
社会資本総合整備計画 平成 ２９ 年 　８ 月 ２５ 日

２　子どもたちの命を守り、通学路の交通安全確保を図る「安全・安心な石川の道」整備計画（防災・安全） ８回 ○

　平成25年度　～　平成29年度　（5年間）

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

Ａ1　地方道路整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 率 事業内容 個別施設計画 備考

種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29 策定状況 要

2-A1-5 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 交安 0.55 L=0.3km 羽咋市 50 －

2-A1-6 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 交安 0.55 L=0.1km 穴水町 150 －

2-A1-9 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 市町村道 交安 0.55 金沢市 100 －

2-A1-10 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 市町村道 交安 0.55 金沢市 228 －

2-A1-12 道路 一般 小松市 直接 小松市 市町村道 交安 0.55 小松市 730 －

2-A1-14 道路 一般 白山市 直接 白山市 市町村道 交安 0.55 白山市 200 －

2-A1-17 道路 一般 津幡町 直接 津幡町 市町村道 交安 0.55 津幡町 363 －

2-A1-18 道路 雪寒 白山市 直接 白山市 市町村道 雪寒 0.6 白山市 380 －

2-A1-19 道路 一般 白山市 直接 白山市 市町村道 交安 0.55 白山市 400 －

2-A1-21 道路 一般 白山市 直接 白山市 市町村道 交安 0.55 白山市 112 －

2-A1-23 道路 一般 白山市 直接 白山市 市町村道 交安 0.55 白山市 614 －

2-A1-24 道路 一般 白山市 直接 白山市 市町村道 交安 0.55 白山市 250 －

2-A1-28 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 交安 0.55 L=0.45km 金沢市 500.0 －

2-A1-29 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 交安 0.55 金沢市 200.0 －

2-A1-33 道路 一般 石川県 直接 石川県 国道 交安 0.55 L=0.3km 珠洲市 500.0 －

2-A1-34 道路 一般 石川県 直接 石川県 国道 交安 0.55 能登町 200.0 －

2-A1-36 道路 一般 かほく市 直接 かほく市 市町村道 交安 0.55 かほく市 38.2 －

2-A1-37 道路 一般 穴水町 直接 穴水町 市町村道 交安 0.55 穴水町 20.0 －

2-A1-38 道路 一般 石川県 直接 石川県 国道 交安 0.55 L=0.1km 志賀町 30.0 －

2-A1-39 道路 一般 石川県 直接 石川県 国道 交安 0.55 L=0.1km 志賀町 30.0 －

2-A1-40 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 交安 0.55 L=0.2km 白山市 30.0 －

2-A1-41 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 交安 0.55 L=2.0km 中能登町 250.0 －

2-A1-42 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 市町村道 交安 0.55 金沢市 95.0 －

2-A1-43 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 市町村道 交安 0.55 金沢市 110.0 －

2-A1-44 道路 一般 七尾市 直接 七尾市 市町村道 交安 0.55 七尾市 80.3 －

2-A1-45 道路 一般 七尾市 直接 七尾市 市町村道 交安 0.55 七尾市 44.2 －

（国）249号 志賀町大島 歩道

（主）志賀富来線 志賀町赤住 歩道

（一）矢作松任線 白山市長竹町 歩行空間整備

（市）矢田郷８１号線外 歩道設置　L=0.3km

（市）東湊１７号線 路肩拡幅　L=0.3km

（国）249号外 歩道・安全施設設置等

（市）二ツ屋8号線外 通学路カラー塗装等　　L=10.6km

（町）瑞源寺線外 安全施設設置・路面標示等　　L=4.1km

（一）小原土清水線 金沢市土清水２丁目 歩道

（主）金沢井波線ほか 金沢市もりの里ほか 自転車通行環境整備　　L=2.0km

（国）249号 珠洲市若山町出田 歩道

（市）J242号線外　徳丸町外 消雪施設設置　L=6.2km

（市）新田徳丸線外　五歩市町外 路肩拡幅　L=2.5km

（市）小柳18号線外1路線　小柳町 歩道設置　L=320m

（市）福留笠間線外1路線　 踏切構造改良工事　N=2箇所

（市）福留笠間線外　福留町外 安全施設設置　L=10.0km

(市)押野16号八日市2丁目線11号線 踏切構造改良　N=1箇所

（市）北浅井沖町線　北浅井町～本江町 歩道設置　L=0.9km

(市)金剣通り線外 倉光四丁目外 歩道バリアフリー化　N=200箇所

(町)川尻17号線　川尻～舟橋 歩道新設　L=0.94km

計画の成果目標（アウトカム指標）

　通学路の緊急合同点検における危険箇所の交通安全対策を進め、安全・安心な通学路の確保を図る。

アウトカム指標の定義及び算定式

全体事業費
合計
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14,213
Ａ
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Ｂ

0
Ｃ
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0.0%

効果促進事業費の割合
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Ｄ

0

・（石川中央都市圏ビジョン）に基づき実施される
要素事業：金沢市、白山市、かほく市、野々市市、
津幡町、内灘町でのA事業全て

計画の名称

計画の期間 交付団体
石川県、金沢市、七尾市、小松市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能
登町、穴水町

計画の目標

通学路の安全確保率
40% 75% 91%

（通学路の安全確保率）＝（道路管理者による要対策箇所の対策済箇所数）÷（道路管理者による要対策箇所数）

　学校関係者や警察などと合同で行った通学路の緊急合同点検の結果を踏まえ、子供たちの命を守るため、要対策箇所の交通安全対策を速やかに実施し、「安全・安心な石川の道」の確保を図る。

（H25当初） （H27末） （H29末）

アウトカム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

重点計画の該当変更回数

交付対象事業

省略
工種

要素事業名

（一）七尾鹿島羽咋線 中能登町小竹から二宮 歩行空間整備

（市）三馬１号米泉町１丁目線４号外１路線 歩道設置　L=0.8km

（市）兼六元町線8号 歩道設置　L=0.2km

市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

（国）249号 羽咋市滝町～一ノ宮町 歩道

（国）249号 穴水町比良 歩道

(市)押野16号八日市2丁目線11号外4路線　八日市2丁目外　　 歩道設置  L=1.44km

費用
便益比

（様式第７） 



2-A1-46 道路 一般 七尾市 直接 七尾市 市町村道 交安 0.55 七尾市 69.0 －

2-A1-47 道路 一般 小松市 直接 小松市 市町村道 交安 0.55 小松市 132.0 －

2-A1-48 道路 一般 小松市 直接 小松市 市町村道 交安 0.55 小松市 23.0 －

2-A1-49 道路 一般 羽咋市 直接 羽咋市 市町村道 交安 0.55 羽咋市 200.0 －

2-A1-50 道路 一般 能美市 直接 能美市 市町村道 交安 0.55 能美市 40.0 －

2-A1-51 道路 一般 野々市市 直接 野々市市 市町村道 交安 0.55 野々市市 20.0 －

2-A1-52 道路 一般 野々市市 直接 野々市市 市町村道 交安 0.55 野々市市 100.0 －

2-A1-53 道路 一般 野々市市 直接 野々市市 市町村道 交安 0.55 野々市市 70.0 －

2-A1-54 道路 一般 津幡町 直接 津幡町 市町村道 交安 0.55 津幡町 85.0 －

2-A1-55 道路 一般 内灘町 直接 内灘町 市町村道 交安 0.55 内灘町 70.0 － P1へ移行

2-A1-56 道路 一般 内灘町 直接 内灘町 市町村道 交安 0.55 内灘町 40.0 －

2-A1-57 道路 一般 志賀町 直接 志賀町 市町村道 交安 0.55 志賀町 10.0 －

2-A1-58 道路 一般 宝達志水町 直接 宝達志水町 市町村道 交安 0.55 宝達志水町 10.0 －

2-A1-59 道路 一般 宝達志水町 直接 宝達志水町 市町村道 交安 0.55 宝達志水町 20.0 －

2-A1-60 道路 一般 中能登町 直接 中能登町 市町村道 交安 0.55 中能登町 150.0 －

2-A1-61 道路 一般 中能登町 直接 中能登町 市町村道 交安 0.55 中能登町 40.0 －

2-A1-62 道路 一般 穴水町 直接 穴水町 市町村道 交安 0.55 穴水町 7.0 －

2-A1-63 道路 一般 穴水町 直接 穴水町 市町村道 交安 0.55 穴水町 4.0 －

2-A1-64 道路 一般 石川県 直接 石川県 国道 交安 0.55 輪島市 280 －

2-A1-65 道路 一般 石川県 直接 石川県 国道 交安 0.55 輪島市 1,000 － P1から移行

2-A1-66 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 改築 0.55 かほく市 津幡町 400 － P1から移行

2-A1-67 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 改築 0.55 津幡町 40 － P1から移行

2-A1-68 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 交安 0.55 志賀町 95 －

2-A1-69 道路 一般 石川県 直接 石川県 都道府県道 交安 0.55 羽咋市 200 －

2-A1-70 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 市町村道 交安 0.55 金沢市 136.0 －

2-A1-71 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.55 小松市 190.0 － P1から移行

2-A1-72 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.55 加賀市 235.0 － P1から移行

2-A1-73 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.55 加賀市 580.0 － P1から移行

2-A1-74 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.5 小松市 320.0 － P1から移行

2-A1-75 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.55 白山市 670.0 － P1から移行

2-A1-76 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.55 白山市 750.0 － P1から移行

2-A1-77 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.55 金沢市 40.0 －

2-A1-78 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.5 七尾市 200.0 － P1から移行

2-A1-79 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.55 輪島市 210.0 － P4から移行

2-A1-80 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.55 輪島市 745.0 － P4から移行

2-A1-81 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.5 穴水町 30.0 －

2-A1-82 街路 一般 野々市市 直接 野々市市 Ｓ街路 改築 0.55 野々市市 380.0 － 社会資本から移行

2-A1-83 街路 一般 津幡町 直接 津幡町 Ｓ街路 改築 0.55 津幡町 89.6 － P1から移行

2-A1-84 街路 一般 能登町 直接 能登町 Ｓ街路 改築 0.638 能登町 122.4 － P1から移行

2-A1-85 道路 一般 輪島市 直接 輪島市 市町村道 交安 0.55 L=560m 輪島市 20.0 －

2-A1-86 道路 一般 野々市市 直接 野々市市 市町村道 交安 0.55 野々市市 50.0 －

2-A1-87 道路 一般 穴水町 直接 穴水町 市町村道 交安 0.55 穴水町 140.0

2-A1-88 道路 一般 能登町 直接 能登町 市町村道 交安 0.65 能登町 120.0

2-A1-89 道路 一般 七尾市 直接 石川県 国道 交安 0.55 七尾市 45.0

2-A1-90 道路 一般 七尾市 直接 石川県 国道 交安 0.55 七尾市 245.0

2-A1-91 道路 一般 金沢市 直接 石川県 都道府県道 交安 0.55 金沢市 20.0

2-A1-92 道路 一般 小松市 直接 石川県 国道 交安 0.55 小松市 50.0

2-A1-93 街路 一般 石川県 直接 石川県 Ｓ街路 改築 0.55 白山市 15.0 －

合計 14,213

（都）金沢小松線（村井） 現道拡幅　L=0.27km

（町）杉瀬１号線外 歩道改修　L=1.7km

（町）Ｔ-８７号線 歩道設置　L=0.3km

（町）Ｔ-１号線外 路肩拡幅　L=2.0km

無電柱化推進事業（お堀通り　家庭裁判所前） 電線共同溝　L=340m

路肩拡幅　L=0.5km

（国）２４９号　長井下黒川道路 路肩拡幅　L=0.98km

（国）２４９号黒島道路 路肩拡幅　L=0.98km

（主）高松津幡線　上山田～加茂 バイパス　L=3.36km

（一）莇谷津幡線　杉瀬～津幡 バイパス  L=0.40km

（一）羽咋田鶴浜線　大坂 交差点改良　L=0.03km

（一）若部千里浜インター線　吉崎～東的場

（市）徳田１８号線 歩道設置　L=0.1km

（市）佐美日末線外

（市）押野横川線 歩道改修　L=1.0km

歩道等改築　N=16

（市）西軽海町二丁目一号線外 路面標示外　N=27

（市）余喜１８号線外 路肩拡幅　L=2.0km

（市）浜町道林線外４路線 路肩拡幅　L=0.5km

（市）野々市駅御経塚線 歩道設置　L=0.8km

（市）矢作額新保線ほか 歩道改修　L=0.5km

（町）金刀比羅線 防犯灯設置　N=12基

（町）真名井２号線 歩道改修　L=0.1km

（町）大根布１号線外 路肩拡幅　L=1.75km

（町）向粟崎旭ヶ丘線外 防犯灯設置　N=1360基

（町）高浜堀松線外１路線 通学路カラー舗装L=1.2km

（町）東野１号線外 防犯灯設置　N=80基

（町）北川尻１号線外 防護柵・歩道補修　L=0.5km

（都）粟津街なか線 現道拡幅　L=0.39km

（都）温泉中央南線（こおろぎ） 現道拡幅　L=0.16km

（都）山代粟津線 バイパス　L=1.07km

（都）北国街道線（龍助町）（電共） 無電柱化　L=0.32km

（都）鶴来本町通り線 現道拡幅　L=0.43km

（都）千代尼線 現道拡幅　L=0.85km

（一）芝原石引町線（小立野） 現道拡幅　L=0.46km

（都）湯元和倉温泉駅線（石崎）（電共） 無電柱化　L=0.50km

（都）釜屋谷塚田線 現道拡幅　L=0.27km

（都）河井町横地線 現道拡幅　L=0.60km

（一）倉部金沢線 自転車通行環境整備L=0.7km

（国）３０５号　小松市符津 歩道整備　L=0.1km

（都）本町線（川島）（電共） 無電柱化　L=0.15km

（都）高尾郷線 現道拡幅　L=0.41km

（都）本津幡横浜線 現道拡幅　L=0.28km

（都）駅山手線 現道拡幅　L=0.15km

(市)病院前通線 舗道舗装補修

（市）稲荷野代線 歩道改修　L=0.75km

（町）白山線 歩道改修　L=0.72km

（町）1級布浦松波1号線　松波 歩道整備　L=0.5km

（国）２４９号　七尾市小牧 歩道整備　L=0.1km

（国）２４９号　穴水町中居 歩道整備　L=0.1km



Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 率

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H25 H26 H27 H28 H29

合計 0

番号

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 率

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H25 H26 H27 H28 H29

合計 0

番号

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 率

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H25 H26 H27 H28 H29

合計 0

番号

その他関連する事業

１　命と暮らしを守り、生活空間の安全確保を図る「強い石川」整備計画

交付

団体

百万円 百万円 百万円

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

要素事業名 事業内容 市町村名

備考

備考

備考

備考

備考

備考

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')) 0.0%Ａ’
0

Ｂ’
0

Ｃ’
0

備考

一体的に実施することにより期待される効果

計画等の名称

省略

工種 （延長・面積等）

要素事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

Ａ’

Ｃ’

事業種別 要素事業名 市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

省略 要素事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

工種 （延長・面積等）

省略



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

H25 H26 H27 H28 H29

配分額
（a）

281.094 403.622 1,038.145

計画別流用
増△減額
（b）

0.000 0.000 0.000

交付額
（c=a+b）

281.094 403.622 1,038.145

うち未契約繰越額
（g）

50.000 5.402 59.446

前年度からの繰越額
（d）

453.024 166.673 154.163

支払済額
（e）

567.445 416.132 866.899

翌年度繰越額
（f）

166.673 154.163 325.409

未契約繰越＋不用率が10％を超え
ている場合その理由

不用額
（h = c+d-e-f）

0.000 0.000 0.000

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

6.8% 0.9% 5.0%



平成26年5月様式

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）

　１）地域の課題及び利用状況を踏まえて事業内容が検討されている。 ○

　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。 ○

　１）十分な事業効果が得られる計画となっている。 ○

　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）事業内容について地元の意見が繁栄されている。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）事業実施のための環境整備が図られている。 ○

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地元の機運

⑥円滑な事業執行の環境

Ⅱ．計画の効果・効率性

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：子どもたちの命を守り、通学路の交通安全を図る「安全安心な石川の道」整備計
画（防災・安全）

事業主体名：石川県、金沢市、七尾市、小松市、羽咋市、白山市、かほく市、能美市、
野々市市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町

Ⅰ．目標の妥当性

①基本方針・上位計画等との適合等

②地域等の課題への対応
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