
 

 

■ 積雪・凍結による通行止めのお知らせ 
 

次の路線は、「冬期通行危険箇所」として冬の間（平成１９年３月３１まで）、 

通行止めを行っております。ご注意ください。 

 
対象路線 区間 延長 規制期間 

国道国道国道国道３０６３０６３０６３０６号号号号 
多賀町大字大君ケ畑から 

三重県界まで 
6.2 ㎞ 

平成１８年１２月１１日 

（または初降雪初日） 

～平成１９年３月３１日 

多賀永源寺線多賀永源寺線多賀永源寺線多賀永源寺線    
多賀町大字萱原から 

東近江市百済寺町界まで 
6.6 ㎞ 

平成１８年１２月１日 

～平成１９年３月３１日 

多賀醒多賀醒多賀醒多賀醒ヶヶヶヶ井線井線井線井線    
多賀町大字落合から 

米原町界まで 
2.7 ㎞ 

平成１８年１２月１日 

～平成１９年３月３１日 

上石津多賀線上石津多賀線上石津多賀線上石津多賀線    
多賀町大字栗栖から 

多賀町大字五僧まで 
11.6 ㎞ 

平成１８年１２月１日 

～平成１９年３月３１日 

 

 

■ 平成１ ８ 年度 第４ 回県営住宅入居者募集のお知らせ 
 

経理用地課総務経理担当では、県営住宅定期募集の申込書類の配布を行っております。募集期間および 

申込先は以下の通りです。 

    

募集期間：平成１９年１月３１日（水）～２月９日（金） 

申込方法：滋賀県住宅供給公社滋賀県住宅供給公社滋賀県住宅供給公社滋賀県住宅供給公社    住宅管理課住宅管理課住宅管理課住宅管理課へ持参、または郵送してください。 

        （連絡先）〒520-0807 大津市松本町一丁目２－１（滋賀県大津合同庁舎４階） 

℡フリーダイヤル ０１２０－２４５－８２５ 

※その他※ 空き家リストは、受付期間の約１週間前から配布します。抽選日は、３月上旬の予定です。 

 

お問い合わせは ・・・湖東地域振興局建設管理部経理用地課総務経理担当 

                     ℡０７４９－２７－２２４１ 

 

 

■ 屋外広告物許可申請の取り扱いについてのお知らせ 
 

平成１９年４月１日から、甲良町甲良町甲良町甲良町、、、、多賀町多賀町多賀町多賀町内における屋外広告物許可申請は、各役場（甲良町建設課、

多賀町企画課）において取り扱うこととなります。ご注意下さい。 

なお、現在許可を受けておられる物件は、そのまま許可期限まで掲出できます。次回以降の継続申請

は各役場窓口へ申請して下さい。 

 （彦根市、豊郷町、愛荘町内の屋外広告物許可申請は、引き続き当建設管理部へ申請して下さい。）

  

編集後記編集後記編集後記編集後記    

この秋はイベントが盛り沢山でした。これからもイベントがありますので、お楽し

みに！また、それを適宜お伝えしていきたいと思っております。（H.A.） 

                        このこのこのこの情報誌情報誌情報誌情報誌をおをおをおをお読読読読みになったみになったみになったみになった感想等感想等感想等感想等をををを下記下記下記下記のところへおのところへおのところへおのところへお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。    
                                郵送郵送郵送郵送のののの場合場合場合場合        〒〒〒〒522522522522----0071007100710071    滋賀県彦根市元町滋賀県彦根市元町滋賀県彦根市元町滋賀県彦根市元町４４４４番番番番１１１１号号号号    

                    滋賀県湖東地域振興局建設管理部管理調整課計画調整担当滋賀県湖東地域振興局建設管理部管理調整課計画調整担当滋賀県湖東地域振興局建設管理部管理調整課計画調整担当滋賀県湖東地域振興局建設管理部管理調整課計画調整担当    までまでまでまで    
                                メールメールメールメールのののの場合場合場合場合    ｈａｈａｈａｈａ３３３３４４４４１５０１５０１５０１５０＠ｐｒｅｆ．ｓｈｉｇａ．＠ｐｒｅｆ．ｓｈｉｇａ．＠ｐｒｅｆ．ｓｈｉｇａ．＠ｐｒｅｆ．ｓｈｉｇａ．ｌｇ．ｌｇ．ｌｇ．ｌｇ．ｊｐｊｐｊｐｊｐ    
                                電話電話電話電話のののの場合場合場合場合        ０７４９０７４９０７４９０７４９－－－－２７２７２７２７－－－－２２５４２２５４２２５４２２５４ 
 

おおお知知知らららせせせコココーーーナナナーーー   

   

4444 面面面面    



 
1111 面面面面    

湖東地域振興局建設管理部情報誌湖東地域振興局建設管理部情報誌湖東地域振興局建設管理部情報誌湖東地域振興局建設管理部情報誌    

発行発行発行発行：：：：湖東地域振興局建設管理部湖東地域振興局建設管理部湖東地域振興局建設管理部湖東地域振興局建設管理部    

〒〒〒〒522522522522----0071007100710071 滋賀県彦根市元町滋賀県彦根市元町滋賀県彦根市元町滋賀県彦根市元町 4444----1111    
TEL   0749TEL   0749TEL   0749TEL   0749----23232323----3511(3511(3511(3511(代表代表代表代表))))    
FAX   0749FAX   0749FAX   0749FAX   0749----23232323----3531353135313531    
Email  hEmail  hEmail  hEmail  ha34a34a34a34150150150150@pref.shiga.lg.jp@pref.shiga.lg.jp@pref.shiga.lg.jp@pref.shiga.lg.jp    
URL URL URL URL http://www.pref.shiga.jp/h/hhttp://www.pref.shiga.jp/h/hhttp://www.pref.shiga.jp/h/hhttp://www.pref.shiga.jp/h/h----dodododoboku/boku/boku/boku/    

 

第 10 号 2007.1 

第 2 回 湖東 建設・環境パネル展を開催しました 

 平成１８年１１月４日～５日にかけて、

愛荘町ハーティセンター秦荘周辺にて『第

2 回 湖東建設・環境パネル展』を開催し

ました。 

この取組は、昨年から実施しているもの

で、日頃の当部の活動を地域住民の皆様に

紹介する事を目的に行っています。今回の

内容は、事業や防災に対する取組を紹介す

るパネル展示の他、子供達にも興味を持っ

てもらえるよう、おもちゃのリモコンショ

ベルによるお菓子すくいコーナー、測量体

験コーナー、航空写真のプレゼントコーナ

ー等を設けました。 

来場者数は、なんと 680 名！昨年に引き

続きたくさんの方々にお越し頂きました。

来年も湖東地域管内 で開催を予定してお

ります。お楽しみに！ 

Ｈ１８．７に宇曽川ダムで愛荘町と共同

で開催しました『森と湖に親しむ旬間』の

絵画表彰式も同時に行いました。 

会場の風景 

次はもっとすくってみせるよ～。 

このコーナーは行列が出来

るくらい人気がありました。

でも、意外と難しくて皆さん

コツをつかむのが大変みた

い・・・ヾ(〃^∇^)ノ 

あ

れ

自

分

の

家

は

ど

れ

だ

っ

け

？ 

上空から見る近所の風景は

いつもの景色と違うみたい

で、自分の家を探すのに皆さ

ん苦労されていました。 

(￣ヘ￣;)ウーン 

僕

も

み

た

い

よ

ぅ

。 

測量体験 



    

県道彦根環状線 現場体験会を開催！  

現在、『県道 彦根環状線』では、歩道

と車道の段差を無く すバリアフリー工事

を実施しています。この工事を地域の皆様

に紹介するため、平成１８年１１月２５日

に県立盲学校のグラ ウンドにおいて現場

体験会を開催しました。 

体験会では、視覚障害者の方にご参加頂

き視覚障害者用誘導 ブロックの敷き方に

ついて検証しました。また、道路に降った

雨を路面にしみこませて排水する『排水性

舗装』の実演や測量機器を利用した距離当

てクイズ、現場で使っている建設機械を試

乗してもらうなど、日頃の土木工事につい

て理解を深めて頂ける催しを行いました。 

視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者用誘導用誘導用誘導用誘導ブロックブロックブロックブロックのののの敷敷敷敷きききき方方方方検証検証検証検証！！！！    

交差点の形を再現 

実際に歩いて頂きました。 

体験後、ご意見を伺い記録しました。 

この記録をもとに、彦根環状線の視覚障害者用誘導

ブロックを敷設する予定です。 

見えたかな？ 

測量体験測量体験測量体験測量体験！！！！    

建設機械建設機械建設機械建設機械のののの試乗試乗試乗試乗！！！！    

これは使う重機

の中でも一番 

小型です。 

コンバインドローラー 

バックホウ 

排水性舗装排水性舗装排水性舗装排水性舗装ののののデモデモデモデモ！！！！    

雨水がアスファルト層を 

通過！水たまりを作らず、

雨水を処理できます。 

ちょっと寄り道！  
 

排水性舗装排水性舗装排水性舗装排水性舗装ってってってって何何何何だろうだろうだろうだろう？？？？    

アスファルト舗装 

雨水（想定） 

2222 面面面面    

排水性舗装とは、道路に溜まる水を排

水する事を目的にした舗装です。構造

は、空隙の多いアスファルト層（表層）

を設けて、路面に溜まる水を一旦しみこ

ませ、水を通さない層（不透水層）で道

路脇の水路に排水する仕組みになって

います。 

排水性舗装は、排水だけではなく騒音防

止の効果などもあり、全国的に導入されて

きています。 

湖東建設管理部管内では、彦根環状線の

他、Ｒ３０６、三津彦根線の市街地部など

でも採用していますので、ぜひ、通りかか

った時には、見てみてください。 

排水性舗装では、水たまり、水はねが減少
騒音を吸収

普通普通普通普通のののの舗装舗装舗装舗装 排水性舗装排水性舗装排水性舗装排水性舗装

不透水層不透水層不透水層不透水層

表層表層表層表層



    

 
 

 

いよいよ冬本番！雪が降る季節がやってきました。雪対策はお済みですか。 
 

道路除雪作業についてのお願い 
降雪期を迎え、滋賀県や彦根市、犬上郡・愛知郡の各町では、道路交通の確保と 

住民生活の安定を図るため、本年度も積雪時の道路除雪を実施します。 

除雪作業をより効果的に実施できるよう、次のことに特に留意いただき、ご理解と 

ご協力をお願いします。 

 

雪寒対策期間雪寒対策期間雪寒対策期間雪寒対策期間    ：：：：    平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年１２１２１２１２月月月月    １１１１日日日日    ～～～～    平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年    ３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日    

    

● 作業作業作業作業のののの障害障害障害障害となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、路上駐車路上駐車路上駐車路上駐車、、、、路肩駐車路肩駐車路肩駐車路肩駐車はははは絶対絶対絶対絶対にしないでにしないでにしないでにしないで下下下下さいさいさいさい。。。。    
    

● 車車車車をををを運転運転運転運転されるされるされるされる方方方方はははは、、、、冬用冬用冬用冬用タイヤタイヤタイヤタイヤをををを装備装備装備装備しししし、、、、時間時間時間時間にににに余裕余裕余裕余裕をもっておをもっておをもっておをもってお出出出出かけくだいかけくだいかけくだいかけくだい。。。。    
    

● 道路際道路際道路際道路際のののの石垣石垣石垣石垣、、、、ブロックブロックブロックブロック塀塀塀塀、、、、庭木等庭木等庭木等庭木等障害物障害物障害物障害物となるようなとなるようなとなるようなとなるような物物物物はははは、、、、目印目印目印目印をををを付付付付けけけけ位置位置位置位置をををを明示明示明示明示してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。        

移動可能移動可能移動可能移動可能なものはなものはなものはなものは、、、、移動移動移動移動してしてしてしておおおおいていていていて下下下下さいさいさいさい。。。。    
    

● 路面凍結路面凍結路面凍結路面凍結のののの原因原因原因原因となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、冬期冬期冬期冬期のののの路上散水路上散水路上散水路上散水はははは止止止止めてめてめてめて下下下下さいさいさいさい。。。。    
    

● 道路沿道路沿道路沿道路沿いのいのいのいの立竹木立竹木立竹木立竹木がががが積雪積雪積雪積雪によりによりによりにより、、、、道路道路道路道路にににに覆覆覆覆いいいい被被被被さりさりさりさり通行上支障通行上支障通行上支障通行上支障となったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、伐採伐採伐採伐採のののの協力協力協力協力をををを    

おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。またまたまたまた、、、、支障木支障木支障木支障木がががが有有有有ればればればれば降雪期降雪期降雪期降雪期までにまでにまでにまでに事前事前事前事前にににに所有者所有者所有者所有者のののの方方方方でででで伐採伐採伐採伐採しておいてしておいてしておいてしておいて下下下下さいさいさいさい。。。。    
    

● 万一万一万一万一のののの火災火災火災火災にににに備備備備ええええ、、、、各地区各地区各地区各地区でででで消火栓消火栓消火栓消火栓やややや防火水槽防火水槽防火水槽防火水槽のののの場所場所場所場所をををを明確明確明確明確にしておいてにしておいてにしておいてにしておいて下下下下さいさいさいさい。。。。    
    

● 除雪作業除雪作業除雪作業除雪作業によりによりによりにより止止止止むむむむをををを得得得得ずずずず、、、、一時通行止一時通行止一時通行止一時通行止ををををするするするする場合場合場合場合がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
 

※除雪に伴う沿道民家の方々には、雪の塊により出入り口を多少塞ぐ場合がありますが、交通確保のための除雪です

ので、ご理解をお願いします。    

3333 面面面面    

雪対策はお済みですか 

愛知川河畔林の竹を利用してお正月飾り作りに挑戦！  

「愛知川右岸河畔林協議会」主催のイベン

ト第３段として、１２月２日（土）に彦根市

本庄町地先で正月飾り作りを行いました。当

日は、彦根市内外から約８０名にもおよぶ参

加者があり、大盛況でした。 

イベントでは、最初、河畔林の環境を整備

するために枯竹の撤去を行い、その後、講師

の方による指導のもと、河畔林の竹を利用し

てお正月飾り作りに挑戦してもらいました。 

竹が密集していて引っ張

り出すだけでも大変・・・ 

いよいよ講師の方による

お正月飾りの指導！ 

皆さんこの日、大注目の

作業となりました。 

枯枯枯枯
れれれれ
竹竹竹竹
のののの
撤
去
撤
去
撤
去
撤
去    

おおおお
正
月
飾

正
月
飾

正
月
飾

正
月
飾
りりりり
作作作作
りりりり    

おおおお見事見事見事見事！！！！    


