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平成29年度　行政評価表：道路河川課

H28年度

指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 事業評価 評価の理由 H31年度予算要求の方向性

道路・交通
体系の整

備

市道改良事業
（単独）

緊急性、必要性等を考慮し選定した路
線の拡幅改良整備を行う。

整備路線数 路線 1 3 300% 1 3 300%

道路通行の
安全性の向
上（整備延
長）

ｍ 50 72 144% 120 260 217% 11,421 14,200 14,192 なし

当事業の実施により、
道路利用者の安全で快
適な通行に十分成果を
発揮しており、これ以上
の向上余地は無い。

なし

国、県等の他事業者と
の連絡調整を行い、各
事業間で残土の調整や
コスト縮減を図ってお
り、現時点でコスト削減
の余地は無い。

拡大

緊急性、必要性を考慮
した事業路線の選定に
努めているが、道路交
通の安全確保のために
は拡大すべきである。

引き続き道路・交通体系の整備
は必要であり、継続して事業を行
う。

拡大

市道改良については、毎年多く
の要望が出されており、緊急性、
必要性による優先順位により実
施している。市民の生活道路の
安全を確保することが重要であ
る。

道路・交通
体系の整

備

市道改良事業
（道整備交付

金）

道整備交付金を活用し、市道重橋・中
山線と東田代・相知線の道路整備を行
う。

整備完了路
線数

路線 1 0 0% 1 1 100%

道路通行の
安全性の向
上（整備延
長）

ｍ 300 203 68% 110 183 166% 15,834 8,316 8,316 なし

当事業の実施により、
道路利用者の安全で快
適な通行に十分成果を
発揮しており、これ以上
の向上余地は無い。

なし

国、県等の他事業者と
の連絡調整を行い、各
事業間で残土の調整や
コスト縮減を図ってお
り、現時点でコスト削減
の余地は無い。

拡大

必要性、地域性等を考
慮し事業を実施中であ
り、道路交通の安全確
保のためには拡大すべ
きである。

引き続き道路・交通体系の整備
は必要であり、継続して事業を行
う。

拡大
市内の道路ネットワークの整備
は不十分であり、今後も継続して
整備していく必要がある。

道路・交通
体系の整

備

橋りょう管理事
業（社会資本
整備総合交付

金）

平成21年度に実施した橋梁点検の結
果に基づき、橋梁長寿命化計画を策定
(平成24～25年度）し、補修工事を平成
27年度から取り組むこととなった。
予防的な修繕を実施することにより、修
繕・掛替に係る事業費の高コスト化・大
規模化を回避し、ライフサイクルコスト
の縮減を図る。

橋梁補修 橋 3 4 133% 3 1 33%

市道橋にお
ける管理瑕
疵に起因す
る交通事故
件数

件 0 0 達成 0 0 達成 30,300 49,295 49,287 なし

当事業の実施により、
道路利用者の安全で快
適な通行に十分成果を
発揮している。事業予
算を増額すれば、より
計画的に効果を上げる
ことが出来る。

なし

コスト縮減のため、伊万
里市直営による定期点
検も実施しており、現時
点で考えられる もコス
トを抑えた手法を取り入
れている。

拡大

経年劣化等により橋梁
は老朽化しており、道路
交通の安全を確保する
上で拡大する必要があ
る。

引き続き道路・交通体系の整備
は必要であり、継続して事業を行
う。

拡大

市道の橋梁は740橋あり、建設
から長年が経過しており、老朽
化が著しい橋梁が多く存在して
いる。市民生活の安全と施設の
健全な管理を行うためには今以
上の事業進捗が必要である。

道路・交通
体系の整

備

橋りょう新設改
良事業

伊万里市橋梁長寿命化修繕計画に該
当しない橋梁（橋長7ｍ未満）等の更新
や橋梁新設を行う。

橋梁の新
設・改良

橋 1 2 200% #DIV/0!

道路通行の
安全性の向
上（整備橋
梁数）

橋 1 2 200% 0 0 達成 5,492 19,524 19,524 なし

当事業の実施により、
道路利用者の安全で快
適な通行に十分成果を
発揮しており、これ以上
の向上余地は無い。

なし

国、県等の他事業者と
の連絡調整を行い、各
事業間で残土の調整や
コスト縮減を図ってお
り、現時点でコスト削減
の余地は無い。

拡大

橋梁補修と連携し、老
朽化対策における更新
も重要であり拡大すべ
きである。

引き続き道路・交通体系の整備
は必要であり、継続して事業を行
う。

拡大

老朽化の著しい橋梁について
は、補修による維持が困難なも
のも存在するため、市民の安全
を確保するためにも拡大していく
必要がある。

交通安全
対策の推

進

交通安全施設
整備事業（単

独）

交通安全施設の内、二種事業（区画
線、防護柵等）を実施し、交通安全に寄
与する。

区画線の設
置

ｍ 2,500 3,140 126% 2,500 7,076 283%

交通安全施
設の不備に
よる交通事
故件数

件 0 0 達成 0 0 達成 4,664 5,480 5,475 なし

当事業の実施により、
事故件数の減少、歩行
者の快適な通行に十分
成果を発揮している。
事業予算の増額によ
り、市民の要望をより実
施できる。

なし

現施設を再利用したり、
直営で出来る分は直営
施工と行っており、これ
以上の削減余地は無
い。

拡大

年々増える市民の要望
は多種多様であり、要
望に対し十分な対応は
出来ていない。

引き続き交通安全対策の推進は
必要であり、継続して事業を行
う。。

拡大

区画線については、予算不足か
ら十分な維持ができない状態で
あり、交通弱者や障害者の安全
を図る上でも拡大して実施する
必要がある。

交通安全
対策の推

進

交通安全施設
整備事業（社
会資本整備総

合交付金）

安全で快適な生活道路の空間づくりの
ため、交通事故の減少と歩行者及び通
行車両の安全確保のため、交通安全
上必要な箇所の整備を行う。

整備路線数 路線 2 2 100% 3 3 100%

道路通行の
安全性の向
上（整備延
長）

ｍ 70 0 0% 930 833 90% 64,898 132,968 132,968 なし

当事業の実施により、
事故件数の減少、歩行
者の快適な通行に十分
成果を発揮している。
事業予算の増額によ
り、市民の要望をより実
施できる。

なし

現道幅員内での整備
や、 小限の用地買
収、既存施設の再使用
をするなど、現時点で考
えられる も経済的な
手法を取り入れている。

拡大

年々増える市民の要望
は多種多様であり、要
望に対し十分な対応は
出来ていない。

引き続き交通安全対策の推進は
必要であり、継続して事業を行
う。。

拡大

整備年次の計画手法により、歩
道幅員が狭小で段差が設置され
た歩道が存在し、交通弱者や障
害者には不便で、安全が確保さ
れていない歩道となっており、安
全を確保するためには拡大が必
要である。

安全で快
適な地域

づくり

都市計画道路
整備促進事業
（大坪木須線・
社会資本整備
総合交付金）

県営事業で実施される都市計画道路
大坪木須線の事業費の一部を負担す
るものである。
　事業名　社会資本整備総合交付金事
業
　事業期間　平成24年度～平成30年度
　総事業費　C=1,006,897千円
　負担割合　15％
　事業延長　630m　道路幅員　22m
　　(内訳)　 本工事　一式
　　　　　   　用地費　A=14,685㎡
　　　　　   　補償物件　N=5戸

道路整備の
進捗状況

％ 89 94 106% 100 100 100%
自動車交通
量

％ 0 0 #DIV/0! 100 100 100% 32,525 9,750 9,750 なし
事業費に対して一定の
負担金を納める事業で
あり、向上余地はない。

なし
事業費に対して一定の
負担金を納める事業で
あり、削減余地はない。

完了
H30年度事業完了予定
である。

予算要求なし 完了

平成２９年度末に供用開始され
ており、市内環状線が整備され、
市街地の円滑な交通が確保され
た。

所属長評価

成果向上
余地はあるか

評価の理由
コスト削減余
地はあるか

事業
評価

１次評価（担当者評価） ２次評価

予算・コストの評価

指標名等 H28年度 H29年度 指標名等 H28年度 H29年度 決算額
(千円)

予算額
(千円)

決算額
(千円)

【Check】　評価　／　【Action】　改善

見直しの方向性（担当者評価）

【Plan】　計画　／　【Do】　実施

施策名 事業名 事業・取組概要

事業評価の活動指標(目標・実績) 事業評価の成果指標(目標・実績) H29年度 事業成果の評価
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平成29年度　行政評価表：道路河川課

H28年度

指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 事業評価 評価の理由 H31年度予算要求の方向性 所属長評価

成果向上
余地はあるか

評価の理由
コスト削減余
地はあるか

事業
評価

１次評価（担当者評価） ２次評価

予算・コストの評価

指標名等 H28年度 H29年度 指標名等 H28年度 H29年度 決算額
(千円)

予算額
(千円)

決算額
(千円)

【Check】　評価　／　【Action】　改善

見直しの方向性（担当者評価）

【Plan】　計画　／　【Do】　実施

施策名 事業名 事業・取組概要

事業評価の活動指標(目標・実績) 事業評価の成果指標(目標・実績) H29年度 事業成果の評価

安全で快
適な地域

づくり

都市計画道路
整備事業（大
坪小学校線）

　当路線は、県道伊万里停車場線を起
点とし、大坪小学校東側をとおり、途中
都市計画道路陣内白野線と交差し、都
市計画道路大坪木須線を終点とする幹
線道路である。
　事業名　社会資本整備総合交付金事
業
　事業期間　平成26年度～平成35年度
　総事業費　835,000千円
　事業延長　870m　道路幅員　12.0m
　  (内訳)   本工事　一式
               用地面積　11,170㎡

補償費 家屋 7戸

道路延長距
離数

ｍ 30 44 147% 20 120 600% 通行量
台/
日 670 670 100% 670 670 100% 64,223 78,314 58,665 高

現状では現道のみの通
行であるが、全線完了
後は車両及び人の通行
量が増加すると共に、
安全に通行できるように
なることから、成果向上
余地は高いものと思わ
れる。

なし

計画段階でコスト削減
にも十分配慮していると
ころであるが、今後にお
いても常にコスト意識を
持ち事業にあたる。

拡大

予算削減や国費削減に
伴い、H35年度完了に
向けての進捗が非常に
厳しい状況である。今
後、国の動向を踏まえ
年間事業費の見直しを
行い、事業の進捗を図
る必要がある。

北工区（L=440m)のH32年4月供
用開始に向けて予算要求の増額
を行う。

拡大

国の交付金が減額されており、
事業進捗に遅れが出ているた
め、予算を増額し進捗を図り、通
学路の整備を進めたい。

安全で快
適な地域

づくり

河川局部改修
事業

　自然環境に配慮し、河川護岸の整
備、築堤や河床の掘下げなどを年次的
に実施していく。
　平成29年度は、小波瀬川の改修工事
を計画する。
　事業名　　　市単独事業事業
　事業延長　 全体延長100m
　事業期間   平成24年度～29年度
    (内訳)  　 本工事　一式

局部改修河
川数

河川 1 1 100% 1 1 100%
浸水被害の
解消河川数

箇所 0 0 #DIV/0! 1 1 100% 2,473 2,112 1,617 高

　小河川の災害危険箇
所や狭小部の改修を行
うものであり、予算が確
保できれば治水上の安
全が確保できる。

なし

　測量設計は直営で実
施、また、指名競争入
札、諸経費削減のため
市単独諸経費を採用す
るなどコスト削減に努め
ている。

維持

　治水機能の改善のた
め事業の必要性は高
く、今後も地元要望に応
えるため事業費の継続
した確保を行う。

H30年度よりコグエ川の改修を実
施しており、H31年度全体完成
（L=30ｍ）に向けた予算要求を行
う。

維持

市内河川の改良要望も数多く出
されており、市民生活の安全を
図るためには、事業拡大が必要
である。

安全で快
適な地域

づくり

煤屋川改修事
業（社会資本
整備総合交付
金）

  煤屋川の改修は、煤屋橋下流を起点
とし上流へ約840mの整備を実施するも
のであり、自然環境や生態系に配慮し
ながら、河道を拡幅、護岸を整備し、流
下能力を増加させる事業である。
  事業名　社会資本整備総合交付金事
業
  事業期間　平成17年度～平成29年度
  総事業費　565,500千円（計画）
  事業延長　840m　河道幅　10ｍ
　　（内訳）　 本工事一式、橋梁5基
 　　　取水堰 2箇所、用地 11,431㎡
　　　 物件補償(建物 1戸,水道管移設
等)

改修延長
（換算延長）

ｍ 840 820 98% 840 840 100%
浸水家屋の
解消

戸 5 5 100% 5 5 100% 38,193 53,375 53,375 なし

　常襲水害を解消する
ための河川改修事業で
あり、これ以上の成果
向上はない。
　なお、予算の確保が
出来れば治水上の安全
が確保できる。

なし

　不足する築堤盛土材
に、他事業の発生土を
利用するなどの工夫を
行っており、基準による
積算や指名競争による
契約を実施している。

完了
H29年度事業完了であ
る。

予算要求なし 完了

市内準用河川においては、いま
だ未整備河川もあるため、今後
他河川について事業化の検討を
行う必要がある。

安全で快
適な地域

づくり

煤屋川改修関
連市道改良事
業（煤屋3号
線）

　煤屋川の改修は、煤屋橋下流を起点
とし上流へ約840mの整備を実施するも
のであり、管理道路と兼用となる市道
の整備を河川改修と併せて実施するも
のである。
　事業名　　市単独事業事業
　事業期間　平成17年度～平成29年度
　事業延長　840m　市道拡幅　3.0m→
6.0ｍ
    (内訳)  　本工事　一式
　　　　　　　　橋梁2基

管理兼用道
路の整備延
長

ｍ 840 740 88% 840 840 100%
管理兼用道
路の整備率

％ 100 88 88% 100 100 100% 1,187 8,813 8,266 なし

　道路利用の安全性を
高めるための事業であ
り、これ以上の成果は
い。

なし

　不足する築堤盛土材
に、他事業の発生土を
利用するなどコスト縮減
を図った。

完了
H29年度事業完了であ
る。

予算要求なし 完了 予算要求なし


