
社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）（新規）

藤枝市

安全・安心な住環境を創出し、市民の命を守る防災・安全への取組を推進し、誰もが暮らしやすい環境を整備する。

① 橋梁長寿命化修繕を対象橋梁数１９１橋のうち１３．０％を実施する。
② 市内舗装のＭＣＩ３未満の路線延長を５０％減少させる。
③ 都市公園のバリアフリー化対策率を７％増加させる。
④ 災害時において、避難地となり得る近隣公園面積を８％増加させる。
⑤ 都市公園の遊具に係る長寿命化対策率を１３％増加させる。
⑥ 災害時に住民が避難する避難場所の防災倉庫の整備率を１００％にする。

① 橋梁長寿命化修繕実施数÷対象橋梁数×100 0.0 ％ 7.8 ％ 13.0 ％
② （1－市内舗装のＭＣＩ３未満の路線延長（H30実績）÷市内舗装のＭＣＩ３未満の路線延長（H25実績））×100 0.0 ％ 30.0 ％ 50.0 ％

③ （バリアフリー化対策済み公園数÷都市公園数）×100 48.7 ％ 52.2 ％ 55.7 ％

④ （整備済み近隣公園面積÷避難地となり得る近隣公園整備面積）×100 92.0 ％ 96.0 ％ 100.0 ％

⑤ （長寿命化対策済み遊具数÷都市公園の遊具数）×100 13.3 ％ 19.8 ％ 26.3 ％
⑥ （本計画での防災倉庫整備箇所数＋市内整備済箇所数）÷市内全計画箇所数×100 94.1 ％ 97.0 ％ 100.0 ％

百万円 百万円 百万円 百万円

Ａ　地方道路整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 備考

種別 種別 団体 間接 主体 種別 H26 H27 H28 H29 H30

79-A1 道路 一般 藤枝市 直接 市町村道 修繕 橋梁修繕 藤枝市 188

79-A2 道路 一般 藤枝市 直接 市町村道 修繕 舗装改良 L=5.0km 藤枝市 350

79-A3 道路 一般 藤枝市 直接 市町村道 修繕 橋梁耐震化 N= 12橋 藤枝市 312

79-A4 道路 一般 藤枝市 直接 市町村道 点検 橋梁点検 藤枝市 29

79-A5 道路 一般 藤枝市 直接 市町村道 点検 藤枝市 11

79-A6 公園 一般 藤枝市 直接 改築 藤枝市 90

79-A7 公園 一般 藤枝市 直接 設計・整備 面積 A=1.07ha 藤枝市 250

79-A8 公園 一般 藤枝市 直接 改築 藤枝市 60

79-A9 防災 一般 藤枝市 直接 整備 藤枝市 8

合計 1,298

公園施設のバリアフリー化

公園施設の改築・更新

安全・安心対策緊急総合支援事業

水守中央公園整備事業（近隣公園）

長寿命化対策支援事業

防災備蓄倉庫整備　N=4棟都市防災総合推進事業

N= 25橋（H26～H30)

橋梁耐震対策

N= 174橋（H26～H30)

L= 24.1 km

橋梁長寿命化点検

道路ストック（盛土・法面・擁壁）点検

橋梁長寿命化修繕

一・二級市道他舗装修繕

要素事業名省略
工種

事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

効果促進事業費の割合
14.3%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

（H28末） （H30末）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

1,514
Ａ

1,298
Ｂ Ｃ

216

平成26年2月25日

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

0

交付対象事業

計画の名称 　79　安全・安心な都市空間創出計画

計画の期間 　平成26年度～平成30年度(5年間） 交付団体
計画の目標

計画の成果目標（アウトカム指標）

アウトカム指標の定義及び算定式

（H26当初）



Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 備考

種別 種別 団体 間接 主体 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 備考

種別 種別 団体 間接 主体 H26 H27 H28 H29 H30

79-C1 公園 一般 藤枝市 直接 藤枝市 6

79-C2 公園 一般 藤枝市 直接 面積 A=0.20ha 藤枝市 40

79-C3 公園 一般 藤枝市 直接 面積 A=0.20ha 藤枝市 40

79-C4 公園 一般 藤枝市 直接 面積 A=0.20ha 藤枝市 40

79-C5 防災 一般 藤枝市 直接 面積 A=2.8ha 藤枝市 90

合計 216

番号 備考

79-C1
79-C2
79-C3
79-C4
79-C5

その他関連する事業

事業種別 地域 交付 直接 事業 道路 省略

種別 団体 間接 主体 種別 工種 H26 H27 H28 H29 H30

大井川河川敷防災広場整備事業

要素事業名 備考
（延長・面積等）

Ａ'

79-A7水守中央公園と一体的に整備することにより、初期避難地としての機能を持つ街区公園を整備し、災害時要援護者への配慮と避難地での混乱を抑制させる。
79-A9都市防災総合推進事業と一体となって防災関係機関集結地として大井川河川敷防災広場を整備し、集積された物資を防災備蓄倉庫に円滑に供給し安全安心な生活の実現を図る。

計画等の名称

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

整備

整備

整備

 全体事業費
（百万円）

設計・整備

一体的に実施することにより期待される効果
79-A7水守中央公園を中心に他３街区公園の実施設計を行い、防災に寄与する公園づくりに努めることで地域住民の安全性の向上を図る。
79-A7水守中央公園と一体的に整備することにより、初期避難地としての機能を持つ街区公園を整備し、災害時要援護者への配慮と避難地での混乱を抑制させる。
79-A7水守中央公園と一体的に整備することにより、初期避難地としての機能を持つ街区公園を整備し、災害時要援護者への配慮と避難地での混乱を抑制させる。

水守南公園整備事業（街区公園）

省略 事業内容 市町村名

工種 （延長・面積等）

要素事業名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

市町村名 事業実施期間（年度）

設計 公園設計　３公園（0.6ha）

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）工種 （延長・面積等）

省略 事業内容要素事業名

水守西公園整備事業（街区公園）

水守東公園整備事業（街区公園）

水守地区公園整備事業（街区公園）



社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　参考図面

計画の名称 79　安全・安心な都市空間創出計画

計画の期間 平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 交付団体 藤枝市

藤枝バイパス

谷稲葉I.C

藤枝市立総合病院

国道1号

東名高速道路

東名焼津I.C

県道青島焼津線

市道小川青島線

県道藤枝大井川線

藤枝市役所

岡部支所

志太消防本部

消防署北分署

新東名藤枝岡部I.C

新東名高速道路

市道本町大東町線

市道藤枝駅吉永線

消防署南分署

JR藤枝駅

県道善左衛門藤枝停車場線

水守

79-A1 橋梁長寿命化修繕

79-A2 一・二級市道他舗装修繕

79-A3 橋梁耐震対策

79-A5 道路ストック(盛土・法面・擁壁)点検

79-A7 水守中央公園整備事業

79-C3 水守東公園整備事業

79-C2 水守西公園整備事業

79-C4 水守南公園整備事業

79-A6 安全・安心対策緊急総合支援事業

79-A4 橋梁長寿命化点検

79-C1 水守地区公園整備事業（設計）

79-A8 長寿命化対策支援事業

79-C5 大井川防災広場整備事業

岡部中学校

岡部小学校 内谷三輪公園

大洲中学校

79-A9 都市防災総合推進事業（防災備蓄倉庫整備）


