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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508km、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。
日野川の森「創設プロジェクト」の植樹会を開催しました…①
滋賀県道路整備アクションプログラム2013

沖島地区急傾斜地崩壊対策事業…⑯
円山地区急傾斜地崩壊対策事業…⑰

国道421号の道路整備が着実に進展しました…②

国道421号

県道２号大津能登川長浜線では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

湖東八日市線の整備を順次進めています…④

工事・委託業務の競争入札等契約件数

北砂川…⑱

石槫トンネルの災害対応訓練の実施…⑲

下羽田市辺線の整備を順次進めています…⑤
渋滞箇所の対策に取り組みました…⑥
通学路の安全対策に取り組んでいます…⑦
構造物の点検、修繕に取り組んでいます…⑧
横断歩道橋を撤去します…⑨
河川整備の取り組み
主要河川の河川改修を着実に進めています
日野川広域河川改修事業…⑩
長命寺川（蛇砂川）広域河川改修事業…⑪
八日市新川広域河川改修事業…⑫
堤防強化対策を重点的に取り組んでいます
日野川（近江八幡市浄土寺、竜王町弓削）…⑬
地域との協働による河川の維持管理を推進しています
出雲川…⑭

善光寺川…⑮

土砂災害対策施設の整備を進めています

pick up

日野川の森「創設プロジェクト」の植樹会を開催しました

日野川の森「創設プロジェクト」は、日野川の川幅を拡げる河川改修工事により河川敷に繁茂する竹木や木を
伐採してしまうことから、植樹を行って、代わりとなる「森」をつくり育て、生物が棲み易い河川環境づくりを
目指しているものです。
今年は、平成17年度からスタートして11回目の開催となりました。今回も地域の皆様の参加をいただき、
野洲市比留田地先の河川敷に植樹を行いました。森の復活には、大変長い時間を必要としますが、地域の皆様と
一緒に活動を続けていきます。
日野川の森「創設プロジェクト」植樹地（野洲市比留田）

植樹地
植樹会の様子（平成２８年３月２１日）

道路事業の取り組み
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道路事業を紹介します。
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「佐目子谷橋」（東近江市佐目町）

国道４２１号の道路整備が着実に進展しました
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。
今年度もダム湖周辺１km区間の狭窄な道路による渋滞を解消する
ため、次々に工事に着手し、着実に整備を進めています。また、
佐目子谷橋については、平成28年度中の供用を目指しています。
国道４２１号【佐目萱尾工区】 （東近江市佐目町～萱尾町）

県道２号大津能登川長浜線では工事が大きく進みました
東近江市きぬがさ町で進めている、大津能登川長浜線のバイパス
工事は、盛土工事を終え、車が通っている現道にタッチしました。

大津能登川長浜線
（東近江市きぬがさ町）

引き続き水路構造物や車道舗装の工事を進め、平成29年度末に
暫定供用できるよう頑張っています。また、東近江市能登川町
から猪子町では、都市計画街路事業により現道を拡幅する事業
に取り組んでいます。現在は、用地の取得を進めており、周辺の
皆様のご理解とご協力により、多くの方と契約を締結し、平成27
年11月には瓜生川の橋梁架け替え工事に着手をしたところです。

湖東八日市線や下羽田市辺線の整備を順次進めています
湖東八日市線【池之尻工区】
（東近江市鯰江町）

国道３０７号から八日市ICへのアクセス道路として整備を進める
湖東区八日市線の池之尻工区の一部
区間が完成しました。
また、下羽田市辺線三津屋バイパス
においても、地域の皆様の協力により
市辺工区では、工事に着手しました。

下羽田市辺線【市辺工区】
（東近江市市辺町）

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、東近江市小脇町で進めている
国道４２１号四ツ辻交差点の改良事業については、地域
の皆様のご協力により必要な用地を取得し、平成28年
１月から本格的に工事に着手しました。平成28年秋頃
の完成を目指して、工事を進めています。

国道421号「四ツ辻交差点」
（東近江市小脇町）

通学路の安全対策に取り組んでいます
通学時の安全を確保するため、学校関係者(教育委員会等)、交通管理者(警察)、道路管理者(県､市町)が合同で、
通学路点検をしています。点検の結果、歩行空間を確保するため、歩道整備や路肩を広げグリーンベルトを設置
するなど、さまざまな形で、対策を行っています。
（施工前）

（施工後）

グリーンベルト 設置完了

目加田湖東線（東近江市大清水町）

構造物の点検、修繕に取り組んでいます
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」に基づき、今年度は、15ｍ未満のボックスカル
バート形式の橋梁182橋を点検しました。また、平成23年度策定の「滋賀県橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、
平成27年度は、彦根八日市甲西線の八千代橋、日野川橋、柳川能登川線の葉枝見橋の補修工事を実施しました。
（施工前）

（施工後）

柳川能登川線「葉枝見橋」
（東近江市川南町）

横断歩道橋を撤去します
昭和40年～昭和50年代初頭にかけて整備された横断歩道橋は、40年余りが経過し、著しく老朽化した橋も
見受けられます。平成27年８月には、排水管が落下する事故も起こりました。
この様な中、通学路として使用しなくなったものや、平面横断で安全が確保出来ているものについては、撤去
も含めて検討することとしました。今年度は、国道421号の東中野歩道橋、彦根八日市甲西線の建部歩道橋に
ついて、撤去する方針としました。

東中野歩道橋（東近江市東中野町）

落下した排水管

建部歩道橋（東近江市建部日吉町）

河川・砂防事業の取り組み
河川整備の取り組み
河川整備は、概ね20年間の整備目標を定めた「東近江圏域河川整備計画（平成22年7月）」と、当面の
具体的な整備内容を定めた「河川整備５ヶ年計画（平成26年～平成30年）」に基づき、河川改修や堤防強化
対策ならびに河川の維持管理に取り組んでいます。

主要河川の河川改修を着実に進めています
日野川（近江八幡市古川町）

1)日野川広域河川改修事業（近江八幡市江頭町 他、野洲市小南 他）
日野川は、平成27年度末で近江八幡市古川町地先の古川橋下流
300ｍ地点まで暫定改修（20年確率規模）が概成しました。
今後も計画的に河川整備を進めていきます。

古川橋

2)長命寺川（蛇砂川）広域河川改修事業（近江八幡市西生来町）
蛇砂川では、近江八幡市西生来町地先で蛇砂川を横断する

蛇砂川「西生来大橋」（近江八幡市西生来町）

中山道の西生来大橋の新設工事を進めています。
平成27年度に下部工（橋脚、橋台）が完了し、引き続き

橋台
橋脚

上部工（桁）に着手しています。平成28年度の供用開始を

橋台

目標に工事を進めていきます。

3)八日市新川広域河川改修事業（東近江市川合寺町 他）

八日市新川（東近江市外町）

八日市新川は、蛇砂川流域の治水対策として東近江市尻無町
地先で蛇砂川を分岐し、洪水を愛知川へ流す放水路として整備
を進めるものです。平成27年度末に国道421号上流の筏川
支川から愛知川への暫定通水が可能になりました。

堤防強化対策を重点的に取り組んでいます
県では、計画的な河川整備が及ばない範囲において、堤防の決壊による被害を回避するため、堤防の侵食対策
や浸透対策などの堤防強化対策を重点的に取り組んでいます。
標準横断図
日野川・祖父川合流点（竜王町弓削）

1)日野川
平成25年台風18号の

張ﾌﾞﾛｯｸ工→
積ﾌﾞﾛｯｸ工→

出水により堤防裏法面が
崩壊した日野川の近江八

←遮水矢板工

幡市浄土寺町および竜王
町弓削 地先では、今年度から堤防強化対策工事に手しました。

2)祖父川、愛知川
祖父川（竜王町鵜川 他）、愛知川（東近江市阿弥陀堂町）では、遮水矢板工やドレーン工などの対策工事を
進めました。

地域との協働による河川の維持管理を推進しています
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、地域による維持管理活動を支援するために、地域での維持作業を容易にする「坂路の設置」や地域で
浚渫する「川ざらい」などを推進しています。
出雲川の川ざらい（日野町西大路）

善光寺川の坂路（竜王町山面）

土砂災害対策施設の整備を進めています
1)がけ崩れ対策
沖島地区急傾斜地崩壊対策事業（近江八幡市沖島町）、円山地区急傾斜地崩壊対策事業（近江八幡市円山
町）では、山腹法面の崩壊による被害を防止するために法枠工などの法面対策工事を継続して進めています。
沖島地区急傾斜（近江八幡市沖島町）

←モノレール

崩壊土砂防護柵工 設置完了
円山地区急傾斜（近江八幡市円山町）

2)土石流対策
長命寺川支流総合流域防災事業（近江八幡市島町）、
北砂川通常砂防事業（日野町鎌掛）、前川支流総合
流域防災事業（日野町小野）、平子川通常砂防事業
（日野町平子）では、土石流による被害を防止する
ために、砂防堰堤や渓流保全工などの対策工事を
継続して進めています。
この中で、平成17年度から日野町鎌掛地先で
行っている北砂川の土石流対策は、平成27年5月
に完了しました。

（完 了）

北砂川（日野町鎌掛）

防災・入札等の取り組み
国道４２１号 石槫トンネルの災害対応訓練の実施
平成27年10月26日、東近江市と三重県いなべ市を結ぶ国道421号の石槫トンネル周辺で、トンネル内での
多重衝突事故を想定した災害対応訓練を実施しました。両県の消防や警察、道路管理者など関係者約150人が
緊急時の連絡体制や作業の手順を確認しました。石槫トンネルは全長約4.1kmで、2011年3月に開通しており、
当初は、開通直前にトンネル内で訓練を行う予定でしたが、東日本大震災の影響で中止になっており、今回
初めて訓練が実施されました。

災害対応訓練の様子（平成２７年１０月２６日）

さまざまな防災への取り組み
○防災訓練・・・県総合防災訓練の開催にあわせて、９月６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18日、19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、システム入力研修等を行いました。
○鳥インフルエンザ対策・・・万が一の発生にそなえ、10月30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、11月11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。今年度は全県の防疫演習が東近江地域で行われ、県庁、家畜保健衛生所等と連携した効果
的な訓練が行えました。
○災害用資機材等の充実・・・災害対策本部等で情報を共有するため、大型モニターの配備を行いました。また
災害時や夜間に現場等で活用できる非常用発電機の配備を行いました。さらに、全県的に防災用タブレットが
配布され、スカイプを利用して現場とリアルタイムで情報をやり取りできるシステムが構築されました。

工事・委託業務の競争入札等契約件数
平成２７年度の契約実績は平成２８年２月までに 平成２７年度契約実績（東近江土木事務所）
工事
１８１件、２７億７０百万円となっており、前年度
に比べ４０件、１２億６百万円減っています。

事後審査型
一般競争入札
公共工事、工事関係業務委託の入札は、原則とし
総合評価方式
て一般競争入札で実施していますが、公共工事の品 簡易型一般競争入札
指名競争入札
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２７年度は８件（前年度２３件
）の工事で実施しました。

計

件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額

64
1,519
6
390
10
130
80
2,039

金額単位：百万円
委託
計
設計測量等 維持管理
68
30
162
496
209
2,224
2
0
8
11
0
401
0
1
11
0
14
144
70
31
181
507
224
2,770
（平成２８年２月２９日現在）

編集後記
東近江土木事務所情報誌『みどりの風』第17号を作成しました。平成27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取り組んでいます。
本誌をご覧になったご意見・ご感想をお寄せください。
E-mail：ha33150@pref.shiga.lg.jp

