
お知らせ 

• ココロード通信16年度第

3号です。ココロード通信

をよろしくお願いします。 

• 「標識ボックス」設置中！ 

 標識に関するご提案やご

意見ありましたら標識ＢＯＸ

にお願いします。 

• ｢道の相談室」 

(近畿地区全域) 

～｢道｣についてのご質問・

ご相談にお答えします～ 

○フリーダイアル 

      ドーロよくなれ 

０１２０－１０６－４９７ 

※ご利用時間は 

  9:30～17:00です。 

○ＦＡＸ：06-4799-1262 

※終日利用可能です。 

○インターネットアドレス 

 http://www.kinkiroad.org/

soudan/ 

※終日利用可能です。 

• ココロード通信は滋賀県

ホームページでも閲覧で

きます。 

 http://www.pref.shiga.jp/

h/doro/ 

道の駅「マキノ追坂峠」紹介 
平成16年10月22日に国道161号沿いに

道の駅「マキノ追坂峠 (おっさかとうげ)」が

オープンしました。地元の新鮮野菜や加

工品などが所狭しと並び、テラスからは四

季折々の琵琶湖が眺望できます。春は海

津大崎の桜、夏はキャンプや水泳、秋は

果実狩りやハイキング、冬は温泉やス

キーと四季を通じて楽しめる自然豊かな

所です。ぜひお立ち寄りください。 

          （高島市商工観光課） 

〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 

Phone 077-528-4131 Facsimile 077-528-4903 

ｈttp://www.pref.shiga.jp/h/doro/ 

E-mail:ha03@pref.shiga.jp 
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第4巻 第3号 

心と心をつなぐ  ココロード通信 滋賀県土木交通部道路課 

八風街道は、近江から鈴鹿山地の八風

峠 (標高938m) を越えて伊勢に至る江

勢交通路の一つで、中世、近江商人の

重要な通商路であり、加えて京都－尾

張 (名古屋) を結ぶ最短ルートにあた

り、軍事的、政治的にも注目された道で

した。明治16年の「日本里総覧」をもと

に計算すれば、草津－熱田間は東海道

経由が123km、中山道経由が97km、

八風街道経由は83kmとなります。ロマ

ンに満ちた八風の名は八方から風が吹

き当たるので、その名前が生まれたと言

われています。   

江戸時代の地誌である「近江輿地志略」

には「日光越、田光越ともいう、愛智川駅

より国界に至って11里、国界より伊勢国

桑名に至って7里余」とあり、その起点は

愛知川だったことが知られています。 

          (東近江市道路河川課） 

街道めぐり ～ 八風街道 ～  

春到来！ 
寒さも緩んで春の訪れを

感じるようになりました。 

これからは行楽のシーズ

ン。車でのお出かけの際

は、タイヤの空気圧、バッ

テリー等の安全点検をお

忘れなく！ 

 

 

永源寺の宗門 馬頭観世音と道標 

平成16年10月23日に新潟中越地方で震度7、M6.8を記

録する大きな地震があり、湖西地域振興局建設管理部

からも2名が支援活動を行うために被災地に向かいまし

た。現地では、新潟県職員とともに道路の被災状況が

把握できない山古志村に入って被災状況 (道路・地滑

り・河川閉塞) の調査を行いました。下の写真が山古志

村調査時に撮影したものです。 

■道路愛護活動 

団体名： 大字西出 

活動場所：秦荘町西出  路線名： 一般県道松尾寺豊郷線 

活動内容など： 

秦荘町大字西出地区では、月1回の除草作業と歩道の両側にある植樹帯の水

やり、剪定などを中心に道路愛護活動を行っています。 

 通れます！開通情報 

 ～「美知普請」取り組みレポート～ 

 第4巻 第3号 

団体名： 来迎川桜並木桜守の会     

活動場所：彦根市普光寺町  路線名：主要地方道愛知川彦根線 

活動内容など： 

町を美しくしようと、町の顔でもある県道の桜並木の手入れをしています。桜

並木がすっきりきれいになって地域の皆さんにも好評です。          

 新潟中越地震災害救援について

 彦根八日市甲西線 

地先：湖南市岩根～吉永 

延長：664.7m 

開通日：平成16年9月29日 

 活動団体を紹介します！ 

大津能登川長浜線 (山手幹線) 

「大字西出」さん 「来迎川桜並木桜守の会」さん 

地先：草津市笠山8丁目～野路町 

延長：862.5m 

開通日：平成16年12月24日 

  編集後記     

立春も過ぎ、暦の上では春です

が、寒い日が続いています。記録

といえば今年は花粉の量も記録的

であると聞きます。花粉症の方は

しっかり対策をして良い春を迎え

たいですね。          

舗装はガラスが割れたように粉々になり、ほとんどの山

は地滑りにより茶色の山肌が見えていました。芋川で

は、地滑りにより河川が閉塞されたことで水位が上昇

し、水が湛水していました。今後は、今回の活動で必要

と感じた「きめ細かい情報交換」等の経験を活かして、湖

西地方でも予想される地震に備えていきたいと考えてい

ます。          （湖西地域振興局建設管理部） 
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