
19 宮城県の発展と活力に満ちた飛躍を支える社会資本整備（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

◇車両の快適な走行空間を確保する舗装補修

　健全な走行空間を支えてきた舗装の老朽化が進んでいるため、適切な舗装補修を実施することにより、快適な走行空間を確保する。

◇通学路における歩行空間の確保

　小学生の通学路における危険箇所に対して、適切な交通安全対策を実施することにより、安全・安心な歩行空間を確保する。

①　車両の快適な走行空間を確保する舗装補修完了率　（％）

②　通学路における安全・安心な歩行空間の確保率　　（％）

（H27当初） （H29末） （H31末）
①　車両の快適な走行空間を確保する舗装補修完了率　（％）

快適な走行空間の確保率（％）　＝　快適な走行空間の確保箇所数　／　要対策箇所数　×　100

②　通学路における安全・安心な歩行空間の確保率　　（％）
安全・安心な歩行空間の確保率（％）　＝　安全・安心な歩行空間の確保延長　／　要対策延長　×　100

A1　道路事業
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 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

19-A-1 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 改築 現道拡幅 L=1.4km 加美町 1,724 － －

19-A-2 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 改築 現道拡幅 L=1.5km 加美町 1,384 － －

19-A-3 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=3.2km 石巻市 150 － 未策定

19-A-4 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=3.0km 利府町 140 － 未策定

19-A-5 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=1.5km 名取市 200 － 未策定

19-A-6 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 国道橋梁 橋梁補修 一式 川崎町 285 － 策定済

19-A-7 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=0.5km 大郷町 100 － 未策定

19-A-8 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 災防 法面対策 L=0.2km 栗原市 165 － 未策定

19-A-9 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 一式 白石市 200 － 未策定

19-A-10 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 一式 石巻市 323 － 未策定

19-A-11 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 一式 栗原市 177 － 未策定

19-A-12 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 点検 一式 県内一円 20 － 未策定

19-A-13 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 点検 一式 県内一円 20 － 未策定

19-A-17 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=3.8km 栗原市 560 － 未策定

19-A-21 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 災防 法面対策 L=0.9km 丸森町 580 － 未策定

19-A-22 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 一式 大崎市 651 － 未策定

19-A-23 道路 一般（雪寒） 宮城県 直接 - 補助国道 雪寒 L=11.3km 加美町 2,170 － －

19-A-24 道路 一般（雪寒） 宮城県 直接 - 補助国道 雪寒 L=0.82km 栗原市 4,400 － －

19-A-25 道路 一般（雪寒） 宮城県 直接 - 補助国道 除雪(機械) 除雪機械購入 一式 県内一円 1,380 － －

19-A-27 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 交安 歩道設置 L=2.5km 岩沼市 876 － －

19-A-28 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 交安 歩道設置 L=1.9km 大郷町 792 － －

19-A-29 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 交安 歩道設置 L=0.53km 塩竈市 668 － －

19-A-30 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 交安 歩道設置 L=1.7km 大崎市 488 － －

19-A-31 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 交安 自転車歩行車道 L=0.9km 登米市 1,420 － －

19-A-32 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 交安 自転車歩行車道 L=2.05km 登米市 700 － －

19-A-33 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 交安 歩道設置 L=0.66km 登米市 491 － －

19-A-34 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 交安 歩道設置 L=0.66km 登米市 2,765 － －

19-A-35 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 交安 歩道設置 L=0.27km 石巻市 1,022 － －

19-A-36 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 交安 歩道設置 L=2.8km 美里町 802 － －

19-A-37 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 交安 歩道設置 L=1.05km 角田市 600 － －

19-A-41 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 国道舗装 舗装補修 L=2.5km 川崎町 250 － 未策定

19-A-42 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 地方道舗装 舗装補修 L=1.7km 村田町 100 － 未策定

19-A-43 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 地方道舗装 舗装補修 L=2.4km 大崎市 310 － 未策定

19-A-46 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 地方道橋梁 橋梁補修 一式 丸森町 166 － 策定済

計画の目標

　　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
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

別紙５－２

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 平成29年9月29日

計画の名称 重点計画の該当

計画の期間 交付対象
宮城県、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原
町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、
南三陸町

Ａ 76,053

0.0% 27.0% 81.0%

25.4% 72.2% 90.1%

交付対象事業

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

百万円 Ｄ 0 百万円 効果促進事業費の割合 0.0%百万円 Ｂ 1,400 百万円 Ｃ 0全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
77,453 百万円

（主）河北桃生線・太田工区

（主）仙台松島線・赤沼工区

（主）仙台空港線・植松工区

（国）457号　芋窪橋

（主）大和松島線・中村工区

（一）岩入一迫線・花山工区

費用便益比 備考

（国）347号・宇津野（2）工区

（国）347号・柳瀞（2）工区

（国）398号ほか ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ点検

（主）塩釜亘理線ほか 路面下空洞化調査

（国）398号・若柳工区

（主）丸森霊山線・筆甫工区

（国）113号・小原工区 トンネル照明更新

（国）398号・釜谷ﾄﾝﾈﾙほか工区 道路情報設備更新

（国）398号・築館工区 道路情報設備更新

（国）108号ほか

（主）岩沼蔵王線・小川工区

（主）利府松山線・粕川工区

（主）泉塩釜線・東玉川工区

（主）鹿島台高清水線・平渡工区

（国）398号・西館工区

（国）108号ほか・鬼首トンネルほか工区 トンネル設備更新

（国）347号・外川工区 雪崩防止対策

（国）398号・湯浜工区 スノーシェッド

（国）286号・笹谷工区

（主）亘理大河原川崎線・村田工区

（主）古川松山線・古川中里工区

（主）丸森霊山線　丸森橋

（主）古川佐沼線・板倉工区

（主）河南米山線・鈴根工区

（一）東和登米線・日根牛工区

（国）398号・門脇工区

（主）石巻鹿島台大衡線・小島工区

（国）349号・小坂工区



19-A-48 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 地方道橋梁 橋梁補修 一式 登米市 1,260 － 策定済

19-A-49 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 国道橋梁 橋梁補修 一式 川崎町 411 － 策定済

19-A-52 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 地方道橋梁 橋梁補修 一式 登米市 450 － 策定済

19-A-53 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 地方道橋梁 橋梁補修 一式 大和町 1,070 － 策定済

19-A-55 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=3.5km 大崎市 455 － 未策定

19-A-56 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=4.56km 丸森町 350 － 未策定

19-A-60 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 地方道橋梁 橋梁補修 一式 栗原市 250 － 策定済

19-A-61 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 交安 歩道設置 L=0.5km 角田市 146 － －

19-A-63 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=2.0km 蔵王町 160 － 未策定

19-A-64 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=1.4km 白石市 110 － 未策定

19-A-65 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=3.0km 七ヶ宿町 150 － 未策定

19-A-67 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=1.0km 栗原市 193 － 未策定

19-A-68 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 改築 現道拡幅 L=0.5km 気仙沼市 2,574 － －

19-A-69 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 改築 現道拡幅 L=0.8km 登米市 950 － －

19-A-70 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=3.0km 大崎市 300 － 未策定

19-A-71 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=1.3km 丸森町 140 － 未策定

19-A-72 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=3.0km 登米市 500 － 未策定

19-A-73 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=3.0km 丸森町 160 － 未策定

19-A-74 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=3.0km 色麻町 300 － 未策定

19-A-75 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=2.0km 川崎町 140 － 未策定

19-A-76 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=2.4km 柴田町 185 － 未策定

19-A-77 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=3.0km 大崎市 300 － 未策定

19-A-78 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 橋梁補修 一式 蔵王町 220 － 策定済

19-A-79 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 橋梁点検 一式 管内一円 720 － 策定済

19-A-80 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 橋梁点検 一式 管内一円 770 － 策定済

19-A-81 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 災防 法面対策 L=0.9km 栗原市 285 － 未策定

19-A-82 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=1.0km 気仙沼市 200 － 未策定

19-A-83 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=1.0km 南三陸町 150 － 未策定

19-A-84 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=1.0km 気仙沼市 150 － 未策定

19-A-85 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 舗装補修 L=2.4km 美里町 300 － 未策定

19-A-86 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=3.0km 美里町 300 － 未策定

19-A-87 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 舗装補修 L=1.8km 気仙沼市 200 － 未策定

19-A-88 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 災防 法面対策 L=0.45km 大崎市 200 － 未策定

19-A-89 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 災防 法面対策 L=0.3km 大崎市 29 － 未策定

19-A-90 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 災防 法面対策 L=0.2km 白石市 150 － 未策定

19-A-91 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 災防 法面対策 L=1.2km 加美町 850 － 未策定

19-A-92 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 災防 法面対策 L=0.3km 丸森町 207 － 未策定

19-A-93 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 災防 法面対策 L=0.3km 白石市 145 － 未策定

19-A-94 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 点検 一式 県内一円 336 － 未策定

19-A-95 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 交安 N=一式 石巻市 300 － －

19-A-96 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 交安 L=0.2km 丸森町 300 － －

19-A-97 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 改築 L=1.0km 白石市 470 － －

19-A-98 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 改築 L=1.3km 栗原市 500 － －

19-A-99 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 改築 L=2.6km 大河原町 870 － －

19-A-100 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 L=3.2km 角田市 250 － 未策定

19-A-101 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 L=1.6km 白石市 200 － 未策定

19-A-102 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 L=2.5km 村田町 200 － 未策定

19-A-103 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 L=1.2km 岩沼市 200 － 未策定

19-A-104 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 L=1.0km 岩沼市 200 － 未策定

19-A-105 道路 一般 宮城県 直接 - 都道府県道 修繕 L=0.5km 松島町 120 － 未策定

19-A-106 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 災防 L=0.3km 大崎市 29 － －

19-A-107 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 災防 L=0.1km 加美町 100 － －

19-A-108 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 修繕 L=2.4km 大和町 300 － 未策定

19-A-109 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 雪寒 一式 七ヶ宿町 286 － －

19-A-110 道路 一般 宮城県 直接 - 補助国道 災防 一式 大崎市 177 －

19-A-300 道路 一般 大郷町 直接 - 市町村道 交安 L=2.3km 大郷町 720 － －

19-A-301 道路 一般 大郷町 直接 - 市町村道 交安 L=0.6km 大郷町 757 － －

19-A-302 道路 一般 角田市 直接 - 市町村道 修繕 L=30.6Km 角田市 1,155 － 未策定

19-A-303 道路 一般 栗原市 直接 - 市町村道 修繕 L=23.7Km 栗原市 1,500 － 未策定

19-A-304 道路 一般 蔵王町 直接 - 市町村道 交安 L=0.25Km 蔵王町 75 － －

19-A-305 道路 一般 丸森町 直接 - 市町村道 交安 L=0.75km 丸森町 167 － －

19-A-306 道路 一般 大衡村 直接 - 市町村道 交安 L=1.76Km 大衡村 420 － －

19-A-307 道路 一般 大衡村 直接 - 市町村道 交安 L=1.63km 大衡村 710 － －

（主）河南米山線　豊里大橋

（国）286号　釜房大橋

（国）457号・北原尾工区

（主）南蔵王七ヶ宿線・福岡八宮工区

（主）南蔵王七ヶ宿線・柏木山工区

（一）真山高清水線・高清水工区

（主）気仙沼唐桑線・化粧坂工区

（国）346号・飯土井工区

（一）東和登米線　吉田橋

（主）塩釜吉岡線　車橋

（主）利府松山線・松山工区

（一）丸森梁川線・丸森工区

（一）若柳花泉線　若柳第二大橋

（一）角田柴田線・神次郎工区

（主）亘理村田線・成田工区

（主）石巻鹿島台大衡線・大迫工区

（主）白石上山線・松川橋

（主）管内一円・橋梁点検

（国）管内一円・橋梁点検

（主）築館栗駒公園線・沼倉工区

（国）108号・中川原工区

（国）113号・大内工区

（国）346号・米川工区

（国）349号・耕野工区

（国）457号・大工区

（主）亘理大河原川崎線・支倉工区

（国）108号・軍沢工区

（国）108号・岩渕工区

（国）113号・蔵本工区

（国）347号・外川工区

（国）349号・耕野工区

（主）南蔵王七ヶ宿線・福岡八宮工区

（国）284号・大林工区

（国）398号・御前下工区

（国）346号・津谷工区

（国）346号・練牛工区

（主）石巻鹿島台大衡線・二郷工区

（主）気仙沼唐桑線・赤岩工区

（主）白石丸森線・大鷹沢大町工区 現道拡幅

（一）若柳築館線・若柳川南工区 現道拡幅

（一）蔵王大河原線・新寺工区 現道拡幅

（国）108号ほか221路線 路面性状調査

（国）398号・八幡町工区 簡易パーキング

（国）113号・金山工区 路肩改良

（一）岩沼海浜緑地線・里の社工区 舗装補修

（一）岩沼蔵王線・長岡工区 舗装補修

（一）大和幡谷線・幡谷工区 舗装補修

（国）113号・角田工区 舗装補修

（国）113号・小原工区 舗装補修

（主）仙台村田線・足立工区 舗装補修

（国）113号ほか・七ヶ宿工区 消雪施設更新

（国）108号・仙秋鬼首トンネル工区 トンネル設備更新

（１）東成田新田線 歩道設置

（国）108号・岩淵工区 法面対策

（国）347号・小野田工区 法面対策

（国）457号・宮床工区 舗装補修

（１）城山線 歩道設置

（他）弁天線 歩道設置

（１）奥田大森線 歩道設置

（他）上戸線 歩道設置

（１）北岡毛萱線ほか35路線 舗装補修

（２）蟹沢南沢線ほか66路線 舗装補修

（１）尾西中山線 歩道設置



19-A-308 道路 一般 多賀城市 直接 - 市町村道 交安 L=0.4km 多賀城市 324 － －

19-A-309 道路 一般 大崎市 直接 - 市町村道 交安 L=1.10km 大崎市 308 － －

19-A-310 道路 一般 大崎市 直接 - 市町村道 修繕 L=1.83km 大崎市 181 － －

19-A-311 道路 一般 大崎市 直接 - 市町村道 除雪(機械) 大崎市 103 － －

19-A-312 道路 一般 登米市 直接 - 市町村道 交安 L=1.58km 登米市 710 － －

19-A-313 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 交安 L=1.57km 石巻市 263 － －

19-A-314 道路 一般 女川町 直接 - 市町村道 修繕 L=4.5km 女川町 185 － 未策定

19-A-315 道路 一般 気仙沼市 直接 - 市町村道 交安 L=0.6km 気仙沼市 268 － －

19-A-316 道路 一般 気仙沼市 直接 - 市町村道 交安 L=0.3km 気仙沼市 70 － －

19-A-317 道路 一般 涌谷町 直接 - 市町村道 交安 L=0.52km 涌谷町 174 － －

19-A-318 道路 一般 柴田町 直接 - 市町村道 交安 L=2.6km 柴田町 980 － －

19-A-319 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 交安 L=0.69km 石巻市 481 － －

19-A-320 道路 一般 村田町 直接 - 市町村道 交安 L=1.34km 直接 1,096 － －

19-A-321 道路 一般 気仙沼市 直接 - 市町村道 交安 L=0.1km 直接 64 － －

19-A-322 道路 一般 涌谷町 直接 - 市町村道 交安 L=0.1km 直接 100 － －

19-A-323 道路 一般 名取市 直接 - 市町村道 交安 L=1.46km 直接 997 － －

19-A-324 道路 一般 加美町 直接 - 市町村道 雪寒 L=0.44km 直接 44 － －

19-A-325 道路 一般 加美町 直接 - 市町村道 除雪(機械) N=4台 直接 90 － －

19-A-326 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 交安 L=0.06km 石巻市 136 － －

19-A-327 道路 一般 岩沼市 直接 - 市町村道 修繕 L=1.1km 岩沼市 167 － 未策定

19-A-328 道路 一般 塩竈市 直接 - 市町村道 修繕 L=0.3km 塩竈市 62 － 未策定

19-A-329 道路 一般 登米市 直接 - 市町村道 交安 L=0.87km 登米市 199 － －

19-A-330 道路 一般 美里町 直接 - 市町村道 交安 N=1箇所 美里町 135 － －

19-A-331 道路 一般 亘理町 直接 - 市町村道 交安 L=0.58km 亘理町 91 － －

19-A-332 道路 一般 亘理町 直接 - 市町村道 交安 L=0.52km 亘理町 69 － －

19-A-333 道路 一般 亘理町 直接 - 市町村道 交安 L=0.82km 亘理町 162 － －

19-A-334 道路 一般 柴田町 直接 - 市町村道 修繕 L=2.8km 柴田町 633 － 未策定

19-A-335 道路 一般 多賀城市 直接 - 市町村道 修繕 L=1.4km 多賀城市 95 － 未策定

19-A-336 道路 一般 涌谷町 直接 - 市町村道 修繕 L=6.9km 涌谷町 223 － 未策定

19-A-337 道路 一般 気仙沼市 直接 - 市町村道 交安 L=0.7km 気仙沼市 324 － －

19-A-338 道路 一般 南三陸町 直接 - 市町村道 災害防除 L=0.08km 南三陸町 153 － 未策定

19-A-339 道路 一般 白石市 直接 - 市町村道 修繕 L=7.0km 白石市 201 － 未策定

19-A-340 道路 一般（雪寒） 蔵王町 直接 - 市町村道 除雪(機械) 蔵王町 120 － －

19-A-341 道路 一般 大河原町 直接 - 市町村道 修繕 L=5.1km 大河原町 309 － 未策定

19-A-342 道路 一般 川崎町 直接 - 市町村道 交安 L=0.79km 川崎町 70 － －

19-A-343 道路 一般 丸森町 直接 - 市町村道 災害防除 丸森町 200 － 未策定

19-A-344 道路 一般 名取市 直接 - 市町村道 交安 L=1.08km 名取市 365 － －

19-A-345 道路 一般 名取市 直接 - 市町村道 修繕 L=3.39km 名取市 400 － 未策定

19-A-346 道路 一般 名取市 直接 - 市町村道 交安 L=1.1km 名取市 823 － －

19-A-347 道路 一般 岩沼市 直接 - 市町村道 交安 L=0.29km 岩沼市 65 － －

19-A-348 道路 一般 亘理町 直接 - 市町村道 交安 L=1.65km 亘理町 268 － －

19-A-349 道路 一般 山元町 直接 - 市町村道 交安 L=1.7km 山元町 270 － －

19-A-350 道路 一般 山元町 直接 - 市町村道 修繕 L=3.0km 山元町 230 － 未策定

19-A-351 道路 一般 富谷市 直接 - 市町村道 修繕 L=6.5km 富谷市 660 － 未策定

19-A-352 道路 一般 塩竈市 直接 - 市町村道 修繕 L=1.1km 塩竈市 268 － 未策定

19-A-353 道路 一般 多賀城市 直接 - 市町村道 修繕 L=1.8km 多賀城市 177 － 未策定

19-A-354 道路 一般 松島町 直接 - 市町村道 修繕 L=0.24km 松島町 100 － 未策定

19-A-355 道路 一般 松島町 直接 - 市町村道 修繕 L=5.5km 松島町 202 － 未策定

19-A-356 道路 一般 七ヶ浜町 直接 - 市町村道 修繕 L=2.4km 七ヶ浜町 135 － 未策定

19-A-357 道路 一般 大郷町 直接 - 市町村道 交安 L=0.49km 大郷町 262 － －

19-A-358 道路 一般（雪寒） 大崎市 直接 - 市町村道 雪寒 L=1.72km 大崎市 299 － －

19-A-359 道路 一般 大崎市 直接 - 市町村道 修繕 L=4.1km 大崎市 370 － 未策定

19-A-360 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 交安 L=1.3km 石巻市 714 － －

19-A-361 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 交安 L=0.34km 石巻市 528 － －

19-A-362 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 交安 L=0.47km 石巻市 1,680 － －

19-A-363 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 交安 L=3.2km 石巻市 654 － －

19-A-364 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 災害防除 L=0.33km 石巻市 851 － 未策定

19-A-365 道路 一般 南三陸町 直接 - 市町村道 修繕 L=6.0km 南三陸町 202 － 未策定

19-A-366 道路 一般 色麻町 直接 - 市町村道 修繕 色麻町 13 － 未策定

19-A-367 道路 一般 利府町 直接 - 市町村道 修繕 L=2.1km 利府町 394 － 未策定

19-A-368 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 修繕 （１）三輪田線ほか5路線 舗装補修 L=2.3km 石巻市 205 － 未策定

19-A-369 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 交安 （他）明治橋稲井小中学校線 歩道設置 L=0.8km 石巻市 223 － －

19-A-370 道路 一般 蔵王町 直接 - 市町村道 修繕 （１）木戸砂押線ほか3路線 舗装補修 L=0.7km 蔵王町 63 － 未策定

（他）鬼首スキー場線ほか1路線 舗装補修

（１）役場新道線 除雪機械更新

（２）石打坂・西舘線 現道拡幅

（１）新田高崎線 歩道設置

（１）真岸線 歩道設置

（他）三島上通り線 歩道設置

（１）大谷地線 歩道設置

（２）富沢16号線 歩道設置

（１）南経塚鹿又線 歩道設置

（他）旭が丘中央1号線ほか17路線 舗装補修

（１）九条本線 歩道設置

（２）涌谷不動堂線 現道拡幅

（２）浜街道線 歩道設置

（２）本郷・鴬沢線 防護柵設置

（１）山崎馬鞍線 現道拡幅

（他）高田関場線 現道拡幅

（１）八瀬川線 現道拡幅

（１）桜ヶ丘東玉川町線ほか1路線 舗装補修

（他）新堀2号線 歩道設置

（２）小牛田彫堂線 踏切改良

（１）中町・麓線ほか 除雪機械購入

（１）相野田皿貝線ほか1路線 橋梁整備

（１）西大町線 舗装補修

（２）槻木169号線ほか44路線 舗装補修

（１）留ヶ谷線ほか4路線 舗装補修

（１）大崩蔵人沖名線ほか5路線 舗装補修

（他）谷地添浜道線ほか3路線 歩道設置

（他）長瀞浜開墾場線 歩道設置

（他）鳥屋崎三丁目線ほか1路線 現道拡幅

（他）えぼし高原線 除雪機械更新

（１）上大谷線ほか5路線 舗装補修

（他）裏丁2号線 路肩整備

（１）萱原ノ沢線 歩道設置

（２）寄木線 法面対策

（１）中央通り線ほか11路線 舗装補修

（１）閖上四郎丸線 歩道設置

（他）吹上9号線 歩道設置

（１）亘理浜吉田線 歩道設置

（１）羽出庭線ほか8路線 法面修繕

（１）名取が丘中央大通り線ほか14路線 歩道設置

（１）那智が丘みどり台線ほか1路線 舗装補修

（１）藤倉庚塚線ほか7路線 舗装補修

（他）高橋三号線ほか8路線 舗装補修

（１）根廻・品井沼線ほか2路線 トンネル修繕

（１）大平牛橋線 歩道設置

（他）鷲足花釜線 舗装補修

（他）ニ・三ノ関線ほか8路線 舗装補修

（１）台所線ほか１路線 防雪柵設置

（１）蟻ケ袋線ほか7路線 舗装補修

（１）山崎馬鞍線 現道拡幅

（１）町裏・丈倉部線ほか12路線 舗装補修

（他）要害3号線ほか4路線 舗装補修

（他）山中・希望の丘線 歩道設置

（他）金華山公園線 法面対策

（１）名足線ほか3路線 舗装補修

（１）大原線 道路附属物修繕

（１）中浦橋釜北橋線 交差点改良

（他）立町二・駅前北通り一丁目線ほか1路線 歩道設置

（１）単独線 現道拡幅

（他）沢乙1号線ほか1路線 舗装補修



19-A-371 道路 一般（雪寒） 七ヶ宿町 直接 - 市町村道 除雪(機械) （２）滑塚線 除雪機械更新 N=1台 七ヶ宿町 18 － －

19-A-372 道路 一般（雪寒） 川崎町 直接 - 市町村道 除雪(機械) （２）柳生川線 除雪機械更新 N=1台 川崎町 20 － －

19-A-373 道路 一般 多賀城市 直接 - 市町村道 修繕 （１）新田線ほか11路線 舗装補修 L=1.5km 多賀城市 204 － 未策定

19-A-374 道路 一般 利府町 直接 - 市町村道 交安 （１）高島線ほか１路線 交差点改良 L=0.2km 利府町 115 － －

19-A-375 道路 一般 加美町 直接 - 市町村道 修繕 （１）城生山線ほか7路線 舗装補修 L=17.57km 加美町 298 － 未策定

19-A-376 道路 一般 登米市 直接 - 市町村道 修繕 （１）町・十文字線ほか17路線 舗装補修 L=26.87km 登米市 1,340 － 未策定

19-A-377 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 修繕 （他）九郎沢線ほか7路線 法面修繕 N=11箇所 石巻市 130 － 未策定

19-A-378 道路 一般（雪寒） 七ヶ宿町 直接 - 市町村道 除雪(機械) （２）五郎山線 除雪ｾﾝﾀｰ建設 N=1棟 七ヶ宿町 27 － －

19-A-379 道路 一般 南三陸町 直接 - 市町村道 修繕 （他）鏡石岩沢線ほか５路線 道路附属物修繕 N=15基 南三陸町 53 － 未策定

19-A-380 道路 一般 涌谷町 直接 - 市町村道 修繕 （１）箟岳山線 張出床版修繕 L=0.05km 涌谷町 28 － 未策定

19-A-381 道路 一般 石巻市 直接 - 市町村道 修繕 L=2.42km 石巻市 50 － 未策定

19-A-382 道路 一般 柴田町 直接 - 市町村道 修繕 L=4.9km 柴田町 177 － 未策定

19-A-383 道路 一般 多賀城市 直接 - 市町村道 交安 L=0.4km 多賀城市 617 － －

19-A-384 道路 一般 大郷町 直接 - 市町村道 交安 L=0.3km 大郷町 111 － －

19-A-385 道路 一般（雪寒） 栗原市 直接 - 市町村道 除雪(機械) 栗原市 50 － －

19-A-386 道路 一般 名取市 直接 - 市町村道 交安 L=1.08km 名取市 160 － －

19-A-387 道路 一般 多賀城市 直接 - 市町村道 交安 L=0.1km 多賀城市 50 － －

19-A-388 道路 一般（雪寒） 加美町 直接 - 市町村道 除雪(機械) 加美町 162 － －

19-A-389 道路 一般（雪寒） 加美町 直接 - 市町村道 雪寒 L=1.65km 加美町 330 － －

19-A-390 道路 一般 白石市 直接 - 市町村道 修繕 N=1箇所 白石市 25 － -

19-A-391 道路 一般 蔵王町 直接 - 市町村道 修繕 N=1式 蔵王町 29 - -

小計（道路事業） 76,053

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当あり）

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 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

19-B-1 交安施設 一般 宮城県 直接 - 交通信号機整備 一式 県内一円 150 150 1,400 － －

小計 1,400

Ｃ　効果促進事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

小計 0

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
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

小計 0

（１）南宮北福室線 歩道設置

（他）土橋明ヶ沢線 歩道設置

（２）新田線ほか 除雪機械更新

（他）水浜波板線ほか2路線 トンネル修繕

（他）葉坂24号線ほか19路線 舗装補修

（２）長清水宮崎線 防雪柵設置

（２）矢ノ口家老沢線 法面保護

（他）えぼし高原線 ロードヒーティング修繕

（１）耕谷1号線ほか1路線 歩道設置

（１）留ヶ谷線 歩道設置

（１）上区町裏線 除雪機械更新

事業実施期間（年度）
費用便益比 備考

工種

交安 交通信号機整備事業

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

事業実施期間（年度）
備考

工種

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

市町村名

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円） 備考

（面積等）



交付金の執行状況
（単位：百万円）

H27 H28 H29 H30 H31

計画別流用
増△減額
（b）

171 0

配分額
（a）

3,621 3,214

前年度からの繰越額
（d）

984 1,357

交付額
（c=a+b）

3,792 3,214

翌年度繰越額
（f）

1,357 1,653

支払済額
（e）

3,368 2,915

不用額
（h = c+d-e-f）

51 2

うち未契約繰越額
（g）

702 689

未契約繰越＋不用率が10％を超えてい
る場合その理由

施工に伴う占用
物（水道）の移
設に不足の時間
を要したため

工事施行に伴う
ＪＲとの協議に
不足の時間を要
したため

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

15.8% 15.1%



(参考様式）

計画の名称 19 宮城県の発展と活力に満ちた飛躍を支える社会資本整備（防災・安全）

計画の期間 平成 27 ～ 平成 31 年度 （５年間） 交付対象

(参考図面）防災・安全交付金

宮城県、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、
多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿
町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元
町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、富谷市、大衡村、色麻
町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町

舗装・特四

改良・特一

橋 梁

交通安全

災防・雪寒
鉄道立体

橋梁補修

Ｓ街路改築

区 画

市町村道県 道

Ｌ街路凡例

凡 例

１9－A1
１9－A2

１9－A70

１9－A30

１9－A24

１9－A23

１9－A17

１9－A71

１9－A27

１9－A28

１9－A29

１9－A31
１9－A32

１9－A33

１9－A34

１9－A35

１9－A36

１9－A37

１9－A41

１9－A42

１9－A43

１9－A49

１9－A52

１9－A53

１9－A55

１9－A56

１9－A74

１9－A21

１9－A46

１9－A48

１9－A60

１9－A76

１9－A65

１9－A64

１9－A63

１9－A75

１9－A61

１9－A67

１9－A68

１9－A72

１9－A73

１9－A77

19－A25

県内一円

１9－A79

県内一円

１9－A78

１9－A69

１9－A80

県内一円

１9－A6

１9－A81

19－A94

県内一円

１9－A84

１9－A82

１9－A83

１9－A86

１9－A85

１9－A87
１9－A88

１9－A90

１9－A91

１9－A93

１9－A92

１9－A3

１9－A4

１9－A5

１9－A7

１9－A8

１9－A9

１9－A10

１9－A11

１9－A12

県内一円

１9－A13

県内一円

１9－A97

１9－A99

１9－A98

１9－A96

１9－A100

１9－A101

１9－A102

１9－A103

１9－A104

１9－A105

１9－A106

１9－A107

１9－A108

１9－A109

１9－A110 １9－A22



(参考様式）

計画の名称 19 宮城県の発展と活力に満ちた飛躍を支える社会資本整備（防災・安全）

計画の期間 平成 27 ～ 平成 31 年度 （５年間） 交付対象

(参考図面）防災・安全交付金

宮城県、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原
市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松
島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、富谷市、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南
三陸町

19‐A302

19‐A304

19‐A300 19‐A301

19‐A310

19‐A311

19‐A309

19‐A324

19‐A325

19‐A322
19‐A317

19‐A312

19‐A313

19‐A319

19‐A314

19‐A315

19‐A321

19‐A316

19‐A305

19‐A307
19‐A367

19‐A337

19‐A329

19‐A32619‐A336

19‐A328

19‐A335

19‐A327

19‐A333

19‐A331

19‐A332

19‐A334

19‐A303

19‐A339

19‐A340

19‐A341

19‐A342

19‐A343

19‐A344

19‐A345

19‐A346

19‐A347

19‐A348

19‐A349

19‐A350

19‐A351

19‐A352

19‐A353

19‐A355

19‐A318

19‐A323

19‐A308

19‐A356

19‐A357

19‐A358

19‐A359
19‐A360

19‐A361

19‐A354

19‐A364

19‐A362

19‐A363

19‐A365

19‐A306

19‐A338

19‐A366

19‐A320

19‐A330

改良・特一

橋梁 △ △

舗装・特四

災防・雪寒

鉄道立体

交通安全

橋梁補修 ▲ ▲

凡　　　　例

県道 市町村道

19‐A368

19‐A369

19‐A370

19‐A371

19‐A372

19‐A373

19‐A323

19‐A374

19‐A375

19‐A376

19‐A377

19‐A378

19‐A379

19‐A380

１9‐A381

19‐A382

19‐A384

19‐A383

19‐A387

19‐A386

19‐A385

19‐A388 19‐A389

19‐A391

19‐A390



（活力創出基盤整備）

計画の名称

事業主体名

チェック欄

　１）基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

(該当するものに○）
１　国土形成計画全国計画　　２　国土形成計画広域地方計画、北海道総合開発計画又は沖縄振興計画
３　社会資本整備重点計画　　４　環境基本計画　　５　その他(以下の空欄に計画名を記載）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県社会資本再生・復興計画（平成２３年１０月策定）ほか

　１）広域的特定活動により、目標達成の可能性が高い。 －

　２）広域的特定活動の拠点としての拠点施設の位置づけが妥当である。 －

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 ○

　４）拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性が確保されている。 －

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 －

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）拠点施設で広域的特定活動が実施される見込みが高い。 －

　２）拠点施設整備を新たに行う場合、その蓋然性が高い。 －

　１）民間事業者等の多様な主体との連携が図られている。 ○

　２）事業実施のための環境整備が図られている。 ○

社会資本整備総合交付金チェックシート

１県３２市町村（宮城県、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩
沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森
町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、富谷市、大衡村、色麻町、加美町、
涌谷町、美里町、女川町、南三陸町）

Ⅰ．目標の妥当性

①基本方針・上位計画等との適合等

②目標と広域的特定活動及び拠点施設との関係

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

④事業の効果

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤計画の具体性

⑥円滑な事業執行の環境

　　１９　宮城県の発展と活力に満ちた飛躍を支える社会資本整備（防災・安全）
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