
子育て応援の住まいづ く り

【予算額 ４３０千円】

子育てしやすい施設・設備、サービスの提供などのハード・ソフト両面に加え、立地環境においても、子育てにやさ
しい住まいを「子育て応援住宅」として認定することで、子育て世帯の県内定着を図るとともに、子育てに適した住環
境の整備を促し、子育てしやすいすまい・まちづくりを推進します。

目 的

○認定基準の策定
●滑りにくい床、指づめ防止などの事故防止対策
●子どもの様子が確認しやすい間取り キッチン
●手すり、エレベーターなど安全安心への配慮
●保育所、幼稚園などへの送迎サービス
●子ども参加型、地域交流イベント等の工夫
●キッズルームや保育施設等の併設 保育所
●公園、店舗、病院などの周辺環境

○啓発パンフレットの作成 病院

○認定マークの公募
○事業者説明会の開催

公園
イベント

認定基準や認定物件等を県がホームページで情報提供します。

情報の提供

資―土木１
住宅課
内線 ４２３５

平成26年度の取り組み 平成2７年度～

○住宅の認定

○建物の竣工・入居



６，９００千円

①エコ交通推進啓発事業 0千円
（知恵だし・汗かきプロジェクト）

・県庁「エコ通勤三方よし」宣言
→エコ通勤優良事業所認証取得

②新たな高速鉄道を見据えた北びわこエリアの地域
交通活性化検討事業 3,000千円

・地域交通活性化検討 【1,000千円】
・フォーラム、記念イベント開催【2,000千円】

③新交通システム推進事業 2,000千円
・新交通システム検討組織運営【500千円】
・モビリティマネジメントの実施【1,000千円】
・湖上交通活性化支援【500千円】

④自転車利用促進事業 1,900千円
・滋賀プラスサイクル推進協議会の運営【850千円】
・自転車情報発信【250千円】
・自転車利用促進モデル事業【800千円】

【交通】とは人や物の円滑な移動を通じてあらゆる社会経済活動を支える街の基本機能
人の移動手段

自
由
な
選
択
だ
と

ドア・ツー・ドアで
移動できる

マイカーの利用増

車中心の社会

弊害
・交通渋滞、交通事故による社会的

損失
・温室効果ガスの増大
・公共交通機関の衰退

ど
う
す
る
の
か

望ましい方向へ誘導

さまざま交通手段の
適切な役割分担

2030年の望ましい交通の姿
・自家用車に頼らず、鉄道や
バスなどの公共交通機関
によって身近な移動が可能
・公共交通、自転車、徒歩を
組み合わせた環境に優しい
交通体系への転換が進んで
いる。

そ
の
た
め
に

県民の意識改革を促します

公共交通の利便性を向上します

自転車を利用しやすい環境をつくります

みんなで乗ろう！
公共交通機関

車に乗らない人も含めた
社会全体にデメリット発生

2030年を展望した「滋賀交通ビジョン」は、交通による環境負荷の低減、すべての人に使いやすい交通サービスの提供、交通の安定的な機能維持といった基本的な課題を踏まえ、
県全域にわたって生活に必要な交通手段が確保された「人、暮らし、まちを結う」地域交通の将来像を描いています。
この望ましい将来像に向け、滋賀交通ビジョン元年にファーストステップとして４つの取り組みを始動。過度に車に依存したライフスタイルからの転換を促し、公共交通と自転車や徒歩
などを組み合わせた人と環境に優しい「エコ交通」を推進することで、人口減少・少子高齢社会に対応した持続可能な次世代型交通社会の実現を図ります。

総合政策部・琵琶湖環境部
土木交通部 横つなぎ

資－土木２

交通政策課
内線 ３６８０



県民の暮らしを支える道路の整備
資 － 土 木 ３

道路課 内線4136

都市計画課 内線4183

【予算額】

【 21,399,078千円】

将来１０年間の道路整備計画 滋賀県道路整備アクションプログラム

「選択と集中」による重点化を図り、地域に真に必要な道路を優先して整備

具体化
※平成24年3月策定

※平成25年3月策定



施策事例 スマートＩＣの設置

高速道路へのアクセスを向上します

【予算額】 【 198,952千円】

高速道路ネットワークを有効に活用し、地域経済の活
性化や渋滞の軽減等を図るため、スマートICの設置を
進めます。
●（仮称）小谷城スマートＩＣ

（仮称）小谷城SICｲﾒｰｼﾞ図
米原方面

福井方面

H28供用予定

●湖東三山スマートIC （H25年10月開通）
●蒲生スマートIC （H25年12月開通）

湖東三山SIC

H25.10 開通式

渋滞対策を進めます

【予算額】 【 4,428,264千円】

大津湖南地域を中心とした慢性的な渋滞を解消し、円滑な交通を確
保するため道路整備を進めます。
平成26年度は、大門・金森・下之郷工区の整備を進め、近江大橋か
ら琵琶湖大橋取付けまでの４車線化供用を目指します。

施策事例 大津湖南幹線（草津守山線）

琵琶湖大橋

国道１号

近江大橋

有料道路区間

（４車線）

H26供用予定

蒲生SIC

H25.12 開通式



施策事例 通学路の安全対策

通学路等の安全を確保します

児童を巻き込む悲痛な交通事故が相次ぎ、歩行者の安全を確保
できる歩道整備が強く望まれています。通学路の安全を確保するた
め、歩道の整備やカラー舗装等の対策を取り組みます。

橋梁の長寿命化を図ります

県管理橋梁（15m以上の本線橋）約７４０
橋のうち、建設後50年を経過する橋梁は現
在１０％足らずですが、20年後には約５０％
となり、橋梁の修繕に要する費用が増大し
ます。

施策事例 橋梁長寿命化修繕計画の推進

整備イメージ

路肩グリーンベルト設置

【「事後保全」から「予防保全」へ】

損傷が大きくなってから対策をおこなう「事後保全」では維持管理コストが大
きいため、損傷が大きくなる前にきめ細やかな修繕を繰り返す「予防保全」へ転
換します。

事後保全

損傷が大きくなってからでは維持管理コストが大きい

予防保全

点検により軽微な
ひび割れを発見

損傷が進行する前に修繕を実施

→ 橋梁の寿命が延び、架替のサイクルも長くなる防護柵等設置

自歩道設置

【予算額】 【 1,821,336千円】 【予算額】 【 1,199,960千円】

50年未満
92%

50年以上
8%

50年未満
51%

50年以上
49%

2011年度61橋
（8%）

2031年度361橋
（49%）

 



施策事例 道路法面等の対策

道路法面の対策を実施します

近年多く発生する集中豪雨や台風の影響により、道路規制回数が
増加傾向にあり、孤立集落の発生や県民生活へ影響があり、道路
の安全対策が以前より増して求められている状況にあります。

道路法面対策の実施

災害時の避難路や代替ルートを確保することで、安心・安全な暮らし
のための信頼性の高い道路づくりをめざします。

施策事例 道路ストック総点検の実施

道路施設の点検を進めます

道路施設を適切に維持管理するための「道路ストック総点検」を実
施します。

橋梁 トンネル

舗装 のり面・土工

点検による計画的な維持修繕の実施

【予算額】 【 1,521,343千円】 【予算額】 【 104,000千円】

対策箇所



治水対策の充実    
（１） 河川改修（日野川、芹川、大戸川、安曇川等） 

【予算額 6,066,410 千円】 
 

（施策事例）安曇川単独河川改良事業 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策事例）日野川広域河川改修事業 
（河道を掘削し、流下断面の拡大を図ります。） 

洪水被害を軽減するため、川幅を拡げ、川底を掘り下げます。 

川を掘り下げる

川幅を拡げる

改修のイメージ

改修前

改修後

 

（河道を掘削し、流下断面の拡大を図ります。堤防強化を進めます。） 

全体計画（河口から合同井堰） L=１２．６ｋｍ 

優先して整備する区間 Ｌ=約６．０ｋｍ 

▽　掘削前の水位
三 ▽　掘削後の水位

三

堤内地
堤内地

堤外地 高水護岸工 

掘削工 

改修のイメージ 
高水護岸工 高水護岸整備状況写真 

（堤防強化対策（遮水護岸） 

資―土木４ 

河川・港湾室 

河川環境 4154 

河川改修 4157 

改修後の状況写真 
光善寺川合流点 



洪水被害を軽減するため、適切な維持管理を進めます。

（２）河川維持管理の充実 【予算額 2,376,000千円】

浚渫、草木伐開、護岸補修を緊急性の高いところから順次実施し、本来の河川が持つ治水機能を

確保します。

■土砂堆積や竹木の繁茂が著しい箇所の浚渫、草木伐開、護岸補修

草木が繁茂し、川が見えない

対策イメージ図

護岸等補修 浚渫

緊急性の高いところから順次対応

草木伐開

■河川愛護活動事業

活動に対して費用を助成します。（高齢者の作業負担の軽減に配慮）

■地域活動支援事業

階段、斜路などを設置し、活動しやすくなるように支援し

ます。

■河川管理パートナー

河川パトロールを通して県・市町・地域の連携強化を図り

ます。

階段工（姉川：長浜市）

ハンドガイド式
除草機械の導入

地域の皆さんとの協働により河川の維持管理を推進します。

（３）ふるさとの川づくり協働事業 【予算額 181,600千円】



29,563
194,250



○東日本大震災における教訓
（避難路・緊急輸送路の閉塞、防災拠点施設の被災、広域一時滞在の必要性等）
○ 琵琶湖西岸断層帯、南海トラフに起因する地震等における甚大な被害想定

安全・安心のまちづくり 資－土木６

建築指導室

内線426 2
特定道路沿道建築物調査事業【9,543千円】

背 景

○通行障害となる建築物に対して地方公共団体が独自に耐震診断を義務付けることが可能

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の一部改正（平成25年11月25日施行）

◆地震被災時に市町の圏域を超えて行う避難・物資輸送の通行確保のための沿道建築物の耐震化

事業目的

事業概要

○地震被災時に通行確保が必要な道路の沿道建築物の耐震診断義務付け
に向けて、対象となる建築物を確定するために必要な調査を行う

○ 調査対象道路
・地震被災時に市町の圏域を超えて避難・物資輸送を行う道路
（県が定める第1次緊急輸送道路、第2次緊急輸送道路の一部の約550㎞）

○調査内容
・建築物の調査（建築時期・建物位置・建物高さ等）
・建築物の前面道路の調査（道路幅員・道路と敷地の高低差等）

○ 事業スケジュール
・平成26年度上半期 道路沿道建築物の調査
・平成26年度下半期 対象建築物の耐震診断義務化に向けての

調整・協議（関係市町・各課協議）

国土交通省近畿地方整備局ＨＰより

新


