
H28年度末

H25 H26 H27 H28 H29 H30～ 実施状況

1-4 高畠城端栄町線 信末 事業中
1-5 野下盛新線 野口 完了
1-13 二日町広安線 柴田屋 事業中
1-15 前田安居線 前田、安居 事業中
1-19 石黒北山田線(川西) 川西 事業中
継-1 是安信末線 是安 完了
継-2 下出入谷線 入谷 事業中
継-3 新屋成出線 真木 完了
継-4 西赤尾小瀬形線 下島 完了
継-5 皆葎猪谷線 皆葎 完了
継-6 (都)谷今町線 井波、北川 完了
継-7 二日町広安線 院林 事業中
継-8 南砺スマートIC線他 柴田屋、上津、上川崎 完了
継-9 (都)百町二日町線 百町、苗島 完了
継-10 高畠城端栄町線 高畠 完了
継-11 小坂岩木線 福光(西町) 事業中
継-12 舘市野沢線 小坂 事業中
継-13 (都)荒木小林線 荒木 完了
継-14 荒木29号線 荒木 完了
1-17 (都)百町二日町線 苗島 事業中
1-18 (都)松原柴田屋線 福野 事業中
1-20 小坂岩木線 和泉 事業中
1-22 土山能美線 土山 事業中
3-5 理休公民館横線 理休 完了
3-7 是安1号線 是安 完了
3-9 吉松川上中線 東西原 完了
3-13 来栖岩野線 来栖 完了
3-16 高草嶺線 猪谷 事業中
3-17 上梨小原線(猪谷) 猪谷 事業中
3-19 利賀診療所線 利賀(上村) 完了
3-21 下村線 利賀(下村) 完了
3-30 飛騨屋山斐線 飛騨屋 完了
3-36 中ノ江6号線 中ノ江 完了
3-50 宗守6号線 宗守 完了
3-52 (新設)吉江中 吉江中 完了
3-54 遊部10号線 遊部 完了
3-62 荒木8号線 荒木 事業中
継-15 北野児童公園線 北野 完了
継-16 上村口線 小来栖 事業中
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継-15 北野児童公園線 北野 完了
継-16 上村口線 小来栖 事業中
継-17 坂上上百瀬線 坂上、上百瀬 事業中
継-18 豆谷菅沼線 百瀬川 事業中
継-19 高堀専勝寺線 高堀、専勝寺 完了
継-20 安居七村線 安居 完了
継-21 小山1号線 小山 完了
継-22 祖谷4号線 祖谷 完了
継-23 遊部12号線 遊部 完了
4-5 東上理休線 城端、北野 完了
4-9 東廻り線(城端東部体育館横) 理休 完了
4-12 利賀百瀬川線 利賀(上村) 事業中
4-14 高屋井口線(高屋) 高屋 完了
4-15 高屋井口線(谷) 谷 事業中
4-18 井波環状線(坪野～R156号) 坪野 事業中
4-19 専勝寺院瀬見線(沖) 沖 完了
4-20 専勝寺院瀬見線(院瀬見) 院瀬見 完了
4-24 池尻上広安線(交差点) 宮後 完了
4-25 寺家高儀線 寺家新屋敷他 事業中
4-26 高堀太美山線(下吉江、新邸) 下吉江、新邸 事業中
4-27 高堀太美山線(田尻) 田尻 事業中
4-28 苗島安清線 八塚、雨潜他 事業中
4-30 上川崎1号線 上川崎 完了
4-32 西町八幡線 福光(西町) 完了
4-34 野田法林寺線 小坂、殿 事業中
4-37 竹林宮後線(竹林) 竹林 事業中
4-39 高堀太美山線(交差点) 田中 事業中
4-44 菅沼田下線(田下) 田下 完了
4-52 荒木高宮線 高宮 事業中
継-24 中の平線 中畑 事業中
継-25 高屋井口線 山見 事業中
継-26 高堀太美山線 焼野、野新 完了

38 路線 55.1% 新規 0 路線
31 路線 44.9% 継続 31 路線
0 路線 0.0% 31 路線
69 路線 100.0% 0 路線

事業化

継続

安全

完了
事業中
未着手

※　H２８年度完了(38路線)・事業継続(31路線)となり、全てが着手済とな
りました。

※　計画総事業費76億円に対し、各年度の実績は平成25年度13億4,829
万円、平成26年度11億5,279万円、平成27年度9億6,887万円で、平成28
年度決算は10億1,804万円を見込んでいます。また、平成29年度は、平
成28年度繰越予算(見込）と当初予算の合計が14億3,587万円となり、平
成29年度までの予定執行合計額は59億2,386万円（77.9％）を見込んで
います。
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