教育施設などへのアクセス、並びに合併関係市町村間のアクセス強化を図る道路整備を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              28,035  Ａ              27,809  Ｂ                   0  Ｃ                 185  Ｄ                  41 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.65 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H26当初） （H28末） （H30末）

   1 ・公共施設や商業施設等への走行時間をＨ３０までに３８％短縮

公共施設や商業施設等への走行時間の短縮率を算出する。 0％ 18％ 38％

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

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む 〇 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

・九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施されている要素事業：A10 他・日田市定住自立圏構想に基づき実施されている要素事業：A3 他・大分都市広域圏域ビジョンに基づき実施されている要素事業：A1 他

1 案件番号： 0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 大分県 直接 大分県 国道 改築 （国）217号・一尺屋拡幅

（1-A1）

現道拡幅 L=0.9km 大分市  ■  ■  ■  ■  ■       1,048 －

大分都市圏

A01-002

道路 一般 大分県 直接 大分県 国道 改築 （国）442号・合瀬拡幅（

1-A2）

現道拡幅 L=1.1km 日田市  ■  ■  ■         302 －

A01-003

道路 一般 大分県 直接 大分県 国道 改築 （国）387号・豆生野拡幅

（1-A3）

現道拡幅 L=2.0km 日田市  ■  ■  ■  ■  ■         224 －

日田市定住自立圏

A01-004

道路 一般 大分県 直接 大分県 国道 改築 （国）213号・国東工区(1

-A4)

道路付属物修繕（道の駅） 国東市  ■           5 －

A01-005

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）三重弥生線・因尾

２工区（1-A5）

バイパス L=0.8km 佐伯市  ■  ■          21 －

A01-006

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）新城山香線・梅ノ

木北工区（1-A6）

バイパス L=0.6km 豊後高田市  ■  ■         191 －

九州周防灘地域定住自立圏

1 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）百枝浅瀬野津線・

上田原２工区（1-A7）

現道拡幅 L=0.7km 豊後大野市  ■  ■  ■  ■  ■         474 －

大分都市圏

A01-008

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）三重弥生線・松尾

２工区（1-A8）

現道拡幅 L=1.1km 豊後大野市  ■  ■  ■  ■  ■         517 －

大分都市圏

A01-009

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）庄内久住線・塩手

工区（1-A9）

現道拡幅 L=0.9km 竹田市  ■  ■         122 －

大分都市圏

A01-010

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）鳥越湯布院線・筌

ノ口３工区（1-A10）

現道拡幅 L=0.8km 宇佐市  ■  ■  ■  ■  ■         340 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-011

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）田野庄内線・鹿倉

２工区（1-A11）

バイパス L=1.0km 由布市  ■  ■  ■  ■  ■         545 －

大分都市圏

A01-012

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）小挾間大分線・朴

木工区（1-A12）

現道拡幅 L=0.8km 由布市  ■  ■  ■         135 －

大分都市圏

2 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-013

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）緒方高千穂線・上

冬原工区（1-A13）

バイパス L=1.2km 豊後大野市  ■  ■  ■  ■  ■         528 －

大分都市圏

A01-014

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）戸畑日田線・馬原

２工区（1-A14）

現道拡幅 L=1.1km 日田市  ■  ■  ■  ■  ■         380 －

日田市定住自立圏

A01-015

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）四浦日代線・仙水

工区（1-A15）

現道拡幅 L=1.1km 津久見市  ■          90 －

大分都市圏

A01-016

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）東山庄内線・城島

工区（1-A17）

現道拡幅 L=0.7km 別府市  ■          70 －

大分都市圏

A01-017

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）小挾間大分線・堺

工区（1-A18）

現道拡幅 L=1.0km 由布市  ■          30 －

大分都市圏

A01-018

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）吉野原犬飼線・千

塚工区（1-A22）

現道拡幅 L=0.6km 臼杵市  ■           5 －

大分都市圏

3 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-019

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）白丹竹田線・下志

土知工区（1-A26）

現道拡幅 L=0.9km 竹田市  ■  ■  ■  ■  ■         358 －

大分都市圏

A01-020

道路 一般 大分市 直接 大分市 市町村

道

改築 （他）権現線・野津原工

区(1-A29)

現道拡幅 L=1.1km 大分市  ■  ■  ■  ■  ■         132 －

大分都市圏

A01-021

道路 一般 大分市 直接 大分市 市町村

道

改築 （１）遊歩公園東線・大

手町工区(1-A30)

現道拡幅 L=0.1km 大分市  ■          30 －

A01-022

道路 一般 大分市 直接 大分市 市町村

道

改築 （１）中央通り線・中央

町工区(1-A31)

道路改築 L=0.4km 大分市  ■  ■  ■       1,407 －

A01-023

道路 一般 別府市 直接 別府市 市町村

道

改築 （他）山家2号線・山家工

区(1-A32)

道路拡幅 L=0.3km 別府市  ■          42 －

A01-024

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （１）島樋山路線・大島

・宮園工区(1-A33)

現道拡幅 L=0.1km 中津市  ■  ■  ■  ■  ■         271 －

九州周防灘地域定住自立圏

4 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-025

道路 一般 日田市 直接 日田市 市町村

道

改築 （１）中大山続木線・山

際工区(1-A34)

現道拡幅 L=1.3km 日田市  ■  ■  ■         202 －

A01-026

道路 一般 日田市 直接 日田市 市町村

道

改築 （１）三ノ宮尾当線・三

ノ宮工区(1-A35)

現道拡幅 L=2.6km 日田市  ■  ■  ■  ■         161 －

日田市定住自立圏

A01-027

道路 一般 日田市 直接 日田市 市町村

道

改築 （１）坂合線・本村工区(

1-A36)

現道拡幅 L=0.6km 日田市  ■  ■  ■  ■  ■         197 －

日田市定住自立圏

A01-028

道路 一般 佐伯市 直接 佐伯市 市町村

道

改築 （１）女島15号線・女島

工区(1-A38)

現道拡幅 L=0.6km 佐伯市  ■  ■  ■         183 －

A01-029

道路 一般 臼杵市 直接 臼杵市 市町村

道

改築 （他）落合久木小野線・

久木小野工区(1-A39)

現道拡幅 L=1.1km 臼杵市  ■  ■  ■  ■  ■         386 －

九州周防灘地域定住自立圏、大分都市圏

A01-030

道路 一般 竹田市 直接 竹田市 市町村

道

改築 （１）城原線・植木工区(

1-A40)

現道拡幅 L=1.1km 竹田市  ■  ■  ■  ■  ■         400 －

大分都市圏

5 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-031

道路 一般 竹田市 直接 竹田市 市町村

道

改築 （他）長慶橋宇津線・植

木工区(1-A41)

現道拡幅 L=0.1km 竹田市  ■  ■          66 －

A01-032

道路 一般 竹田市 直接 竹田市 市町村

道

改築 （２）住吉倉木線・田井

工区(1-A42)

現道拡幅 L=0.1km 竹田市  ■  ■          45 －

A01-033

道路 一般 竹田市 直接 竹田市 市町村

道

改築 （２）吉野鶴線・次倉工

区(1-A43)

現道拡幅 L=2.0km 竹田市  ■  ■  ■         140 －

A01-034

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 市町村

道

改築 （１）田所岳切線・田所

工区(1-A45)

現道拡幅 L=2.4km 宇佐市  ■  ■  ■  ■  ■          81 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-035

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 市町村

道

改築 （２）福貴野枝郷線・枝

郷工区(1-A46)

現道拡幅 L=0.2km 宇佐市  ■  ■  ■  ■  ■         151 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-036

道路 一般 豊後大野

市

直接 豊後大野市 市町村

道

改築 （１）牛首線・大原工区(

1-A47)

現道拡幅 L=1.7km 豊後大野市  ■  ■  ■  ■  ■         869 －

大分都市圏

6 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-037

道路 一般 豊後大野

市

直接 豊後大野市 市町村

道

改築 （１）南部幹線・志賀工

区(1-A48)

現道拡幅 L=1.8km 豊後大野市  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

大分都市圏

A01-038

道路 一般 豊後大野

市

直接 豊後大野市 市町村

道

改築 （２）久原柳瀬・伏野新

田線・久田・伏野工区(1-

A49)

現道拡幅 L=2.0km 豊後大野市  ■  ■  ■  ■  ■         450 －

大分都市圏

A01-039

道路 一般 豊後大野

市

直接 豊後大野市 市町村

道

改築 （１）中原河屋線・後田

工区(1-A50)

現道拡幅 L=2.2km 豊後大野市  ■  ■  ■  ■  ■         396 －

大分都市圏

A01-040

道路 一般 豊後大野

市

直接 豊後大野市 市町村

道

改築 （他）下山片島線・下山

工区(1-A51)

バイパス L=0.2km 豊後大野市  ■  ■  ■  ■  ■         400 －

大分都市圏

A01-041

道路 一般 国東市 直接 国東市 市町村

道

改築 （他）古柄線・丸小野工

区(1-A52)

現道拡幅 L=2.0km 国東市  ■  ■  ■  ■          93 －

A01-042

道路 一般 国東市 直接 国東市 市町村

道

改築 （１）文珠線・大恩寺２

工区(1-A53)

現道拡幅 L=0.9km 国東市  ■  ■         337 －

7 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-043

道路 一般 九重町 直接 九重町 市町村

道

改築 （２）奥双石線・奥双石

工区(1-A54)

現道拡幅 L=0.2km 九重町  ■          32 －

A01-044

道路 一般 九重町 直接 九重町 市町村

道

改築 （１）筌ノ口須久保線・

筌ノ口工区(1-A55)

現道拡幅 L=0.6km 九重町  ■  ■  ■  ■  ■          89 －

A01-045

道路 一般 九重町 直接 九重町 市町村

道

改築 （他）後本村線・後本村

工区(1-A56)

現道拡幅 L=0.3km 九重町  ■  ■  ■  ■          85 －

A01-046

道路 一般 玖珠町 直接 玖珠町 市町村

道

改築 （他）豊後森機関庫線・

帆足工区(1-A58)

現道拡幅 L=0.1km 玖珠町  ■  ■         178 －

A01-047

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （他）山ノ中小平線・山

ノ中・小平工区(1-A59)

現道拡幅 L=0.9km 中津市  ■  ■  ■  ■  ■         299 －

A01-048

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （他）野路諫山南平線・

臼木工区(1-A60)

現道拡幅 L=0.6km 中津市  ■  ■          85 －

8 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-049

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （他）向尾線・西谷工区(

1-A61)

現道拡幅 L=0.9km 中津市  ■  ■         270 －

A01-050

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （１）藤野木線・藤野木

工区(1-A62)

現道拡幅 L=0.7km 中津市  ■  ■  ■         180 －

A01-051

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （１）長尾野線・長尾野

工区(1-A63)

現道拡幅　L=0.9km 中津市  ■  ■  ■  ■          18 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-052

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）阿蘇くじゅう公園

線・沢水工区（1-A64）

現道拡幅 L=5.3km 竹田市  ■          54 －

大分都市圏

A01-053

道路 一般 佐伯市 直接 佐伯市 市町村

道

改築 （他）臼坪東常盤線・常

盤工区(1-A65)

現道拡幅 L=0.3km 佐伯市  ■  ■  ■          80 －

A01-054

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （他）肥前屋線・中摩工

区(1-A66)

現道拡幅 L=0.1km 中津市  ■  ■  ■  ■         259 －

九州周防灘地域定住自立圏

9 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-055

道路 一般 大分県 直接 大分県 国道 改築 （国）442号・久住拡幅Ⅱ

（1-A67）

現道拡幅 L=2.0km 竹田市  ■  ■  ■  ■  ■         252 －

大分都市圏

A01-056

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

新設 （他）万田・沖代線・万

田・沖代工区(1-A68)

バイパス L=1.3km 中津市  ■  ■  ■  ■  ■         399 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-057

道路 一般 佐伯市 直接 佐伯市 市町村

道

改築 （２）パークウェイ線・

堅田工区(1-A69)

現道拡幅 L=1.0km 佐伯市  ■          35 －

A01-058

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）日田玖珠線・羽田

工区（1-A70）

バイパス L=0.5km 日田市  ■           7 －

日田市定住自立圏

A01-059

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）飯田高原中村線・

河内３工区（1-A71）

現道拡幅 L=0.9km 九重町  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-060

道路 一般 大分県 直接 大分県 国道 交安 （国）197号外・大分工区

(1-A72)

道路施設整備（道の駅 外）2

0箇所

大分県管内一円  ■  ■  ■  ■  ■         170 －

大分都市圏

10 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-061

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （他）御澄池東通り線・

大貞・加来工区（1-A73）

現道拡幅 L=0.7km 中津市  ■  ■  ■  ■  ■         110 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-062

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）天瀬阿蘇線・上袋

工区(1-A75)

バイパス L=0.9km 日田市  ■  ■  ■  ■         153 －

日田市定住自立圏

A01-063

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）豊後高田国東線・

一畑工区（1-A76）

バイパス L=1.0km 豊後高田市  ■  ■  ■         372 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-064

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）三重弥生線・小半

工区（1-A77）

バイパス L=0.5km 佐伯市  ■  ■  ■  ■         101 －

A01-065

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）栃野西大山線・中

津江工区（1-A78）

バイパス L=0.8km 日田市  ■  ■  ■  ■         271 －

日田市定住自立圏

A01-066

道路 一般 大分市 直接 大分市 市町村

道

改築 （他）岡角子原線・政所

工区(1-A79)

バイパス L=2.5km 大分市  ■  ■         505 －

11 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-067

道路 一般 日田市 直接 日田市 市町村

道

改築 （１）北豆田三郎丸線・

吹上工区(1-A80)

現道拡幅 L=0.3km 日田市  ■  ■  ■         159 －

日田市定住自立圏

A01-068

道路 一般 竹田市 直接 竹田市 市町村

道

改築 （１）高伏線・高伏工区(

1-A81)

現道拡幅 L=1.3km 竹田市  ■  ■  ■          66 －

大分都市圏

A01-069

道路 一般 竹田市 直接 竹田市 市町村

道

改築 （１）中央線・名子山工

区(1-A82)

現道拡幅 L=1.3km 竹田市  ■         235 －

A01-070

道路 一般 竹田市 直接 竹田市 市町村

道

改築 （１）志土知久保線・久

保工区(1-A83)

現道拡幅 L=3.2km 竹田市  ■  ■  ■          81 －

大分都市圏

A01-071

道路 一般 大分市 直接 大分市 市町村

道

改築 （他）中通線・馬場工区(

1-A85)

現道拡幅 L=0.4km 大分市  ■  ■  ■  ■          31 －

大分都市圏

A01-072

道路 一般 別府市 直接 別府市 市町村

道

改築 （他）南野地1号線ほか25

路線・小倉ほか25工区(1-

A86)

現道拡幅 L=4.3km 別府市  ■         450 －

12 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-073

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （他）栃木線・栃木工区(

1-A87)

現道拡幅 L=0.1km 中津市  ■  ■  ■  ■          64 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-074

道路 一般 佐伯市 直接 佐伯市 市町村

道

改築 （１）南部線・大平工区(

1-A89)

現道拡幅 L=0.6km 佐伯市  ■  ■  ■  ■         126 －

A01-075

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 市町村

道

改築 （１）新貝谷線・中山工

区(1-A90)

現道拡幅 L=2.5km 宇佐市  ■  ■  ■  ■          17 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-076

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 市町村

道

改築 （２）松崎・岩保線・松

崎工区(1-A91)

現道拡幅 L=0.6km 宇佐市  ■  ■  ■  ■  ■          26 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-077

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 市町村

道

改築 （１）上田・四日市線・

上田工区(1-A92)

現道拡幅 L=1.1km 宇佐市  ■  ■  ■  ■  ■         252 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-078

道路 一般 豊後大野

市

直接 豊後大野市 市町村

道

改築 （１）赤嶺金田管生線・

赤嶺工区(1-A93)

現道拡幅 L=0.1km 豊後大野市  ■  ■          58 －

13 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-079

道路 一般 国東市 直接 国東市 市町村

道

改築 （１）西村西方寺線・竹

田津工区(1-A94)

バイパス L=1.0km 国東市  ■  ■  ■  ■         179 －

A01-080

道路 一般 日出町 直接 日出町 市町村

道

改築 （２）陣ノ辻線・藤原工

区(1-A96)

現道拡幅 L=2.0km 日出町  ■  ■  ■  ■          80 －

大分都市圏

A01-081

道路 一般 日出町 直接 日出町 市町村

道

改築 （１）平原新貝深江線・

大神工区(1-A97)

現道拡幅 L=1.2km 日出町  ■  ■  ■  ■          95 －

大分都市圏

A01-082

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）宇佐本耶馬渓線・

江須賀工区（1-A98）

現道拡幅 L=0.9km 宇佐市  ■          81 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-083

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）別府挾間線・浜脇

２工区（1-A100）

バイパス L=0.7km 別府市  ■  ■          60 －

大分都市圏

A01-084

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）宇佐インター線・

下拝田工区（1-A101）

現道拡幅 L=0.2km 宇佐市  ■          59 －

九州周防灘地域定住自立圏

14 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-085

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）地蔵峠小田原線・

長岩屋工区（1-A103）

現道拡幅 L=1.1km 豊後高田市  ■          90 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-086

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）成仏杵築線・中野

工区（1-A104）

現道拡幅 L=1.2km 国東市  ■         100 －

A01-087

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）久木野尾山浦線・

川床２工区（1-A105）

現道拡幅 L=1.0km 杵築市  ■          55 －

A01-088

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）弓立上戸次線・中

野工区（1-A106）

現道拡幅 L=1.1km 大分市  ■          60 －

大分都市圏

A01-089

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）臼杵津久見線・下

り松工区（1-A107）

現道拡幅 L=0.6km 臼杵市  ■          70 －

大分都市圏

A01-090

道路 一般 大分県 直接 大分県 国道 改築 （国）387号・川底工区（

1-A108）

バイパス L=0.5km 九重町  ■  ■  ■          97 －

15 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-091

道路 一般 国東市 直接 国東市 市町村

道

改築 （他）安国寺岩屋線・安

国寺工区(1-A109)

バイパス L=0.4km 国東市  ■  ■  ■         132 －

A01-092

道路 一般 大分市 直接 大分市 市町村

道

改築 （１）西寒多神社参道線

・寒田工区(1-A110)

現道拡幅 L=0.1km 大分市  ■  ■  ■          85 －

大分都市圏

A01-093

道路 一般 大分市 直接 大分市 市町村

道

新設 （１）猪野皆春線・皆春

工区(1-A111)

バイパス L=1.2km 大分市  ■  ■  ■         358 －

大分都市圏

A01-094

道路 一般 別府市 直接 別府市 市町村

道

新設 （他）春木8号線・中須賀

工区(1-A112)

バイパス L=0.1km 別府市  ■  ■  ■          30 －

大分都市圏

A01-095

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （１）藤野木線・中摩工

区(1-A113)

現道拡幅 L=0.9km 中津市  ■  ■  ■           9 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-096

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （他）大新田730号線・大

新田工区(1-A114)

現道拡幅 L=0.4km 中津市  ■         200 －

16 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-097

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （他）樋田中島線・樋田

工区(1-A115)

現道拡幅 L=0.2km 中津市  ■          91 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-098

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 市町村

道

改築 （他）拝田新洞線・上拝

田工区(1-A117)

バイパス L=0.2km 宇佐市  ■  ■         250 －

A01-099

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 市町村

道

改築 （他）下恵良栗山線・上

余工区(1-A118)

現道拡幅 L=1.1km 宇佐市  ■  ■          40 －

A01-100

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 市町村

道

改築 （１）萱籠崩ヶ迫線・萱

籠工区(1-A119)

現道拡幅 L=0.7km 宇佐市  ■  ■          60 －

A01-101

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）大泊浜徳浦線・風

成２工区（1-A120）

現道拡幅 L=0.5km 臼杵市  ■  ■  ■         397 －

大分都市圏

A01-102

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）大泊浜徳浦線・深

江工区（1-A121）

バイパス L=1.1km 臼杵市  ■  ■  ■       1,052 －

大分都市圏

17 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-103

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）梶寄浦佐伯線・灘

工区（1-A122）

現道拡幅 L=1.0km 佐伯市  ■  ■  ■         189 －

A01-104

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）梶寄浦佐伯線・吹

浦工区（1-A123）

現道拡幅 L=0.7km 佐伯市  ■          58 －

A01-105

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）緒方朝地線・上尾

塚工区（1-124）

現道拡幅 L=1.2km 豊後大野市  ■  ■  ■         516 －

大分都市圏

A01-106

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）三重新殿線・牟礼

前田工区（1-A125）

バイパス L=3.0km 豊後大野市  ■  ■  ■         461 －

大分都市圏

A01-107

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）三重新殿線・赤嶺

牟礼工区（1-A126）

バイパス L=1.0km 豊後大野市  ■         234 －

大分都市圏

A01-108

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）三重新殿線・内田

工区（1-A127）

バイパス L=0.8km 豊後大野市  ■  ■         288 －

大分都市圏

18 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-109

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）三重新殿線・秋葉

内田工区（1-A128）

バイパス L=1.3km 豊後大野市  ■  ■  ■         336 －

大分都市圏

A01-110

道路 一般 大分県 直接 大分県 国道 改築 （国）197号・鶴崎拡幅（

1-A131）

現道拡幅 L=2.8km 大分市  ■  ■  ■         294 －

大分都市圏

A01-111

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）糸原杵築線・大分

空港道路工区（1-A132）

現道拡幅 L=3.1km 杵築市  ■         135 －

A01-112

道路 一般 大分県 直接 大分県 国道 改築 （国）213号・大分空港道

路工区（1-A133）

現道拡幅 L=0.8km 杵築市  ■  ■  ■         691 －

A01-113

道路 一般 中津市 直接 中津市 市町村

道

改築 （他）諸田中央線・犬丸

工区(1-A134)

バイパス L=0.8km 中津市  ■  ■  ■  ■  ■         160 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-114

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）飯田高原中村線・

河内２工区（1-A135）

バイパス L=0.9km 九重町  ■           4 －

19 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-115

道路 一般 日田市 直接 日田市 市町村

道

改築 （他）朝日ヶ丘線・朝日

ヶ丘工区(1-A136)

現道拡幅 L=0.4km 日田市  ■  ■  ■          81 －

日田市定住自立圏

A01-116

道路 一般 佐伯市 直接 佐伯市 市町村

道

改築 （１）黒沢線・川井工区(

1-A137)

現道拡幅 L=0.4km 佐伯市  ■  ■          20 －

A01-117

道路 一般 竹田市 直接 竹田市 市町村

道

改築 （１）湯の原仲村線・湯

の原工区 (1-A138)

現道拡幅 L=1.0km 竹田市  ■          32 －

大分都市圏

A01-118

道路 一般 杵築市 直接 杵築市 市町村

道

改築 （２）鹿倉線・鹿倉工区(

1-A139)

現道拡幅 L=1.0km 杵築市  ■  ■          12 －

A01-119

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）色宮港木立線・浦

代浦～木立工区（1-A140

）

バイパス L=4.2km 佐伯市  ■  ■         160 0.8 －

A01-120

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）中津高田線・江須

賀～金屋工区（1-A141）

バイパス L=2.8km 宇佐市  ■  ■         195 1.2 －

九州周防灘地域定住自立圏

20 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-121

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）三重弥生線・小半

橋工区(1-A142)

老朽橋架替（現道拡幅　L=0.

36km）

佐伯市  ■          88 －

A01-122

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）豊後高田国東線・

一畑２工区（1-A143）

バイパス L=0.9km 豊後高田市  ■          50 －

日田市定住自立圏

A01-123

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）宝珠山日田線・殿

町２工区（1-A144）

現道拡幅 L=0.9km 日田市  ■          50 －

日田市定住自立圏

A01-124

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）別府山香線・南端

工区（1-A145）

現道拡幅 L=1.0km 別府市  ■          45 －

大分都市圏

A01-125

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）別府山香線・野田

工区（1-A146）

現道拡幅 L=0.4km 別府市  ■          45 －

大分都市圏

A01-126

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）八坂真那井線・真

那井工区（1-A147）

バイパス L=0.6km 日出町  ■          20 －

大分都市圏

21 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-127

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）山香院内線・野原

工区（1-A148）

バイパス L=0.6km 杵築市  ■          27 －

A01-128

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）湛水挾間線・田の

口工区（1-A149）

バイパス・現道拡幅 L=1.4km 大分市  ■          62 －

大分都市圏

A01-129

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）田野庄内線・原中

工区（1-A150）

現道拡幅 L=0.2km 由布市  ■          46 －

大分都市圏

A01-130

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）別府挾間線・北方

工区（1-A151）

現道拡幅 L=0.7km 由布市  ■          31 －

大分都市圏

A01-131

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）東山庄内線・北大

津留３工区（1-A152）

現道拡幅 L=1.2km 由布市  ■          95 －

大分都市圏

A01-132

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）鶴崎大南線・毛井

工区（1-A153）

現道拡幅 L=0.3km 大分市  ■          34 －

大分都市圏

22 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-133

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）臼杵大南線・久木

小野工区（1-A154）

現道拡幅 L=0.7km 臼杵市  ■           8 －

大分都市圏

A01-134

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）日之影宇目線・長

淵２工区（1-A155）

現道拡幅 L=0.3km 佐伯市  ■          80 －

A01-135

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）百枝大野線・西泉

工区（1-A156）

現道拡幅 L=0.2km 豊後大野市  ■          83 －

大分都市圏

A01-136

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）緒方高千穂線・米

山工区（1-A157）

現道拡幅 L=0.4km 豊後大野市  ■         100 －

大分都市圏

A01-137

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）竹田五ヶ瀬線・田

原３工区（1-A158）

バイパス L=0.8lm 竹田市  ■          80 －

大分都市圏

A01-138

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）下恵良九重線・竜

門の滝工区（1-A159）

現道拡幅 L=0.3km 九重町  ■          60 －

23 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-139

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）日田玖珠線・羽田

２工区（1-A160）

現道拡幅 L=0.9km 日田市  ■          99 －

日田市定住自立圏

A01-140

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）朝田日田線・銭花

工区（1-A161）

現道拡幅 L=0.9km 日田市  ■          88 －

日田市定住自立圏

A01-141

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）和田大鶴停車場線

・大鶴工区（1-A162）

現道拡幅 L=0.1km 日田市  ■          40 －

日田市定住自立圏

A01-142

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）臼木沖代線・一ッ

松工区（1-A163）

現道拡幅 L=0.2km 中津市  ■          21 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-143

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）下恵良九重線・田

平工区（1-A164）

現道拡幅 L=0.2km 宇佐市  ■          45 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-144

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）宇佐本耶馬溪線・

山口工区（1-A165）

現道拡幅 L=0.3km 宇佐市  ■          50 －

九州周防灘地域定住自立圏

24 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-145

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）山香院内線・九人

ヶ塔工区（1-A166）

現道拡幅 L=0.9km 宇佐市  ■         100 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-146

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）津房木裳線・松木

・尾立工区（1-A167）

現道拡幅 L=0.5km 宇佐市  ■          48 －

九州周防灘地域定住自立圏

A01-147

道路 一般 日出町 直接 日出町 市町村

道

改築 （他）榎竹光線・川崎工

区（1-A168）

現道拡幅　L=0.6km 日出町  ■          40 －

A01-148

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 市町村

道

新設 （他）岩崎椿線・岩崎工

区（1-A169）

道の駅整備 宇佐市  ■           5 －

A01-149

道路 一般 九重町 直接 九重町 市町村

道

改築 （他）川西木納水線・川

西工区（1-A170）

現道拡幅(L=0.5km) 九重町  ■           9 －

A01-150

道路 一般 竹田市 直接 竹田市 市町村

道

改築 （２）荻迫線・萩迫工区

（1-A171）

現道拡幅（L=0.1km） 竹田市  ■          15 －

25 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-151

道路 一般 日田市 直接 日田市 市町村

道

新設 （他）野瀬部鎌手線・鎌

手工区(1-A172)

道路新設（L=0.1km） 日田市  ■          24 －

A01-152

道路 一般 由布市 直接 由布市 市町村

道

改築 （１）東行田代線・田代3

工区（1-A173）

現道拡幅　L=0.8km 由布市  ■         100 －

A01-153

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）円座中津線・小野

川内工区

現道拡幅 L=0.2km 宇佐市  ■          15 －

A01-154

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）湛水挾間線・谷工

区

現道拡幅 L=0.6km 由布市  ■          12 －

A01-155

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）高崎大分線・八幡

２工区

現道拡幅 L=0.2km 大分市  ■          30 －

A01-156

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （主）日田鹿本線・下釣

工区

現道拡幅 L=0.1km 日田市  ■          20 －

26 案件番号：  0000328904



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-157

道路 一般 大分県 直接 大分県 都道府

県道

改築 （一）岩戸五馬日田線・

小坪尻工区

現道拡幅 L=0.1km 日田市  ■          20 －

A01-158

道路 一般 国東市 直接 国東市 市町村

道

改築 （他）成吉手野線ほか・

手野ほか(1-A95)

橋梁架替　N=2橋 国東市  ■  ■  ■  ■         235 －

 小計      27,809

合計      27,809

27 案件番号：  0000328904



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

C01-001

道路 一般 宇佐市 直接 宇佐市 － 施設整

備

駐車帯の整備(1-C3) 駐車帯の整備 宇佐市  ■  ■          20 －

（１）田所岳切線（１－Ａ４５）の整備と併せ、駐車帯の整備を行うことにより、岳切渓谷を中心とした観光施設周辺の慢性的な渋滞、事故危険性の解消を図る。

C01-002

道路 一般 玖珠町 直接 玖珠町 － 施設整

備

駐車帯の整備等(1-C4) 駐車帯の整備等 玖珠町  ■  ■          80 －

（他）豊後森機関庫線（１－Ａ５８）の整備と併せ、駐車帯の整備等を行うことにより、国指定文化財「旧豊後森機関庫」及び玖珠中心市街地等の周遊ルートを確立し、にぎわいの創出を図る。

C01-003

道路 一般 中津市 直接 中津市 － 交安 （国）500号・耶馬工区(1

-C5)

道の駅トイレ整備等 中津市  ■          10 －

道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。

C01-004

道路 一般 日田市 直接 日田市 － 交安 （国）387・かみつえ工区

(1-C6)

道の駅トイレ整備等 日田市  ■          10 －

道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。

C01-005

道路 一般 佐伯市 直接 佐伯市 － 交安 （国）326 ほか1路線・宇

目ほか1工区(1-C7)

道の駅トイレ整備等 佐伯市  ■          20 －

道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。

C01-006

道路 一般 豊後大野

市

直接 豊後大野市 － 交安 （地）緒方高千穂線 ほか

3路線・清川ほか3工区(1-

C8)

道の駅トイレ整備等 豊後大野市  ■          30 －

道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。

1 案件番号：  0000328904



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

C01-007

道路 一般 国東市 直接 国東市 － 交安 （国）213号・くにみ工区

(1-C9)

道の駅トイレ整備等 国東市  ■          15 －

道路休憩施設である道の駅の基礎機能の充実のため、トイレ機能等の向上を図る。

 小計         185

合計         185

2 案件番号：  0000328904



D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

円滑化地籍整備事業

D17-001

地籍整備 一般 大分県 間接 別府市 － － 別府市　社会資本整備円

滑化地籍整備事業

面積 0.49km2 別府市  ■  ■  ■          41 －

道路事業（１－A８６）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

 小計          41

合計          41

1 案件番号：  0000328904



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

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）

○特記事項（今後の方針等）

大分県において評価を実施
事後評価の実施体制

0000328904案件番号：

事業完了後

大分県ホームページにて公表

・アクセス道路を概ね整備することができたことから、各種施設等へのアクセス強化及び物流機能の円滑化や地域産業の育成、
広域的な交流活動の支援へ寄与することができた。

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。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

公共公共施設や商業施 設等への走行時間 の短縮率

最　終
目標値

38％
優先順位を踏まえ計画的に事業を実施したものの、当初の想定よりも施工や用地取得・関係機関協議等に不測の費用・日数を要した。こ のた

め、目標値の達成には至らなかった。

最　終
17％

実績値

1 案件番号：0000328904


