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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
延長は505km、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。
地域との協働による川づくりを推進しています…①

砂防関連施設の緊急点検を行いました

滋賀県道路整備アクションプログラム2013

地域とのふれあいを大切にしています

国道421号の道路整備が一気に進展しました…②

長年の懸案であった「水郷めぐり観光和船」の適正化の完了…⑬

県道２号大津能登川長浜線では盛土工事が大きく進みました…③

さまざまな防災への取り組み

蒲生スマートICを多くの方に利用していただいてます…④

工事・委託業務の競争入札等契約件数

渋滞箇所の対策に取り組みました…⑤
通学路対策など交通安全対策に取り組んでいます
膨大な道路インフラの点検等をおこなっています
今年も台風、大雨や大雪の被害に見舞われました
滋賀県河川整備５ヶ年計画がスタートしました
河川改修が着実に進捗しています
日野川広域河川改修事業の進捗状況…⑥
長命寺川(蛇砂川)広域河川改修事業の進捗状況…⑦
八日市新川広域河川改修事業の進捗状況…⑧
三明川総合流域防災事業の進捗状況…⑤
土砂災害対策施設の整備を進めています
下迫地区急傾斜地崩壊対策事業の完了…⑨
沖島地区急傾斜地崩壊対策事業の着手…⑩
長命寺川支流 総合流域防災事業の進捗状況…⑪
北砂川通常砂防事業の進捗状況…⑫
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地域との協働による川づくりを推進しています

治水上の支障となる堆積土砂や河道内の立木に

「施工前」

「施工後」

ついては、優先度に応じて除去や伐採などの維持
管理を行っています。さらに、地域との協働によ
る川づくりを推進するため、地域による維持活動
を支援する「地域活動支援事業（坂路の設置な

「日野川（近江八幡市倉橋部地先）の伐採状況（安吉橋から上流を望む）」

ど）」「河川愛護活動事業（除草、浚渫）」を
進めています。その中で、多くの地域の方々に
「堤防除草」や「川ざらい」などの河川愛護活
動に取り組んでいただいています。
平成26年度は、堤防除草３１７団体、
川ざらい１７団体が河川愛護活動に取り
組まれました。

「河川愛護活動
（川ざらい）
の取り組み状況」

道路事業への取り組み
滋賀県道路整備アクションプログラム2013
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。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。
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】
（http://www.pref.shiga.lg.jp/h/doro/action2013/action2013.html）

国道４２１号の道路整備が一気に進展しました
東近江市旧永源寺町で整備している国道421号は、平成26年
7月に佐目子谷橋が、9月には夫婦橋も完成しました。12月には
現道拡幅区間を一部供用しています。ダム湖周辺1km区間では、
次々に工事に着手し、現在、佐目子谷橋の平成28年度供用を
目指して進めているところです。

県道２号大津能登川長浜線では盛土工事が大きく進みました
東近江市きぬがさ町で、バイパス工事を進めている大津能登川
長浜線は、最後の盛土工事を行い、現在車が通っている現道に
タッチしました。今後も残る工事を進め、平成29年度に供用
開始できるよう頑張っています。
また、東近江市伊庭町・山路町では、都市計画街路事業で現道を拡幅する
事業に取り組んでいます。現在は、用地買収を進めており、周辺の皆様のご
理解ご協力の結果、多くの方と契約をいただきました。今後、本格的に工事
を進めていく予定です。

蒲生スマートＩＣを多くの方に利用していただいています
蒲生スマートＩＣは、平成２５年１２月に開通しました。
利用車両は、計画段階の見込みを上回
っています。今後も、地域の産業の活
性化や、隣の竜王ＩＣの渋滞緩和等の
効果が期待されています。
※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。開閉バーの手前で必ず一旦停止して下さい。

渋滞箇所の対策に取り組みました
東近江土木管内の主要渋滞箇所は、1区間、5箇所 選定
されています。このうち、近江八幡市の国道8号六枚橋交差
点では、滋賀国道、県、市が連携して渋滞対策に取り組んで
いるところで、関連する河川工事が平成27年3月に完成する
予定です。県道の整備に必要な用地は、地権者のご協力で、
すべて提供いただいており、今後は工事を進めていく予定です。

通学路対策など交通安全対策に取り組んでいます
全国で相次ぎ発生する通学路での痛ましい事故を受け、学校関係の方、
警察関係の方々とともに、通学路の安全対策に、取り組んでいます。
歩道を整備するだけでなく、路肩を広げたり、通学路の合同点検に参加し
グリーンベルトを整備するなど、さまざまな形で、対策を行っています。

膨大な道路インフラを適正に管理するための点検、修繕工事をおこなっています
道路を、安全安心に利用していただくため、昨年度
から実施している「道路ストックの総点検」に続き、
道路法改正に伴い義務付けられた「5年に1度の定期
点検」がスタートしました。点検は、トンネルや橋梁
など約640箇所以上となります。また、これまでから
取り組んでいる「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の本格的
な修繕工事に着手すると
ともに、昨年に引き続き、
舗装の修繕も押し進めま
道路を補修しているところ

今年度も台風、大雨や大雪の被害に見舞われました
今年度は、7月の台風8号にはじまり、10月までの間、毎月1～2個ずつ台風の
影響がありました。特に8月は、台風11号などによる大雨や暴風により、冠水、
倒木等の被害を受けました。また、今年度は、降雪・積雪が例年になく多く、回
数・量ともに記録的なものとなりました。12月、1月、そして2月まで、毎週の
ように寒波が襲い、山間部では、１ｍに迫る積雪
量、平地でもたびたび積雪を記録しました。この
ため、道路の除雪や凍結防止剤を散布する作業を
行う日が、毎日のように続きました。

した。

河川事業への取り組み
滋賀県河川整備５ヶ年計画がスタートしました
河川整備については、「東近江圏域河川整備計画（平成22年7月）」に基づき、河道の切下げや拡幅、放水路
整備などにより治水安全度の向上を図っています。併せて、破堤した場合に大きな被害をもたらす堤防を有する
河川については、堤防の安全度評価を行い、緊急性の高い箇所から、順次、対策を進めています。（「Ｔランク
河川」）また、河川が本来有する治水能力を確保するために、治水上支障となる堆積土砂の除去や立木の伐採
などの維持管理を優先度の高いところから進めています。
平成26年度からは、「東近江圏域河川整備計画」の内、平成26年度から平成30年度に実施予定の事業を抽出
した「河川整備5ヶ年計画（H26～H30）平成26年3月」により、着実に河川整備を進めていきます。

河川改修が着実に進捗しています
1)日野川広域河川改修事業の進捗状況
日野川については、大畑橋から善光寺川合流点までを整備区間として計画的に河道拡幅などの改修工事を
進めています。平成26年度末で、古川橋の下流約６00m地点までの暫定改修（20年確率）が概成しました。
今後も事業効果の早期発現のため、効率的な河川整備を計画的に進めていきます。

「古川橋（国道４７７号）から下流を望む」

「仁保橋（県道大津能登川長浜線）から上流を望む」

2)長命寺川（蛇砂川）広域河川改修事業の進捗状況
蛇砂川については、西の湖から近江鉄道（東近江市市辺町）までを整備区間として
河道拡幅や橋梁架設などの改修工事を進めています。長年の懸案であった東海道新幹
線・国道8号の横過工事が平成23年度に完了し、その上流の柳ヶ辻橋（市道）までの
改修が完了しています。平成26年度は、蛇砂川を横断する中山道の西生来大橋の
新設工事に着手しました。平成28年度の供用開始を目標に工事を進めていきます。
「施工中の西生来大橋」

3)八日市新川広域河川改修事業の進捗状況
八日市新川については、市街地などの浸水被害を軽減するために、蛇砂川を分岐し愛知川へ水を流す放水路
です。平成27年度末に筏川支川から愛知川への暫定通水が可能となるように河道掘削や橋梁などの横断構造物
の整備を計画的に進めています。平成26年度は、国道421号上流の筏川支川の水路橋が完成しました。

筏
川
支
川
↓
「施工前」

「施工後」

「完成した筏川支川水路橋」

4)三明川総合流域防災事業の進捗状況
三明川については、流下阻害となっている国道8号交差部の河積を拡大する
ため、平成23年度から函渠（ボックス）築造などの改修工事を進めてきました。
平成27年3月に、国道や市道横断部の函渠工や国道沿いの護岸工が完了し、
流下能力が向上しました。平成27年度には、工事の支障となり移転した電柱
などの復旧を終え、事業が完了する予定です。
「三明川（六枚橋交差点付近）」

土砂災害対策施設の整備を進めています
近年の土砂災害（土石流、地すべり、がけ崩れ等）は、大雨や集中豪雨などにより全国で毎年約1,000件
の発生があり、各地に大きな被害をもたらしています。砂防事業では、このような土砂災害を未然に防ぐた
めの砂防施設の整備を計画的に進めています。
1)下迫地区急傾斜地崩壊対策事業の完了
平成23年度から日野町下迫地先の急傾斜地で行っている法面崩壊
防止対策は、４年の歳月を経て、平成26年10月に完成しました。
2)沖島地区急傾斜地崩壊対策事業の着手

「下迫地区 急傾斜地崩壊対策」

近江八幡市沖島町地先の急傾斜地で行っている法面崩壊防止対策については、平成27年3月に工事着手
しました。今後、計画的に施設の整備を進めていきます。
3)長命寺川支流総合流域防災事業の進捗状況

「長命寺川支流
総合流域
防災事業」

平成23年度から近江八幡市島町地先で行っている土石流対策は、
平成27年3月に砂防堰堤（本堤工、前庭保護工）が完了しました。
引き続き渓流保全工事に着手し、平成27年度の事業完了に向けて
進めます。
4)北砂川通常砂防事業の進捗状況
平成21年度から日野町鎌掛地先で行っている土石流対策は、砂防堰堤が完了して
しており、現在、渓流保全工事を進めています。平成27年度の事業完了に向けて
進めます。

「北砂川通常砂防」

砂防関連施設の緊急点検を行いました
平成24年12月に発生した笹子トンネルの天井板崩落事故をうけ、砂防関連施設の緊急点検を行っています。
当事務所では、堰堤や床固などの砂防関連施設約1000箇所の内、923箇所の点検を行い、概ね完了しました。

地域とのふれあいを大切にしています
日野川ダムでは、7月下旬に全国的に催される「森と湖に親しむ旬間」
に合わせ、地域の方々とのふれあいを大切に、少しでもダムに親しんで
頂くため、「魚つかみ＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会」を毎年開催しています。
平成26年度は、7月20日(日)に開催し、児童や子供会役員、漁業協同
組合の皆さんの総勢111名が参加されました。当日は、漁業協同組合の
協力をいただき「魚つかみ」や「ＢＢＱ」など、楽しいひと時を過ごし
ました。今では夏休みの地域行事として定着しています。

「魚つかみ大会＆バーベキュー大会」の様子

管理・防災・入札等の取り組み
長年の懸案であった「水郷めぐり観光和船」の適正化の完了
近江八幡市の長命寺川、西之湖、八幡川、黒橋川を和船で巡る水郷観光は、地域の観光資源として根付いてい
ますが、河川法上の手続きがなされないまま長年放置され、当事務所の懸案の一つに数えられていました。
秩序ある水面利用を図りながら、河川法上の適正化を図るため、平成20年から地元近江八幡市と協議を進め、
和船事業者や地域漁協、自治会、行政機関等の関係者が河川水面の利用を協議し、観光和船の事業主体として
相応しい事業者に協議会で適格者の認定を行い、協議会適格者に、河川法上の占用の許可を与えていくという
仕組みを作り上げました。平成24年度に5事業者の認定および河川法上の許可を済ませ、残りの1事業者に
ついて、認定に向けた指導を行ってきたところ、平成26年11月10日の協議会
で認定され、12月に河川占用の許可も済んだことで、既存和船事業者の適正化
が完了しました。足かけ７年と時間を費やしましたが、長年の懸案事項をよう
やく解消でき、地域の観光資源として一層の活躍が期待されています。

さまざまな防災への取り組み
○災害への対応・・・8月の台風11号、8月16日の大雨、10月の台風19号への対応として、災害警戒本部を
立ち上げ、気象情報、管内の被害情報の収集に努めました。
○防災訓練・・・県総合防災訓練の開催にあわせて、９月21日に東近江地域緊急初動対策班訓練（時間外）を
実施し、参集訓練、地方本部立ち上げ訓練、情報収集訓練等を行いました。２月10日には緊急初動対策班研
修・訓練（時間内）を実施し、マニュアル研修、システム研修等を行いました。
○業務継続計画の策定・・・業務継続計画とは、大規模な災害時にあっても、適切な業務執行を行うことを目的
とした計画のことであり、今年度、大規模な地震を想定した東近江土木事務所版の計画を策定しました。
○鳥インフルエンザ対策・・・万が一の発生にそなえ、10月18日に対策会議を開催し、関係機関との情報共有
に努めました。また、10月25日には防疫従事者を対象に研修会を開催し、作業内容の確認や防護服の着脱訓
練等を行いました。

工事・委託業務の競争入札等契約件数
平成２６年度の契約実績は平成２７年２月までに
２２１件、３９億７６百万円となっており、前年度
に比べ８件、９０百万円増えています。
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実
施しており、平成２６年度は２３件（前年度１２件
）の工事で実施しました。

平成２６年度契約実績（東近江土木事務所）
金額単位：百万円
委託
工事
計
設計測量等 維持管理
事後審査型
件数
72
84
31
187
一般競争入札
金額
1,809
591
177
2,577
総合評価方式
件数
23
0
0
23
簡易型一般競争入札
金額
1,261
0
0
1,261
指名競争入札
件数
10
0
1
11
金額
124
0
14
138
件数
105
84
32
221
計
金額
3,194
591
191
3,976
（平成２７年２月２８日現在）

編集後記
東近江土木事務所情報誌『みどりの風』第16号を作成しました。平成26年度は、
東近江土木事務所 管理調整課
「災害に強く、にぎわいや活力のある地域のまちづくり」を目標に、事務所一丸と
T E L ： 0748-22-7732
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。
E-mail：ha33150@pref.shiga.lg.jp

