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◆広域連携事業の概要
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出典：国土交通省ＨＰ「社会資本整備総合交付金（広域連携事業）概要」



◆広域連携事業の具体事例
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凡 例
■：事業区間
■：主要アクセス道路
■：比較ルート
◎：拠点施設

拠点施設
ルッチプラザ

至：岐阜

至：京都

至：福井

岐阜県

幅員狭小区間を回避する
バイパス道路整備

（一）大野木志賀谷長浜線
長岡工区

広域的特定活動の例：天の川ほたるまつり

■計画の連携先：岐阜県
■拠点施設 ：ルッチプラザ

・岐阜県とルッチプラザを最短距離で結ぶアクセスルートと

して、大野木志賀谷長浜線がある。
・現道は幅員狭小区間があるため、国道365号により遠回
りしてアクセスしている。

・大野木志賀谷長浜線の幅員狭小区間を回避するバイパ
ス道路整備により、岐阜県からルッチプラザへのアクセス
性が向上し、観光客の増加に寄与する。

おお の ぎ し が や ながはま

おお の ぎ し が や ながはま



◆中間評価の実施

滋賀県公共事業等計画評価実施要綱

第３ 中間評価および事後評価の内容
１ 知事は、次に掲げる事項について中間評価を行うものとする。

(1) 事業の進捗状況
(2) 事業効果の発現状況
(3) 評価指標の目標値の実現状況
２ 知事は、次に掲げる事項について事後評価を行い、今後の方針の案を作成する
ものとする。

(1) 事業の進捗状況
(2) 事業効果の発現状況
(3) 評価指標の目標値の実現状況
(4) 主要な事業に関する次の事項
ア事業を巡る社会経済情勢等の変化
イ事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
ウ コスト縮減および代替案立案等の可能性
エその他必要と考えられる事項

中間評価にて主要な事業を選定
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◆滋賀県の広域連携事業の地域図
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福井と滋賀を結ぶ旧街道を軸と
する福井滋賀交流圏域における

広域観光活性化計画
（長浜市北部、高島市）

滋賀・京都交流圏域における
観光・スポーツ振興による
広域的地域活性化計画
（大津市、甲賀市、湖南市）

岐阜と滋賀の交流圏域に
おける観光振興による
広域的地域活性化計画
（長浜市南部、米原市）

三重・滋賀交流圏域における
広域観光活性化計画

（彦根市、近江八幡市、草津市、
守山市、栗東市、野洲市、東近
江市、日野町、竜王町、愛荘町、
豊郷町、甲良町、多賀町）



◆中間評価 Pa57
三重・滋賀交流圏域における広域観光活性化計画

・東海道（国道１号）や八風街道（国道４２１号）などを利用した交流
・知名度向上を図る「昇龍道プロジェクト」

・国道４２１号の石槫峠道路の開通（H22）や新名神（菰野～亀山西JCT）の開通（H31）

計画の概要

観光入込客数の増加

計画の成果目標
（アウトカム指標）

幹線道路や幹線道路から各観光
拠点へ至る道路ネットワークの整
備や観光拠点施設の整備により、
三重県、滋賀県における観光入込
客数を増加させ広域的な観光活性
化を図る。

拠点施設

凡 例

基幹事業
(通常)

重点地区

基幹事業
(重点)

N

１．多賀大社

３．永源寺

２．日牟禮八幡宮

５．湯の山温泉

新名神高速道路

１

滋賀県

三重県

３

（H30開通予定）

菰野IC

4

6

５

２

４．多度大社

©（公社）三重県観光連盟

©（公社）三重県観光連盟

©（公社）三重県観光連盟

６．九華公園

いしぐれとうげ こもの かめやま

はっぷう
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■路線名 ：湖東八日市線

（池之尻工区）

■箇所 ：東近江市池之尻町

～東近江市鯰江町
■事業内容：現道拡幅
■事業延長：Ｌ＝０．８ ｋｍ

◆要綱第３-１-(２)事業効果の発現状況 Pa57
三重・滋賀交流圏域における広域観光活性化計画

■拠点施設
道の駅 あいとう
マーガレット
ステーション

湖東八日市線の狭隘区間を解消
することにより、道の駅 あいとう
マーガレットステーションへのアク
セス性が向上し、観光客の利便
性の向上につながった。

事業効果

アクセスルート

凡 例
■：事業区間
■：主要アクセス道路
◎：拠点施設 307

307

421

421

京 都 三 重

福 井

滋 賀

○位置図

京都府 三重県

福井県

岐阜県

滋賀県

道の駅 あいとうマーガレット
ステーション

八日市IC

こ とう よう かいち

いけ の しり

ひがし おうみしいけのしり ちょう

ひがし おうみ し なまずえちょう

こ とう よう か いち

湖東八日市線 池之尻工区
延長0.8km

【参考】整備前後での交通量の変化

整備前 整備後

6時間自動車類交通量 2,000台 3,195台

増減 1,195台増加

※調査時間は午前７時～１２時の６時間。
※整備前の交通量は、H27道路交通センサスによる
※整備後の交通量は、直営での交通量調査による

【参考】整備によるアクセス短縮時間

整備前 整備後

走行速度
(km/h) 45 60

短縮時間 1分短縮

※整備前の走行速度は、H27
道路交通センサスによる
※整備後の走行速度は、設計速度
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◆要綱第３-１-(１)事業の進捗状況 Pa57
三重・滋賀交流圏域における広域観光活性化計画
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※［ ］内は滋賀県道路整備アクションプログラム対象事業
※ 完了箇所に投じた予算は、1,107百万円 [402百万円]

整備計画に掲載している

事業数(H31.3時点)

計画期間内に

完了予定の

事業数(a)

計画中間

（H31.3）時点
で完了した

事業数(b)

（b）/（a） 備考

２５事業
［１５事業］

１４事業
［３事業］

１４事業
［３事業］

１００％



●三重県（北勢地域）と滋賀県（南部・東近江・湖東地域）における観光客数
1,941万人（H26） ⇒ 2,083万人（R2） （142万人（7%）の増加）

●滋賀県（南部・東近江・湖東地域）における観光客数
1,774万人（H26） ⇒ 1,870万人（R2） （96万人（5%）の増加）

■アウトカム指標

目標値 実績値

当初（H26） 1,941万人 －

中間年（H30年度末） 2,036万人 2,416万人

最終年（R2年度末） 2,083万人

目標値 実績値

当初（H26） 1,774万人 －

中間年（H30年度末） 1,838万人 2,206万人

最終年（R2年度末） 1,870万人

【三重県（北勢地域）と滋賀県（南部・東近江・湖東
地域）における観光客数】

【滋賀県（南部・東近江・湖東地域）における
観光客数】

目標達成

◆要綱第３-１-(３)評価指標の目標値の実現状況 Pa57
三重・滋賀交流圏域における広域観光活性化計画

9目標達成

ほくせい

ほくせい

■滋賀県（南部・東近江・湖東地域）
彦根市、近江八幡市、草津市、守山市、
栗東市、野洲市、東近江市、日野町、竜
王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

■三重県（北勢地域）
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、
四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市

※ 滋賀県の観光客数は、対象地域内の観光地で、年間入込
客数が1,000人以上見込まれる観光地の観光客数の合計

※ 三重県の観光客数は、整備計画で設定している拠点施設
14箇所の観光客数の合計



◆主要な事業の選定について Pa57
三重・滋賀交流圏域における広域観光活性化計画

①計画最終年度（R2）において事業採択後5年以上を経過した時点で未着工の事業

②計画最終年度（R2）において事業採択後10年以上経過し継続中の事業

要件

※「事業採択」とは国庫補助事業については「国の事業採択通知を受け事業費が予算
化された時点」、単独事業については、「詳細設計に着手した時点」

※「未着工の事業」とは「用地買収手続きと工事のいずれにも着手していない事業」

①の要件の事業 ： なし
②の要件の事業 ： 国道421号 佐目・萱尾工区
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さ め かや お



◆国道421号 佐目・萱尾工区 Pa57
三重・滋賀交流圏域における広域観光活性化計画

凡 例
■：事業区間
■：主要アクセス道路
◎：拠点施設
◎：その他の観光施設

至：三重県

永源寺

道の駅
「奥永源寺渓流の里」

○事業箇所図

○現道の状況

京 都 三 重

福 井

滋 賀

○位置図

京都府 三重県

福井県

岐阜県

滋賀県

421

国道421号 佐目・萱尾工区
起終点 東近江市佐目町～東近江市政所町

延長2.2km

■拠点施設 ：永源寺

・国道421号は三重県から永源寺
へのアクセスルート。
・当事業区間は狭隘区間が存在し
離合困難であるため、現道拡幅に
よりアクセス性を向上させ、広域的
な観光活性化につなげる。

事業概要

さ め かや お

えいげん じ

えいげん じ
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①事業の進捗状況
完了目標１４事業に対して、１４事業が完了した。

②事業効果の発現状況
狭隘区間を解消することにより、拠点施設へのアクセス性が向上し、観光客の
利便性の向上につながった。

③評価指標の目標値の実現状況
③-1 三重県（北勢地域）と滋賀県（南部・東近江・湖東地域）における観光客数
中間目標値2,036万人に対し、現状2,416万人と、中間目標値を達成している。

③-2 滋賀県（南部・東近江・湖東地域）における観光客数
中間目標値1,838万人に対し、現状2,206万人と、中間目標値を達成している。

○まとめ （Ｐａ57）

◆中間評価まとめ Pa57
三重・滋賀交流圏域における広域観光活性化計画
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