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地域の重点項目の選定について



説明内容

１．地域WGの主旨と討議内容
・第２回地域ＷＧの討議内容

・第１回地域ＷＧの意見

２．道路・交通に関連する地域の状況
・社会状況

・道路のネットワークの現況

・歩道整備状況

・通学路の状況

・交通安全について

・異常時の対応

・道路の維持管理

３．道路・交通の現況をふまえた

問題と課題

４．客観的評価マニュアルに

おける地域の重点項目の選定
・滋賀県道路整備マスタープランと道路事業

・客観的評価マニュアル

・改築系事業・評価項目（Ⅰ必要性）

・地域の重点項目（案）

５．第2回地域WGの論点

６．第3回地域WGの予定
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１．地域WGの主旨と討議内容
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１.１ 第２回地域ＷＧの討議内容
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○道路整備計画等の見直し
○アクションプログラム2008(総括)

地域ワーキングにおける討議

客観的評価マニュアル

地域の道路・交通等の現況分析

地域の道路・交通の問題点
や課題について

●改築系事業
●交通安全系事業

アクションプログラム2013

事業候補路線の評価

滋賀県道路整備マスタープラン見直し

○ アクションプログラム2013
における整備箇所(案)につ
いて

○ 提言について

○ 地域課題の抽出について
○ 客観的評価マニュアルに
おける地域の重点項目に
ついて

第1回WG

第２回WG

第３回WG



１.２ 第1回地域ＷＧの意見
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区分 主な意見

ネットワーク 制約のある高島地域の地形や原発の問題を考慮すると、幹線道

路の一日も早い完成が必要。

原発事故が発生した際の避難経路の確保や緊急輸送道路の整備

は喫急の課題。一刻も早く改築を進めるべき。

観光、交流人口を増やすためにも道路整備が重要。

安全・安心 歩道が設置されたが、一部未設置の区間がある。

高齢者や子どもに配慮した安全な歩行空間の確保を重視する道づ

くりの推進や、住民の意識を高めることが必要。

維持管理 見通しを良くし、安全性を高めるため、街路樹は撤去、もしくは下枝

の剪定が必要。

大変な雪が積もって除雪が困難な区間もあった。

冬期の歩行者の安全確保が必要。



２．道路・交通に関連する地域の状況
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２.１ 社会状況 （人口減少）
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• 滋賀県はH22年をピークに人口が減少すると予測されるが、高島地域は
10年早いH12の55,451人をピークに減少。

• 人口ピーク時からH47年までの減少率は、滋賀県が約95%であるが、高
島地域は約73%と人口が大きく減少。

出典：国勢調査（S55-H22）
国立社会保障・人口問題研究所（H27-H47）

人口の推移（高島）

注:H27以降はH17国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所の予測値(H19.5推計)
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8出典：国勢調査（S55-H22）

• 高島地域では、少子高齢化が進行しており、H22は65歳以上の人口は28%
に増加。

• 他事務所管内の中で、最も65歳以上の高齢化率が高い。

年齢別人口割合の推移（高島） 他事務所管内との比較

２.１ 社会状況 （少子高齢化）



２.１ 社会状況 （限界集落）
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• 65歳以上の高齢者が過半数を占める
「限界集落」が高島地域内に12あり、
主に内陸部の県道付近に位置してい
る。

• 55歳以上が過半数を占める「準限界
集落」は62であり、今後も人口減少や
高齢化に伴い過疎化が進行すること
が予想される。

図 限界集落の位置

出典：高島土木事務所
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出典：滋賀県観光入込客統計調査

• 高島地域の観光入込客数はH22にやや減少したものの、近年増加傾向に
あり、年間約450万人である。

• 特に、道の駅の観光入込客が多い。

観光入込客の推移（高島） 観光入込客数ベスト３

２.１ 社会状況 （観光）

順
位

観光地名 入込
客数
（H22)

県
内

順
位

１ 道の駅
藤樹の里あどがわ

793,000 ３

２ 道の駅
くつき新本陣

447,400 １６

３ マキノ高原、
さらさ

446,000 １７



２.２ 道路のネットワークの現況

図 県道以上道路の道路種別

出典：平成22年度道路交通センサス
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北は北陸方面、福井県嶺南地域、南

は大津地域と結ばれている地域であ

る。

高島地域の道路網は、南北方向に

は国道161号、国道367号、東西方向

には国道303号、小浜朽木高島線が

主要な骨格となっている。
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高島地域の県道以上の道路網は約

28%が未改良区間で、県内でも整備

が進んでいない地域である。

高島地域内の道路ネットワークは、

概ね２車線道路で形成されているが、

小浜朽木高島線の山間部、麻生古

屋梅ノ木線等が１車線である。

図 県道以上道路の一次改良済み区間延長割合
出典：平成22年度道路交通センサス

12
図 県道以上道路の車線数

出典：平成22年度道路交通センサス

２.２ 道路のネットワークの現況

注:幅員5.5m以上確保された区間を改良済と定義 注:データの特性上、一部の区間で車線数が実際と異なる区間が有り



高島地域では、南北をつなぐ国道161号、東西をつなぐ国道303号の交通量が

多い。

大型車混入率をみると、国道161号、国道303号の一部区間が40%以上と多い。

13大型車混入率 出典：平成22年度道路交通センサス

２.２ 道路のネットワークの現況 （交通量）

県道以上道路の自動車交通量



２.３ 歩道整備状況

高島地域は、歩道未設置区間の割

合が63%と、県内でも歩道の設置率

が低い地域である。

歩道設置箇所については、歩道整備

マニュアルを策定し、必要な箇所に

ネットワークで設けるようにしている。
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図 県道以上道路の歩道設置区間延長割合

出典：平成22年度道路交通センサス

14図 県道以上道路の歩道幅員の状況

出典：滋賀県高島土木事務所からの資料
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県では、「滋賀県歩道整備マニュアル」により、高齢者、身体障害者等、全ての人が安全で
安心して利用できる道路空間を目指し、歩道等の構造基準や基本的な考え方を示している。

２.３ 歩道整備状況

（歩道ネットワーク上で考慮すべき視点）
○ 歩行者や自転車利用者が多い区間
○ 通学路の指定区間（中学生、高校生の通学経路を含む。）
○ 人と車両の事故発生または恐れのある地点
○ 病院、福祉施設の周辺
○ 主要施設（役場、公民館、大規模商業施設等）の周辺
○ 駅、主要なバス停の周辺
○ 主要観光地の周辺
○ 住宅等が連担する区間
○ 道路整備により沿道利用が明らかな区間
○ 既存集落間の徒歩等による移動交通が、整備道路を利用
する可能性の高い区間

抜粋：滋賀県歩道整備マニュアル



２.４ 通学路の状況

高島地域では、小学校、中学校、高

校等の教育機関の多くが琵琶湖側に

分布している。

通学児童が多く集まると想定される

小学校から1km圏域の県道には歩行

者スペースがない区間もみられる。

16図 教育施設の配置状況

出典：国土数値情報ダウンロードサービス｛公共施設(H18年度)｝
滋賀県（H23報告書）



高島地域では、管内の全小学校でPTA・警察・道路管理者等が連携した緊急
通学路点検が実施された。
歩行者のスペースとしての路肩が狭い、支障物件によってスペースがふさが
れているなどのケースが確認された。順次、関係方面と協議し対策を検討・実
施予定。
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２.５ 交通安全について （通学路の安全対策）

点検状況

緊急通学路点検実施概要
実施日：平成２４年５月１６～２４日

実施区間：高島市内全小学校（１６校） ２０路線 ４０．６ｋｍ
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２.５ 交通安全について （交通事故の状況）

高島地域の死者数は増減はあるものの横ばい傾向にある。

高島地域の高齢者事故割合は、県全体（23%）に比べても34％と非常に高い。

図 高島地域の交通事故による死者数
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■高齢者事故割合

出典：滋賀県警ＨＰ

■交通事故による死者数

図 高島地域の高齢者事故の割合
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・滋賀県では、山間部を中心に豪雨時
等に通行が遮断される道路など、日常
生活に深刻な影響を与える交通阻害
が生じている。
・高島地域では、国道161号、国道303号、
白谷野口線、小浜朽木高島線、麻生
古屋梅ノ木線、西浅井マキノ線が事前
通行規制区間に指定されている。
・なお、国道３０３号（滋賀県高島市今津
町保坂～同県高島市今津町杉山）に
おいては、災害に対する抵抗力は規
制施行時よりも向上していること等か
ら規制解除を行った。

する。

図 事前通行規制区間

出典：滋賀県

＊事前通行規制区間：大雨等の異常気象により道路斜面
の崩壊や落石が発生する恐れのある道路について、雨
量基準により事前通行規制を実施し、通行者の安全を守
る区間

２.６ 異常時の対応 （事前通行規制区間）
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２.６ 異常時の対応 （橋梁耐震対策）

なお、橋長１５ｍ以上の橋梁で緊急輸送道路、第三者被害相当（コン
クリート片の落下等による第三者への被害の予防。跨線橋など）の橋梁が２０３橋。
うち昭和５５年以前の道路橋示方書で建設されたものが１２７橋であ
り、うち要対策が８７橋、対策済が８５橋である。

■滋賀県における橋梁の耐震対策
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・東日本大震災でも明らかになっ
たように、災害に強い道路ネット
ワークが重要

・高島地域では、第一次緊急輸

送道路に、国道161号、国道303

号等が指定されている。

・第二次緊急輸送道路には、県

道安曇川今津線、県道小浜朽

木高島線等が指定されている。

図 緊急輸送道路の指定状況

出典：高島市都市計画マスタープラン

＊緊急輸送道路：阪神淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生する緊急
輸送を円滑に行うため、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道
路と知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道路をいう

＊第１次緊急輸送道路：被災地域に通じる道路（県庁所在地と地方中心拠点お
よび県外 とを連絡する広域的な主要幹線道）

＊第２次緊急輸送道路：被災地域内または被災地域に通じる道路（第１次緊急
輸送道路と市町役場および主要な防災拠点を相互に連絡する道路）
＊第３次緊急輸送道路：その他緊急輸送に必要な道路

２.６ 異常時の対応 （緊急輸送道路）



22図 異常気象時通行止めによって孤立する地域（H18）

出典：湖国のみちづくり（H20）

高島地域には白谷野口線、国道303

号、小浜朽木高島線、麻生古屋梅ノ

木線の異常気象時通行止めによって

孤立する地域が２地域ある。

２.６ 異常時の対応 （孤立集落）

注）国道303号の規制解除に伴い、現在は
異常気象時通行止めによって孤立する集落
には該当しない。
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• 現在、県、高島市（福井県含む）で検討中。

２.６ 異常時の対応 （防災・避難計画の策定状況）
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出典：近江の道づくりルール（H20.3.31改訂）

• 高島地域では、地域の西側半分が最
大積雪深10年再現確率値が100cm以
上の県内でも有数の豪雪エリアであり、
雪への備えも必要

２.７ 道路の維持管理 （冬期）

図 最大積雪深10年再現確立値の図
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２.７ 道路の維持管理 （冬期）

出典：滋賀県提供資料

図 除雪路線及び消雪施設状況

• 除雪対策として、道路除雪と消融雪装
置の稼働・路面凍結防止の作業が行
われる。

• 除雪路線は、国の雪寒指定路線およ
び幹線道路等である。

• 除雪対象路線以外の冬季における道
路の安全かつ円滑な交通を確保でき
るよう、補助制度を活用した市民協働
施策を推進し、地域の社会的変化へ対
応した除雪作業を進めていきたい。

＊第１種除雪路線：２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は
常時交通を確保する。異常降雪時には、降雪後約５日以内に２車線確保をは
かる

＊第２種除雪路線：２車線幅員確保を原則とするが状況によっては、１車線幅
員で待避所を設ける。異常降雪時には、約１０日以内に２車線または１車線の
確保をはかる。

＊第３種除雪路線：１車線幅員で、必要な待避所を設けることを原則とする。状
況によっては、一時交通不能になってもやむを得ない。
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・街路樹の維持管理は、「緑化維持管理委託」を適用し管内をいくつかに分け、年
間を通じての水やり・除草・剪定作業を委託。
・支障になるものについては、冬期に強剪定を実施。

２.７ 道路の維持管理 （植栽）

視認性に影響が少ない状況
（常磐木音羽線）

高木の下枝により視認性が悪い事例
（海津今津線）

比較的遠くまで見通すことができる

下枝のため見通しが悪い
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２.７ 道路の維持管理 （植栽）

• 道路利用者のニーズは多様化し、情報機能、防災機能等、様々な機能が道路
に求められ、これまでより一層きめこまやかな道路管理が求められている。

• さらに、これまでつくられた道の老朽化が進み、道路管理の仕事は、ますます
増える傾向にある。その一方で厳しい財政状況のなか、道路管理の予算も減
少傾向。

• 道路管理の新しい技術開発、無駄な作業の見直し、管理費のかからない製品
の導入など、様々な工夫をしながら、道路管理に努めていくことが求められる。

これからの道路の維持管理の考え方



３. 道路・交通の現況を踏まえた問題点と
課題
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不満が大きい項目 要望が大きい項目

高速道路（インターチェ
ンジ）へ行きにくい

５４％ 積雪時でも快適に走行でき
る道路整備

６４％

遠くの市町村や県外へ
行きにくい

４８％ 交通事故の発生を減らす
道路の整備

６４％

渋滞を緩和・解消させる
道路の整備

５２％

高齢者や障がい者等の移
動がしやすい歩道の整備

５２％

大型車のすれ違いができ
ない幅員が狭い道路の整
備

５２％

【参考】平成２３年度県民アンケート調査結果（高島地域）：第１回WG資料再掲

３． 道路・交通の現況を踏まえた問題点と課題



３． 道路・交通の現況を踏まえた問題点と課題
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WG意見 アンケート

人口減少 経済・産業の低迷 〇
少子高齢化 社会資本整備の鈍化 〇
限界集落 地域コミュニティの維持困難
観光入り込み客数の増加 観光産業のさらなる活性化 〇

広域ネット：南北方向の国道161号、東西

方向の国道303号が主体

国道367号、小浜朽木高島線も骨格となる

路線

〇 〇

道路整備が十分に進んでいない 〇 〇

広域幹線の大型車混入

幹線、域内の機能が明確 〇

事前通行規制が４路線ある 〇

琵琶湖西岸断層帯がある（大規模地震の

発生する可能性が高い）
〇

緊急輸送道路（一次、二次） 〇
通行規制により孤立する集落がある 〇
避難路計画は策定中 〇

2.4歩道
整備状況

歩道設置区間が連続していない区間がある 〇 〇

歩道を含めて、歩行者のスペースは十分で

ない
〇 〇

県道だけではなく市道も含めての路線になる

高齢者の事故が増加 〇 〇

通学路の安全点検が実施されている。（管

理者、保護者）
〇

豪雪エリアである 〇 〇

冬期通行止め区間がある 〇 〇
歩道の除雪は一部のみ 〇 〇
街路樹のより見通しが悪くなる場合がある 〇

2.5通学
路の状況

2.6交通
安全につ
いて

2.7道路
の維持管
理

限られた予算を適正かつ有効に 維持補修

2.2道路
のネット
ワークの
現況

2.3異常
時の対応

緊急時の代替性が脆弱

災害時の輸送路確保への対応

広域幹線の代替性が脆弱
機能に適した道路構造

異常気象時や災害時に
おける信頼性の高い道
路

改築事業

歩行者（特に高齢者・児童・障がい者等）
の移動の安全性が充分ではない。
住民、警察等と連携した交通安全の取組
の推進。

安全・安心な歩行空間
の確保

交通安全
事業

高島地域の現状 課題 道路に求められる事項 関連事業
指摘

2.1社会
状況

地域振興を支援する道
路整備



４. 客観的評価マニュアルにおける
地域の重点項目の選定(案)
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４.１滋賀県道路整備マスタープランと道路事業

32

滋賀県道路整備マスタープラン

滋賀県基本構想の達成に向け、４つの政策目標を掲げて 道路整備を実施

県内の産業の
活性化と

地域文化の交流

誰もが安心・安全に
暮らせる優しい
県土の実現

環境負荷の軽減と
個性と潤いのある
生活空間の創造

地域の自立的発展と
不安のない
暮らしの創出

将来２０年間の道路整備の基本方針

①地域間を連絡する環状道路網の形成

②県外との交流を促進する放射状道路の整備

③地域内での利便を高める幹線道路や生活道路の整備

④公共交通機関と連携した総合的な交通システムへの支援

⑤人や自転車を主体としたネットワークの形成

政策目標を実現する道路ネットワークの形成

滋賀県道路整備マスタープラン

政策目標実現への３つの取り組み方

①効果が実感できる道づくり

②わかりやすく、愛着の持てる道づくり

③自然環境や生活環境に配慮した道づくり

改築系事業 交通安全系事業 維持管理事業等道路事業



４.２ 客観的評価マニュアル
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必要性

走行改善効果

進捗状況

事業熟度

地域特性 道路利用状況

必要性

進捗状況

事業熟度

計画の位置付け

（バイパス整備や道路拡幅、交差点改良など）

ランク分け

交通安全系

ランクＡ：重点化事業
ランクＢ：推進検討事業
ランクＣ：当面保留事業

事業の優先度を客観的に評価するためのマニュアル
～誰がやっても同じ結果、誰が見ても納得できる評価基準～

（自転車歩行者道や歩道整備など）

改築系

重点項目の選定

地域特性の項目は、必要性項目の中から、
地域の意見を反映して、特に重点整備す
る項目を２項目選定する

＊１項目の場合は２点、２項目の場合は
各々１点を加点

５項目で評価５項目で評価



参考：滋賀県道路整備マスタープランにおける施策目標と客観的評価マニュアルにおける評

価項目の対応（改築事業）
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産業活動

支援

産業と研

究機関の
連携

地域振興

支援

地域文化

交流

交通事故

抑制

人に優しい

道路

異常気象

時災害時
の信頼性

地球環境 沿道環境 時代への

対応

地域特性 地域の一

体性

救急医療

福祉

① 市町村合併支援道路整備計画の位置付け ●

② 地域振興の計画に位置付け 地方拠点都市地域整備計画、山村振

興計画、過疎地域自立促進計画、都

市再生プロジェクト、定住自立圏、特定

地域振興計画

●

③ 「渋滞対策プログラム」に位置付け ● ● ●

④ 地域高規格道路の整備 ●

⑤ 都市計画道路の整備 ●

① 主要な公共公益施設等の周辺道路の整備 各市町役場、県地方事務所、総合公
園・運動公園、公共ホール、大学、短

大、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処

理場、火葬場、広域湖岸輸送拠点、

広域陸上輸送拠点、物資保管倉庫の
半径１km以内

●

② Ｉ．Ｃや鉄道駅へのアクセス道路の整備 各ＩＣや鉄道駅の半径２km以内＋国道

または県道の交差点まで
●

③ 物流の効率化を支援する道路（25t対応（計画）路線）の整

備
２５t対応（計画）路線 ●

④ 大規模な商業施設の周辺道路の整備 大規模商業施設（延床面積3,000㎡以

上）の半径１km以内
●

⑤ 優れた自然環境、歴史的資源や観光資源等の周辺道路

の整備(上記①と重複は除く。)

「道路標識の著名地点(H24修正版)」

に記載されている箇所の半径１km以内
● ●

⑥ 鉄道や道路との立体交差化を図る整備 ●
⑦ 交通不能の解消が図れる整備 ●

⑧ 大型車のすれ違い不能の解消が図れる整備（上記⑦該

当は除く。）

現道の全幅（舗装幅）が５．０m未満の

区間
●

⑨ 工区の起終点が共に改良済みの道路の整備

① 交通事故の発生率を低減できる整備 「事故危険箇所（Ｈ２１年３月公表）」に

記載されている箇所
●

② 高齢者や身体障害者等の移動の円滑化を図る歩道等の

整備
バリアフリー新法における特定道路等 ●

③ 著しい渋滞を緩和できる整備（1-③以外のもの） 混雑多発箇所または、その選定基準に

該当するもの（
● ● ●

④ 通学路等の整備 通学路（教育委員会が指定）や中学

校、高校の周辺（半径２km以内）
●

⑤ バス路線（町営バス、スクールバス等も含む。）の整備 ●
⑥ 地域にとって唯一の道路の整備 分断した場合、孤立化集落を生じる区

間や迂回経路が１５km以上となる区間
●

⑦ 救急病院や主な福祉施設等の周辺道路の整備 救急病院や主な福祉施設の半径２km

以内
●

⑧ 無電柱化を推進する道路の整備 「電線類地中化５箇年計画」 ●

① 異常気象時の事前通行規制区間の改善が図れる整備 ●

② 雪寒地域内の第１種除雪路線の整備 ●

③ 緊急輸送道路の整備 ●
④ 防災総点検要対策箇所の改善が図れる整備 ●

⑤ 連結許可を取得した追加ICへのアクセス道路の整備 ●

誰もが安心・安全に暮らせる優しい
県土の実現

政策目標

　　　1　上位計画や地域振興計画の位置付け

　　　2　地域の活性化の支援

　　　3　よりよい生活環境の確保

　　　4　信頼性・防災性の向上

Ⅰ　必要性

地域の自立的発展と不
安のない暮らしの創出

環境負荷の軽減と個性と潤いのある生活空間の
創造

県内産業の活性化と地域文化の交流



４.３ 改築系事業・評価項目
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評価項目の「Ⅴ地域特性」は、地域の状況に応じて、「Ⅰ必要性」

の小項目（29項目）の中から２項目を選択する。

大項目

評価項目 １５点 Ⅰ　必要性 １０点

Ⅱ　走行改善効果 ０．５点

Ⅲ　進捗状況 ２点

Ⅳ　事業熟度 ０．５点

Ⅴ　地域特性 ２点

大項目 中項目

評価項目 １５点 Ⅰ　必要性 １０点 1　上位計画や地域振興計画の位置付け ２点

2　地域の活性化の支援 ２．５点

3　よりよい生活環境の確保 ２．５点

4　信頼性・防災性の向上 ２．５点

5　他事業と併せた一体的整備 ０．５点

Ⅱ　走行改善効果 ０．５点

Ⅲ　進捗状況 ２点

Ⅳ　事業熟度 ０．５点

Ⅴ　地域特性 ２点

大項目 中項目 小項目

評価項目 １５点 Ⅰ　必要性 １０点 1　上位計画や地域振興計画の位置付け ２点 ５項目

2　地域の活性化の支援 ２．５点 ９項目

3　よりよい生活環境の確保 ２．５点 ８項目

4　信頼性・防災性の向上 ２．５点 ５項目

5　他事業と併せた一体的整備 ０．５点 ２項目

Ⅱ　走行改善効果 ０．５点 １項目

Ⅲ　進捗状況 ２点 ２項目

Ⅳ　事業熟度 ０．５点 １項目

Ⅴ　地域特性 ２点 ２項目

地域の意見を反映して、特に重点
整備する項目を２項目選定する
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４.３ 改築系事業・評価項目（Ⅰ 必要性）

中項目 小項目 高島管内の状況

①市町村合併支援道路整
備計画の位置付け

「市町村合併支援道路整備計画」に位置づけがある 小浜朽木高島線中野のみ

②地域振興の計画に位置
付け

地方拠点都市地域整備計画・山村振興計画・過疎地域
自立促進計画・都市再生プロジェクト・定住自立圏・特定
地域振興計画

・「山村村振興計画」（国道３０３号、
国道３６７号：旧朽木・旧マキノの事
業）
・「過疎地域自立振興促進計画」（旧
朽木）
・「北川水源地振興対策」（計画策定
中。評価不可）

③「渋滞対策プログラム」
に位置付け

「新たな渋滞対策プログラム2006（H18年2月策定）」等の
渋滞対策に関する計画に位置付けがある

該当無

④地域高規格道路の整備 「地域高規格道路」としての位置づけがある 該当無

⑤都市計画道路の整備

都市計画決定の幅員・ルートに合致する計画のものを原
則とするが、当該計画の幅員・ルートが都市計画決定と
若干異なるため、都市計画変更の手続きを予定している
ものも該当する

個別に判断

1　上位計画や地域
振興計画の位置付け
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４.３ 改築系事業・評価項目（Ⅰ 必要性）
中項目 小項目 高島管内の状況

①主要な公共公益施設等
の周辺道路の整備

各市町役場、県地方事務所、総合公園・運動公園、公共
ホール（市民会館・町民会館等）、大学、短大、汚物処理
場、ごみ焼却場、ごみ処理場、火葬場、避難所関係（広
域湖岸輸送拠点、広域陸上輸送拠点、物資保管倉庫）

市役所、県事務所、安曇川町健康
の森、ガリバーホール、藤樹の里、
やまびこ館、市民会館、 今津町今
津屎尿処理場、安曇川町不燃物処
理場（都市計画決定）、広域湖岸輸
送拠点（今津港・今津漁港）、広域
陸上輸送拠点（こどもの国）、物資
保管庫（福祉事務所物資保管庫）

②Ｉ．Ｃや鉄道駅へのアク
セス道路の整備

名神高速道路、新名神高速道路、北陸自動車道、湖西
道路、京滋バイパスの各ＩＣや鉄道駅へのアクセス道路
（半径２km以内＋国道または県道の交差点まで）の整備

項目に該当

③物流の効率化を支援す
る道路（25t対応（計画）路
線）の整備

総重量２５tの車輌もしくはＩＳＯ規格背高海上コンテナ輸
送車の通行に対応する路線（２５t対応（計画）路線）の整
備

国道３０３号（弘川～杉山）

④大規模な商業施設の周
辺道路の整備

大規模商業施設（延床面積3,000㎡以上）の周辺道路
（半径１km以内）の整備

平和堂安曇川店・今津店、アヤハ
ディオ安曇川店、ドラッグユタカ・ブッ
クマート今津店

⑤優れた自然環境、歴史
的資源や観光資源等の周
辺道路の整備(上記①と
重複は除く。)

「道路標識の著名地点(H24修正版)」に記載されている
景勝地、史跡、スキー場、キャンプ場、博物館、遊園地の
周辺道路（半径１km以内）の整備

スキー場、水泳場（今津浜・近江白
浜・萩の浜）、 その他（ガリバー、し
らひげ神社、藤樹書院跡、風車村、
大荒彦神社、海津大崎など）

⑥鉄道や道路との立体交
差化を図る整備

踏切除却または、鉄道や道路との立体交差化（新設）を
ともなう整備で、交通の円滑化や安全性の向上が図れる
もの

該当無

⑦交通不能の解消が図れ
る整備

通行不能区間の解消が図れる整備 項目に該当（個別事業で判断）

⑧大型車のすれ違い不能
の解消が図れる整備（上
記⑦該当は除く。）

現道の全幅（舗装幅）が５．０m未満の区間を含む整備 項目に該当

⑨工区の起終点が共に改
良済みの道路の整備

当該工区の改良により、その前後の改良済みの道路網
と併せて事業効果が発揮できる整備。（連続する複数の
工区を同時期に整備する場合も一団の工区として考え
る。）

工区の前後が改良済

2　地域の活性化の
支援
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４.３ 改築系事業・評価項目（Ⅰ 必要性）
中項目 小項目 高島管内の状況

①交通事故の発生率を低
減できる整備

「事故危険箇所（Ｈ２１年３月公表）」に記載されている箇
所の整備

該当無

②高齢者や身体障害者等
の移動の円滑化を図る歩
道等の整備

バリアフリー新法における特定道路等の計画に基づく整
備

小浜朽木高島線安曇川町中央付
近、安曇川高島線の一部（市街地）

③著しい渋滞を緩和でき
る整備（1-③以外のもの）

混雑多発箇所または、その選定基準に該当するもの 該当無

④通学路等の整備
通学路（教育委員会が指定）や中学校、高校の周辺（半
径２km以内）での整備

項目に該当

⑤バス路線（町営バス、ス
クールバス等も含む。）の
整備

バス路線での整備 項目に該当

⑥地域にとって唯一の道
路の整備

当該工区で道路が分断した場合、孤立化集落を生じる区
間や迂回経路が１５km以上となる区間の整備

選出区間に該当

⑦救急病院や主な福祉施
設等の周辺道路の整備

救急病院（第２次、第３次の救急医療体制の整っている
もの）や主な福祉施設の周辺（半径２km以内）での整備

高島病院、マキノ病院、保健セン
ター

⑧無電柱化を推進する道
路の整備

「電線類地中化５箇年計画」で無電柱化を推進する整備 該当無

3　よりよい生活環境
の確保
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４.３ 改築系事業・評価項目（Ⅰ 必要性）

中項目 小項目 高島管内の状況

①異常気象時の事前通行
規制区間の改善が図れる
整備

大雨による通行規制（通行止め）区間の整備で、通行規
制区間の改善や防災性の向上が図れるもの

本資料19頁に掲載

②雪寒地域内の第１種除
雪路線の整備

積雪寒冷地域内の第１種除雪計画路線（通常時）の整
備で、積雪時の走行性の向上が図れるもの

本資料25頁に掲載

③緊急輸送道路の整備
「滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画書（Ｈ８年９月策
定）」に位置づけられた緊急輸送道路の整備で、道路の
耐久性、耐震性の向上が図れるもの

本資料21頁に掲載

④防災総点検要対策箇所
の改善が図れる整備

「道路防災点検（Ｈ８年度実施）」での緊急に対策が必要
な箇所を含む整備で、重要路線の確保や防災総点検要
対策箇所の改善が図れるもの

項目に該当

⑤連結許可を取得した追
加ICへのアクセス道路の
整備

連結許可を取得したＩＣへのアクセス道路の整備 該当無

4　信頼性・防災性の
向上
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４.３ 改築系事業・評価項目（Ⅰ 必要性）

中項目 小項目 高島管内の状況

①高速道路や直轄国道整
備に併せた整備

ＮＥＸＣＯや国土交通省の道路事業（以下「関連道路事
業」という）と併せて行う整備で、関連道路事業の供用
（暫定供用も含む）のため整備する必要があるもの、関
連道路事業の工事用道路として利用するものについて
費用負担により改築を行うもの

該当無

②その他の公共事業に併
せた整備

ダム事業、河川改修事業、土地改良事業、街路事業、土
地区画整理事業、市街地再開発事業、公園事業、公営
住宅建設事業、市町道事業等に併せて行う整備

項目に該当（個別事業で判断）

5　他事業と併せた一
体的整備
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４.４ 地域の重点項目（案）
路 線 名

小荒路

牧野沢線

麻生古屋

梅ノ木線

小浜朽木

高島線

五番領

安井川線

国道

３０３号

国道

３６７号

国道

３６７号

小浜朽木

高島線

小浜朽木

高島線

小浜朽木

高島線

白谷野口

線

工 区 名 沢 朽木 野尻 安曇川 追分 保坂 桑野橋 中野 南古賀

庄堺、

三重生 在原

Ⅰ 必要性

　　1 上位計画や地域振興計画の位置付け

　　　① 市町村合併支援道路整備計画の位置付け ● ● ●

　　　② 地域振興の計画に位置付け ● ● ● ● ● ●

　　　③ 「渋滞対策プログラム」に位置付け

　　　④ 地域高規格道路の整備

　　　⑤ 都市計画道路の整備

　　2 地域の活性化の支援

　　　① 主要な公共公益施設等の周辺道路の整備 ● ● ● ● ●

　　　② Ｉ．Ｃや鉄道駅へのアクセス道路の整備 ● ● ●

　　　③ 物流の効率化を支援する道路（25t対応（計画）路線）の整備 ●

　　　④ 大規模な商業施設の周辺道路の整備 ●

　　　⑤ 優れた自然環境、歴史的資源や観光資源等の周辺道路の整備(上記①

と重複は除く。) ●

　　　⑥ 鉄道や道路との立体交差化を図る整備

　　　⑦ 交通不能の解消が図れる整備

　　　⑧ 大型車のすれ違い不能の解消が図れる整備（上記⑦該当は除く。） ● ● ● ●

　　　⑨ 工区の起終点が共に改良済みの道路の整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　　3 よりよい生活環境の確保

　　　① 交通事故の発生率を低減できる整備

　　　② 高齢者や身体障害者等の移動の円滑化を図る歩道等の整備

　　　③ 著しい渋滞を緩和できる整備（1-③以外のもの）

　　　④ 通学路等の整備 ● ● ● ● ● ● ●

　　　⑤ バス路線（町営バス、スクールバス等も含む。）の整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　　　⑥ 地域にとって唯一の道路の整備 ● ● ● ●

　　　⑦ 救急病院や主な福祉施設等の周辺道路の整備 ● ● ● ●

　　　⑧ 無電柱化を推進する道路の整備

　　4 信頼性・防災性の向上

　　　① 異常気象時の事前通行規制区間の改善が図れる整備 ● ●

　　　② 雪寒地域内の第１種除雪路線の整備 ● ● ● ● ● ● ● ●

　　　③ 緊急輸送道路の整備 ● ● ● ● ● ● ● ●

　　　④ 防災総点検要対策箇所の改善が図れる整備 ● ● ● ●

　　　⑤ 連結許可を取得した追加ICへのアクセス道路の整備

　　5 他事業と併せた一体的整備

　　　① 高速道路や直轄国道整備に併せた整備

　　　② その他の公共事業に併せた整備 ●

Ⅱ 走行改善効果

　　　① 費用対便益比の点数化

Ⅲ 進捗状況

　　　① 進捗率８０％以上で用地取得が概ね完了

　　　② 捗率８０％以上、又は、用地取得が概ね完了 ● ● ●

Ⅳ 事業の熟度

　　　① 地元市町村等からの要望 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ⅴ 地域特性

　　　① 地域の重点項目(2項目以内)

0
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【重点項目選定の考え方】
・高島地域における最大の課題は、代替性のない道路網であり、特に災害時の対
応が懸念されている。（第１回ＷＧでも意見多数）
・避難経路としての機能が道路に求められているが、避難計画等が検討中である
現状をふまえると今回のアクションプランに反映することは困難。提言としてと
りまとめ、計画策定をふまえ見直しを行うことが望ましい。
・そのため、重点項目として「４信頼性・防災性の向上」の「③緊急輸送道路の
整備」と「３よりよい生活環境の確保」の「⑥地域にとって唯一の道路の整備」
とすることを提案。
・なお、通学路や歩行者の安全確保については「交通安全事業」で取り組む。

４.４ 地域の重点項目（案）

WG意見 アンケート

人口減少 経済・産業の低迷 〇
少子高齢化 社会資本整備の鈍化 〇
限界集落 地域コミュニティの維持困難
観光入り込み客数の増加 観光産業のさらなる活性化 〇

広域ネット：南北方向の国道161号、東西

方向の国道303号が主体

国道367号、小浜朽木高島線も骨格となる

路線

〇 〇

道路整備が十分に進んでいない 〇 〇

広域幹線の大型車混入

幹線、域内の機能が明確 〇

事前通行規制が４路線ある 〇

琵琶湖西岸断層帯がある（大規模地震の

発生する可能性が高い）
〇

緊急輸送道路（一次、二次） 〇
通行規制により孤立する集落がある 〇
避難路計画は策定中 〇

2.2道路
のネット
ワークの
現況

2.3異常
時の対応

緊急時の代替性が脆弱

災害時の輸送路確保への対応

広域幹線の代替性が脆弱
機能に適した道路構造

異常気象時や災害時に
おける信頼性の高い道
路

改築事業

高島地域の現状 課題 道路に求められる事項 関連事業
指摘

2.1社会
状況

地域振興を支援する道
路整備



大項目 中項目 小項目

①市町村合併支援道路整備計画の位置付け

②地域振興の計画に位置付け

③「渋滞対策プログラム」に位置付け

④地域高規格道路の整備

⑤都市計画道路の整備

①主要な公共公益施設等の周辺道路の整備

②Ｉ．Ｃや鉄道駅へのアクセス道路の整備

③物流の効率化を支援する道路（25t対応（計画）路線）の整備

④大規模な商業施設の周辺道路の整備

⑤優れた自然環境、歴史的資源や観光資源等の周辺道路の整備(上記①と重複は除く。)

⑥鉄道や道路との立体交差化を図る整備

⑦交通不能の解消が図れる整備

⑧大型車のすれ違い不能の解消が図れる整備（上記⑦該当は除く。）

⑨工区の起終点が共に改良済みの道路の整備

①交通事故の発生率を低減できる整備

②高齢者や身体障害者等の移動の円滑化を図る歩道等の整備

③著しい渋滞を緩和できる整備（1-③以外のもの）

④通学路等の整備

⑤バス路線（町営バス、スクールバス等も含む。）の整備

⑥地域にとって唯一の道路の整備

⑦救急病院や主な福祉施設等の周辺道路の整備

⑧無電柱化を推進する道路の整備

①異常気象時の事前通行規制区間の改善が図れる整備

②雪寒地域内の第１種除雪路線の整備

③緊急輸送道路の整備

④防災総点検要対策箇所の改善が図れる整備

⑤連結許可を取得した追加ICへのアクセス道路の整備

①高速道路や直轄国道整備に併せた整備

②その他の公共事業に併せた整備

Ⅰ　必要性

1　上位計画や地域振興計画の
位置付け

2　地域の活性化の支援

3　よりよい生活環境の確保

4　信頼性・防災性の向上

5　他事業と併せた一体的整備

４.３ 改築系事業・評価項目（Ⅰ 必要性）
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中項目 小項目 高島管内の状況

①異常気象時の事前通行
規制区間の改善が図れる
整備

大雨による通行規制（通行止め）区間の整備で、通行規
制区間の改善や防災性の向上が図れるもの

白谷野口線（白谷～野口）、西浅井
マキノ線（R161交差点～長浜市
境）、小浜朽木高島線（麻生口～木
地山）、麻生古屋梅ノ木線（麻生口
～京都市境）

②雪寒地域内の第１種除
雪路線の整備

積雪寒冷地域内の第１種除雪計画路線（通常時）の整
備で、積雪時の走行性の向上が図れるもの

本資料25頁に掲載

③緊急輸送道路の整備
「滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画書（Ｈ８年９月策
定）」に位置づけられた緊急輸送道路の整備で、道路の
耐久性、耐震性の向上が図れるもの

本資料21頁に掲載

④防災総点検要対策箇所
の改善が図れる整備

「道路防災点検（Ｈ８年度実施）」での緊急に対策が必要
な箇所を含む整備で、重要路線の確保や防災総点検要
対策箇所の改善が図れるもの

項目に該当

⑤連結許可を取得した追
加ICへのアクセス道路の
整備

連結許可を取得したＩＣへのアクセス道路の整備 該当無

4　信頼性・防災性の
向上
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４.４ 地域の重点項目（案）
中項目 小項目 高島管内の状況

①交通事故の発生率を低
減できる整備

「事故危険箇所（Ｈ２１年３月公表）」に記載されている箇
所の整備

該当無

②高齢者や身体障害者等
の移動の円滑化を図る歩
道等の整備

バリアフリー新法における特定道路等の計画に基づく整
備

小浜朽木高島線安曇川町中央付
近、安曇川高島線の一部（市街地）

③著しい渋滞を緩和でき
る整備（1-③以外のもの）

混雑多発箇所または、その選定基準に該当するもの 該当無

④通学路等の整備
通学路（教育委員会が指定）や中学校、高校の周辺（半
径２km以内）での整備

項目に該当

⑤バス路線（町営バス、ス
クールバス等も含む。）の
整備

バス路線での整備 項目に該当

⑥地域にとって唯一の道
路の整備

当該工区で道路が分断した場合、孤立化集落を生じる区
間や迂回経路が１５km以上となる区間の整備

選出区間に該当

3　よりよい生活環境
の確保



４.４ 地域の重点項目（案）
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アクションプログラム2008
地域の重点項目

アクションプログラム2013
地域の重点項目

項目１
市町村合併支援道路整備
計画の位置づけ 地域にとって唯一の道路の整備

項目2バス路線の整備 緊急輸送道路



５. 第２回地域WGの論点

委員の皆様にご意見をいただきたい点

○客観的評価マニュアルにおける

地域の重点項目について
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６．第３回地域WGの予定
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○日時：平成２４年１０月中旬

●時●分～

○場所：高島合同庁舎 ●階●会議室


