
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成30年12月25日

計画の名称 『人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市』の形成　～「安全・安心・快適」な地域の暮らしを確保する基盤整備～【第Ⅱ期】

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 西条市

計画の目標 　有料道路の無料化や大型店舗出店が増加したことにより、市内への流入交通量および生活道路への迂回交通量が大幅に増加した。そのため、交通量の分散化を促進させる道路整備、医療・福祉・通勤等，地域の生活に不可欠な道路整備、

地域拠点間を連結する道路整備等を行うことで、安全・安心・快適な地域の暮らしを確保するものである。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,646  Ａ               2,646  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

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

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 地域交流拠点間の移動時間を10%短縮

地域交流拠点間の整備前後における移動時間短縮割合 0％ 5％ 10％

｛（整備前移動時間）－（整備後移動時間）｝÷（整備前移動時間）×100

   2 整備路線と並行する道路等の交通量台数10%削減

整備路線と並行する道路および周辺道路における整備前後の交通量台数削減割合 0％ 5％ 10％

｛（整備前交通量）－（整備後交通量）｝÷（整備前交通量）×100

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 － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 西条市 直接 西条市 市町村

道

改築 （他）柚ノ木線　丹原町

田野～丹原

バイパス　L=1.3km 西条市  ■  ■          20 －

A01-002 道路 一般 西条市 直接 西条市 市町村

道

改築 （１）古川玉津橋線　玉

津

バイパス　L=0.7km 西条市  ■  ■  ■  ■         766 －

A01-003 道路 一般 西条市 直接 西条市 市町村

道

改築 （１）楠浜北条線　三芳

～楠河

バイパス　L=1.4km 西条市  ■  ■  ■  ■  ■       1,173 －

A01-004 道路 一般 西条市 直接 西条市 市町村

道

改築 （他）西条神拝1号線ほか

20路線　朔日市～大町他

小規模改良 西条市  ■  ■  ■  ■  ■          14 －

A01-005 道路 一般 西条市 直接 西条市 市町村

道

改築 （１）ハイウェイオアシ

ス線ほか3路線　小松町新

屋敷

現道改良　L=1.0km 西条市  ■  ■          50 －

A01-006 道路 一般 西条市 直接 西条市 市町村

道

改築 （１）横川線　丹原町池

田

現道改良　L=0.7km 西条市  ■           5 －

1 案件番号： 



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 西条市 直接 西条市 市町村

道

改築 （他）下田明理川線　丹

原町願連寺

バイパス　L=0.9km 西条市  ■  ■  ■         265 －

A01-008 道路 一般 西条市 直接 西条市 S街路 改築 （都）喜多川朔日市線 バイパス　L=0.6km 西条市  ■  ■  ■         239 －

A01-009 道路 一般 西条市 直接 西条市 市町村

道

改築 （１）清水町1号線　大町 延長L=0.35km　幅員W=13m 西条市  ■  ■          97 －

A01-010 道路 一般 西条市 直接 西条市 市町村

道

計画調

査

道路施設管理システム構

築事業

施設ごとの修繕履歴等を一元

管理できるシステムの構築

西条市  ■  ■          15 －

A01-011 道路 一般 西条市 直接 西条市 市町村

道

計画調

査

パッケージの事後評価等 交通実態調査及びアンケート

調査

西条市  ■           2 －

 小計       2,646

合計       2,646

2 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30 H31

配分額 (a)                     108                     362                     179                     207                     259

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     108                     362                     179                     207                     259

前年度からの繰越額 (d)                     218                      37                      99                      13                       0

支払済額 (e)                     288                     287                     262                     220                     127

翌年度繰越額 (f)                      38                     112                      16                       0                     132

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0                       0                      13

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0                       0                    5.01

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 



S街路

排水路整備L=550m 10

計画の期間 平成２７年度～３１年（５年間） 交付団体 　西　条　市

社会資本総合整備計画 平成30年12月31日

計画の名称 ８　『人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市』の形成　～「安心・安全・快適」な地域の暮らしを確保する基盤整備～　【第Ⅱ期】

本 庁

東予総合支所

丹原総合支所

小松総合支所

いよ西条ＩＣ

小松オアシス

いよ小松ＪＣＴ

東予丹原ＩＣ

いよ小松北ＩＣ

西条市内一円

A01-001 （他）柚ノ木線 丹原町田野～丹原 改築

A01-006 （１）横川線 丹原町池田 改築

番号 省略工種

A01-001 （他）柚ノ木線 丹原町田野～丹原 改築

A01-002 （１）古川玉津橋線 玉津 改築

A01-003 （１）楠浜北条線 三芳～楠河 改築

A01-004 （他）西条神拝１号線ほか20路線 朔日市～大町他 改築

A01-005 （１）ハイウェイオアシス線ほか3路線 小松町新屋敷 改築

A01-006 （１）横川線 丹原町池田 改築

A01-007 （他）下田明理川線 丹原町願連寺 改築

A01-008 （都）喜多川朔日市線 明屋敷～喜多川 改築

A01-009 （１）清水町１号線 大町 改築

A01-010 計画・調査

A01-011 計画・調査

計画の
名称

社会資本総合整備計画

『人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市』の形成　～「安全・
安心・快適」な地域の暮らしを確保する基盤整備～　【第Ⅱ期】

要素事業名

パッケージの事後評価

道路施設管理システム構築事業

A01-004 （他）西条神拝１号線ほか20路線 朔日市～大町他 改築

A01-003 （１）楠浜北条線 三芳～楠河 改築

A01-005 （１）ハイウェイオアシス線ほか3路線 小松町新屋敷 改築

A01-002 （１）古川玉津橋線 玉津 改築

A01-007 （他）下田明理川線 丹原町願連寺 改築

A01-008 （都）喜多川朔日市線 明屋敷～喜多川 改築

A01-009 （１）清水町１号線 大町 改築


