
　日ごろは県土木交通行政ならびに東近江土木事務所の業務推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

　当事務所では東近江市・近江八幡市・竜王町・日野町における土木交通行政の一部を担っており、道路管理

務所で取り組んでいる事業を中心に、最近の出来事をお知らせしています。

立状態になるなど交通網に大きな打撃を受け、通行止

の住民に対し避難勧告・指示が発令されました。日野川では氾濫危険水位を越え、堤防が壊れる寸前の危機的

災害の爪あとが残っていますが、管内建設業事業者

　県が管理する道路も冠水や土砂崩れによりあちこち

で寸断され、国道421号沿いの奥永源寺地区が一時孤

　台風18号からおよそ半年たった今でもあちこちに

めが1か月以上に及んだ箇所もありました。

延長は503km、河川管理延長は454kmと、県全体のおよそ5分の1を占めています。大きな管内ですが、地

域の優先度・緊急度を見極め、県民のみなさんのニーズに応えられるよう社会資本の整備に取り組んでいます。

な状況となりました。河川・砂防施設の被害は愛知川、日野川をはじめ19河川64箇所に及びました。

記録的な大雨が降りました。1時間あたり30mmを超えるような雨は「バケツをひっくり返したような雨」と

　平成25年9月15日から16日にかけて、台風18号の影響により県内各地において伊勢湾台風にも匹敵する

　平成25年には台風18号により大きな災害がありました。本誌では、台風やその他のニュースを含め、当事

形容されますが、それが何時間も降り続き、東近江市甲津畑町の御在所観測所では10時間にも及びました。

　当事務所管内では人的被害はなかったものの、全壊1棟、半壊8棟などの住宅被害が発生し、一時は約1万人

業に取り組んでいるところです。

をはじめ、各方面と協同して復旧に向けた多くの事

 道路ストックの総点検や修繕を進めています
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平成25年台風18号の被害と復旧への取り組みについて

浸透水により堤防が大きく崩れた日野川

（竜王町弓削 9月16日10時ごろ撮影）



　以下、この「アクションプログラム」に基づき取り組んでいる主な事業を紹介します。

　アクションプログラムは、「どこに、どんな道路が、いつまでに必要か」を定めた将来

10年間の具体的な道路整備計画です。

　昨年度、これを見直し、「滋賀県道路整備アクションプログラム2013」がスタートし

ました。　（http://www.pref.shiga.lg.jp/h/doro/action2013/action2013.html）

　滋賀県および西日本高速道路(株)が整備を進めてきました名神

高速道路「蒲生スマートインターチェンジ」が開通しました。

　東近江地域における物流の効率化や新たな工場立地などの更な

る産業活性化、周辺の観光資源を活かした観光振興、さらには、

竜王ICの交通集中緩和などの効果が期待されます。

　　利用上の注意点

　　スマートインターチェンジは、「ＥＴＣ専用」です。

　　必ずETCカードを車載器に挿入して通行して下さい。 

　昨年のこの欄では、逆さにしたコップの原理を用いて

水中に橋脚を沈めていく“ニューマチックケーソン工

（詳しくは2013年3月号をご覧ください）、今回はそ

の上部工を紹介します。

　佐目橋は、橋長が155.0ｍで、2径間連続PCラーメン箱桁橋という形式の橋梁です。その箱桁という形式

からも想像できますように、重量を軽くするため、橋梁の中は空洞になっています。架設は、張り出し架設と

いう工法を用いています。この工法は、地上からの支えを必要としないため、深い渓谷や交通量の多い道路上

などで採用されます。また、真ん中の橋脚を中心に左右のバランスをとりながら伸びていくのでやじろべえ工

　平成26年3月末ごろに橋が両側の橋台に到達すると高欄等の橋面の仕上げを行い、同年6月末ごろに完成予定

法とも呼ばれています。

　ところで、“ラーメン”と言えば、一般的には、熱湯を注いで、ふたをして3

分待つ…ですが、ここでの“ラーメン”（Rahmen：ドイツ語で額縁、枠など

の意）は構造形式の一つです。各部材の接合部が剛接合された構造形式を意味

します。佐目橋では、橋脚と上部工が剛接合されています。他には、トラスや、

アーチなどの構造形式があります。

法”により施工した下部工についてご紹介しましたが

道路事業への取り組み

です。両側の道路整備とあわせて平成28年ごろの開通を目指しています。新しい佐目橋の開通にご期待ください。

滋賀県道路整備アクションプログラム2013がスタート

滋賀県道路整備
アクションプログラム2013

【東近江土木事務所】

開通式の様子

蒲生スマートインターチェンジが開通しました

国道４２１号の佐目橋（仮称）順調に伸びています



うけ、橋梁や道路標識、照明灯などの点検や修繕を行う「道路ストッ

クの老朽化対策」を推進しています。

　当事務所では、橋梁を約700橋(2m以上)管理しています。この

うち、15m以上(167橋)の点検は、これまでに取り組んでおり、今

年度、修繕工事に本格的に着手しています。また、15m未満の橋梁

550橋のうち、今年度は、約100橋の点検を行いました。

　さらに、標識および照明灯は、管理している約２千基の点検を行

いました。

　舗装の修繕も推し進めました。管内では約30か所以上の修繕工事

を実施しています。

　このような状態を解消するため、当事務所では道路拡幅・歩道整備の事業を進めており、現在は主に用地取得

を行っている段階です。現在の用地取得状況は、周辺の皆様のご理解もあり、平成２４年の交渉着手からこれま

でに約50％の契約（件数ベース）を終えており、順調に進んでいます。

　今後、工事を長期にわたり広い範囲で進めていくため、周辺の皆様にはご迷惑をお掛けすることとなりますが、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

■通学路対策

　一昨年に発生した｢京都府亀岡市の通学路｣での痛ましい事故を

受け、全国で｢通学路における緊急合同点検｣を実施しました。

　都市計画道路近江八幡能登川線（県道２号の一部区間名）の東近江市伊庭町～山路町区間は、右折車線がなく

渋滞が発生しやすいことに加え、カーブ地点の見通しが悪く、また歩道が連続していないため大変危険な状態で

す。

　点検の結果、当事務所管内でも、対策が必要とされた場所が、

約60箇所あげられたところです。

　昨年度に引き続き、この対策を進めています。

■交通安全事業

　通学路での歩道整備や、交差点で右折レーンを設置することに

より、交通事故の防止や、渋滞の解消をはかる「交通安全事業」

を進めています。

　一昨年発生した、中央自動車道「笹子トンネル」天井板崩落事故を

都市計画道路近江八幡能登川線道路整備事業の進展

通学路の安全対策【横断歩道注意喚起】【グリーンベルト】

歩道整備が完了した工区

通学路対策など交通安全事業に取り組みました

道路ストックの総点検や修繕を進めています

橋点検車で、
桁下の点検を
している様子

高所作業車
で標識の点
検をしてい
る様子

傷んだ舗装を
修繕していると
ころ

傷んだ舗装

橋が損傷している状況



　日野川は、鈴鹿山系綿向山に源を発し、日野町、東近江市、竜王町、野洲市、近江八幡市の3市2町を貫流し

て琵琶湖に注ぐ、流路延長42.2km、流域面積201.7km2の一級河川です。 東近江圏域河川整備計画（平成

22年7月決定）では重点整備として区間延長7.38kmで大畑橋から善光寺川合流点までの改修を進めています。

　工事の進捗状況は、現在平成25～26年度発注工事が施工中であり、この工事が完成すると古川橋の下流

約300mまで整備できる予定です。来年度も引き続き上流に向かって河川改修を進めます。

　平成25年度は、平成24年3月に工事に着手しました国道8号上

流の柳ヶ辻橋の工事について、現蛇砂川の位置に橋台を施工する

　引き続き早期に地域の安全が確保できるように事業を進めていきます。

たが、台風までに河川の切替えを完了していたため、背後地への

被害は抑えることができました。

　平成26年度からは、中山道橋の工事に着手します。現蛇砂川は

中山道の上流で河川が屈曲しており、西生来町において、最もネッ

クとなっていた箇所の改修にかかります。早期着手が求められるこ

とから、平成25年度は、上記工事に並行して迂回路工事を完了し、

河川事業への取り組み

ことから、現蛇砂川を切替えての施工となり、完成までに時間を

要しましたが、平成26年3月に完了することが出来ました。

　平成25年9月の台風18号では、現場の一部に被害がありまし

支障物件移転を進めておりました。平成26年5月末には、支障物件の移転が完了する予定です。

　蛇砂川河川改修事業は、昭和49年に事業を開始し、西の湖から

東近江市市辺町地先までの河川改修工事を進めています。現在は、

国道8号上流の近江八幡市西生来町地先において、工事を進めてい

るところです。

日野川広域河川改修工事の現状

蛇砂川改修に伴う市道柳ヶ辻橋の完成

日野川

平成25年度工事施工中

仁保橋より上流を望む

野洲市

近江八幡市

光善寺川

仁保橋古川橋

堤外民地

古川橋より下流を望む

野洲市

近江八幡市

改修前の状況

改修後の状況

蛇砂川



きた砂防堰堤の本堤が完成しました。これにより、土石流の人家への直撃を防ぐことができるようになりました。

　近年、温暖化等による気象環境の変化から全国各地で大雨による土砂災害が多数発生しています。平成24年

無償配布の取り組みを行っていく予定です。

　台風18号の接近に伴い、日野川ダムでは15日22時過ぎより“放流増加体制”を取り、下流関係機関への通知

や、パトロール車による見回りと警報作業に入りました。その後、台風の進行と降雨状況及びダムへの流入と空

き容量を判断して、16日午前4時頃よりダム放流量を制限しました。この操作により、下流の佐久良川合流付近

験的に実施しました。

　できる限り広く多くの皆様へ配布ができるようにホームページで事

前に申込みを受け付け、個人、団体の二者の方に配布を行いました。

この結果、約35ｔの処分費用を軽減することができました。

　今後も、河川内の竹木伐採を行うとともにニーズに応じて引き続き

起こすなど河川の維持管理上支障となる箇所については、順次伐採を

実施しているところです。

　これまで伐採した竹木等は、廃棄物として処分しておりましたが、

有価物循環利用、コスト縮減などを推進する観点から、伐採竹木を無

料で配布し活用していただく取り組みを平成25年度に一部工事で試

度は、県内でも大津市石山外畑町で8月に土石流が発生しました。砂防工事ではこのような土砂災害を防ぐため

　ダムの機能は、上流から流入する水を流しながら、ピーク時の流入量を一部ダムに取り込み、下流へ

の放流量を減らし洪水を軽減するものです。日野川ダムは、もともと佐久良川

の合流付近までの洪水被害軽減を目的に造られているもので、名神高速道路

より下流域の洪水調節に対しての効果は少なくなります。これは、日野川ダム

より下流で大きな流域をもつ佐久良川・祖父川の支川が本川に合流するため

　平成26年度以降は、下流部の砂防堰堤前庭保護工、渓流保全工

の整備を行い、人家への土石流被害の防止に努めていきます。

　また、今年度は台風18号の被害が各地で発生し、栗東市下戸山

地先では崖崩れにより尊い人命が奪われました。当管内でも崖崩

町地先で急傾斜地崩壊対策工事を実施すべく準備を進めています。

　高水敷や河道内に繁茂している竹木等で、洪水時に流下阻害を引き

です。日野川ダム機能をご理解いただきながら、今後も、的確な判断で洪水

調節できるよう努めます。

までの水位上昇を抑えることができました。

れによる被害を防止するため、来年度より新たに近江八幡市沖島

の工事を行っています。　平成25年度は、近江八幡市島町地先の「長命寺川支流」で平成23年度から行われて

伐採の状況

河川内の竹木伐採と無償配布の取り組み

長命寺川支流本堰堤完成と沖島工事の発注

日野川洪水とダムの放流について

仮置と配布状況



　平成25年度の契約実績は平成26年2月までに213件、

用許可申請書」が提出され、平成25年４月より、県から河川占用許可を与えています。現在、水郷めぐりや八幡

○防災訓練…県総合防災訓練の開催にあわせて、10月27日に東近江地域緊急初動対策班訓練（時間外）

　を行いました。12月24日には緊急初動対策班訓練（時間内）を開催し、常設の拡大管内図の作成やホワイ

・今後の対応の検討として、愛知川流域の関係機関が一堂に会し、情報共有などに取り組みました。

　トボード、ビブス等の資材の充実を図りました。

・災害警戒本部を設置し、被害情報の収集等を行いました。

理上の課題を解決することができました。

　平成25年2月26日に、「水郷観光にかかる河川水面

利用調整協議会」を開催し、「水郷観光にかかる水面利

○台風18号への対応…管内では全壊1棟、半壊8棟、一部損壊12棟、床上浸水23棟、床下浸水110棟の被害

　３市町に情報連絡員を派遣し、被害情報の収集に努めました。

・対策本部への移行後は、職員の半数を動員する第１配備態勢に移行し、災害警戒、応急対策を行った他、

用の基本方針」を決定し、この基本方針を満たす「水面

体として、５事業者を認定しました。

億85百万円増えています。

堀の観光和船は、観光産業として、地域の活性化に大きく寄与しています。

　この協議会で認定を受けた５事業者からは、「河川占

利用にかかる事業者」の認定協議を行い、河川の占用主

　長年の懸案であった西之湖等水郷や八幡堀にある観光和船を、水面利用の適正な占用として許可し、河川管

38億86百万円となっており、前年度に比べ38件、14

　公共工事、工事関係業務委託の入札は、原則として一

般競争入札で実施していますが、公共工事の品質確保の

ため、平成20年度から総合評価方式を試行しており、

た。

平成25年度は12件（前年度7件）の工事で実施しまし

管理・防災・入札等の取り組み

編集後記
東近江土木事務所情報誌『みどりの風』第15号を作成しました。平成25年度は

国の緊急経済対策に加え、台風18号という近年まれにみる災害があり、事務所一丸
となって適切かつ円滑な事業執行にとりくんでいます。
本誌をごらんになったご意見・ご感想をお寄せください。

東近江土木事務所 管理調整課
T E L ： 0748-22-7732
E-mail：ha33150@pref.shiga.lg.jp

工事・委託業務の競争入札等契約件数

平成２５年度契約実績（東近江土木事務所） 金額単位：百万円
工事 計

設計測量等 維持管理
簡易型／事後審査型 件数 102 57 31 190
一般競争入札 金額 2,605 476 117 3,198
総合評価方式 件数 12 12
簡易型一般競争入札 金額 549 549
指名競争入札 件数 10 1 11

金額 126 13 139
件数 124 57 32 213
金額 3,280 476 130 3,886

（平成２６年２月２８日現在）

委託

計

さまざまな防災への取り組み

長年の懸案であった「水郷めぐり観光和船」の適正化を達成


