
社会資本総合整備計画　事後評価書
14 インターアクセス道路の整備による交通ネットワークを強化する道づくり

平成25年度～平成29年度（5年間）  福井県、敦賀市、大野市、越前市、永平寺町、若狭町

・舞鶴若狭自動車道におけるインターアクセス道路の整備を行う（２路線）
・中部縦貫自動車道等におけるインターアクセス道路の整備を行う（８路線）

①舞鶴若狭自動車道におけるインターアクセス道路の整備路線数を集計する。
（舞鶴若狭自動車道のインターアクセスの整備）＝（供用路線数）／（全対象路線数）

②中部縦貫自動車道等におけるインターアクセス道路の整備路線数を集計する。
（中部縦貫自動車道等のインターアクセスの整備）＝（供用路線数）／（全対象路線数）

百万円 百万円 百万円 百万円

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　事業完了後

　福井県ホームページで公表

１．交付対象事業の進捗状況

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 H25 H26 H27 H28 H29

14-A1 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 （国）４１６号・吉野堺バイパス 道路改良　L=0.75km 582

14-A2 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 （一）勝山インター線・鹿谷町～遅羽町 道路改良　L=0.9km 勝山市 548

14-A3 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 （国）１５７号・大野バイパス 道路改良　L=4.7km 大野市 800

14-A4 道路 一般 敦賀市 直接 市町村道 改築 （１）長谷２号線 道路改良　L=223m 敦賀市 159

14-A5 道路 一般 越前市 直接 市町村道 改築 （他）３６２２号線 道路改良 L=960m 越前市 840

14-A6 道路 一般 若狭町 直接 市町村道 改築 （他）三方ＰＡスマートインター線 道路改良　L=764m 若狭町 636

14-A7 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 （国）３６４号・永平寺インター道路 道路改良　L=320m 永平寺町 950

14-A8 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 （一）福井森田丸岡線・福井工区 道路改良　L=2.0km 福井市 7,000

14-A9 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 （一）福井森田丸岡線・坂井工区 道路改良　L=600m 坂井市 2,700

14-A10 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 （一）南越駅線 道路改良　L=600m 越前市 300

合計 14,515

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 H25 H26 H27 H28 H29

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 H25 H26 H27 H28 H29

14-C1 計画・調査 一般 敦賀市 直接 敦賀市 9

14-C2 施設整備 一般 大野市 直接 大野市 20

14-C3 施設整備 一般 大野市 間接 自治会等 大野市 40

14-C4 施設整備 一般 永平寺町 直接 永平寺町 20

合計 89

景観・修景 地被類植栽  A=5,000m2

（延長・面積等）

省略

工種 （延長・面積等）

NPO等活動支援

観光促進 休息所等整備　1式

計画・調査 敦賀市観光促進事業

0.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

福井市、永平寺町

Ａ
14,515

Ｂ

全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

0
Ｃ

89 効果促進事業費の割合

平成３１年３月３１日

全体事業費
（百万円）工種

0% 100%

0%

14,603

62%

交付対象事業

省略
工種

計画の名称

計画の期間 交付団体

計画の目標

定量的指標の現況値及び目標値

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

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

中部縦貫自動車道および舞鶴若狭自動車道の整備にあわせ、インターアクセス道路を一体的に整備することにより、交通ネットワークを強化し、地域の活性化を図る。
さらに、高速道路と工業団地等の物流拠点を結ぶ基幹道路を整備し、流通を活発化することで地域産業の活性化を図る。

備考
当初現況値
H25当初 H27末

中間目標値 最終目標値

0%

H29末

地被類植栽　A=10,000m2

一体的に実施することにより期待される効果

省略

37%

事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

　福井県において評価を実施 公表の方法

要素事業名

要素事業名

要素事業名

華のジュータン形成事業

華のジュータン形成事業

永平寺ＩＣ観光促進事業

敦賀南ＳＩ利用促進事業



番号 備考

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・中部縦貫自動車道、舞鶴若狭自動車道等の整備にあわせ、インターアクセス道路を一体的に整備することにより、交通ネットワークが強化された。

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100%

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 100%

最終目標値 62%

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 62%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・事業継続中の整備路線については、引き続き事業を推進する。

一体的に実施することにより期待される効果

指標①（舞鶴若狭自
動車道におけるイン
ターアクセス道路の
整備を行う（２路
線））

指標②（中部縦貫自
動車道等におけるイ
ンターアクセス道路
の整備を行う（８路
線））



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 　　　１４　　インターアクセス道路の整備による交通ネットワークを強化する道づくり
計画の期間 　　　平成２５年度～平成２９年度（５年間） 交付団体 福井県、敦賀市、大野市、越前市、永平寺町、若狭町

（参考様式第３）

14-A1

14-A3

14-A2

14-A6

14-A4,C1

14-A5

14-A7,C414-A8

14-A9

14-C2,C3

14-A10


