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◆滋賀県の道路整備方針（交付金制度の活用）

滋賀県道路整備
アクションプログラム※

（H15策定→H19、H24、H29見直し）

将来10年間の道路整備計画

○厳しい財政状況の中、「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

※現アクションプログラムは、H30年度～H39年度の10年間の

道路整備計画として、H30年.3月に策定。

滋賀県道路整備マスタープラン
（H14策定→H23見直し）

将来20年間における道路整備の基本方針
①県内産業の活性化と地域文化の交流
② 誰もが安心・安全に暮らせる優しい県土の実現
③ 環境負荷の軽減と個性と潤いのある生活空間の創造
④ 地域の自立的発展と不安のない暮らしの創出

社会資本整備総合交付金
○国土交通省が平成22年度に創設した交付金
（地方公共団体向けの個別補助金を一本化し、
地方公共団体の自由度を高めた交付金制度）

アクションプログラムに基づき計画的に事業を進めていくために活用
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透明性の確保、県民との約束



◆道路整備アクションプログラム2018の概要

【改築事業】
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【交通安全事業（歩道整備、交差点改良）】



◆道路整備アクションプログラム2018の概要

【維持管理事業】
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【自転車走行環境整備事業】



◆社会資本整備総合交付金の概要

出典：国土交通省ＨＰ「社会資本整備総合交付金」
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◆社会資本整備総合交付金の概要

■社会資本整備総合交付金を受けるには

※１ 目標

事業の実施によって実現しようとする整備計画の目標を設定。

整備計画の目標を定量化した評価指標を設定。

地方公共団体が目標※１や目標実現のための事業※２等を記載した
『整備計画』を策定し、国に提出。毎年度、交付金の交付申請を
行い、国が地方公共団体に交付金を交付。

※２ 事業

複数の事業で整備計画を構成。

道路、下水、河川
etc.
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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



◆事後評価の実施

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の該当が
ないことを確認済み。
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◆滋賀県の広域連携事業の地域図

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）
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◆事後評価 Pa56
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

・観光資源や多様なスポーツの拠点が数多く分布
・新たなニーズに対応したスポーツ施設の整備や観光施設のリニューアル

計画の概要

計画の成果目標
（アウトカム指標）

滋賀県（南部地域）と京都府（山城地域）の観光・スポーツ拠点や交流軸と
なるアクセス道路整備などの基盤整備を実施し、当地域の広域的な観光振興
を促進させ、地域の活性化を図る。

観光入込客数の増加

石山寺陶芸の街並み城陽市総合運動公園宇治公園

拠点施設

凡 例

基幹事業（通常）

基幹事業（重点）

重点地区

立木観音
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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、784百万円 [100百万円]

整備計画に掲載している

事業数(R2.3時点)

計画期間内に

完了予定の

事業数(a)

計画完了

（R2.3）時点で
完了見込みの

事業数(b)

（b）/（a） 備考

１７事業
［７事業］

１１事業
［２事業］

１０事業
［１事業］

９０％
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◆要綱第３-１-(１)事業の進捗状況 Pa56
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



●滋賀県（大津・甲賀地域）と京都府（山城地域）における観光客数
2,183万人（H25） ⇒ 2,299万人（H31） （116万人（7%）の増加）

●滋賀県（大津・甲賀地域）における観光客数
1,493万人（H25） ⇒ 1,582万人（H31） （89万人（6%）の増加）

■アウトカム指標
おおつ こう か やましろ

■滋賀県（大津・甲賀地域）
大津市、甲賀市、湖南市

■京都府（山城地域）
宇治市、城陽市、井手町、
宇治田原町、木津川市、
笠置町、和束町、南山城村

※ 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

※ 京都府の観光客数は、対象地域内の観光地の観光客数の
合計
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目標値 実績値

当初（H25） 2,183万人 －

中間年（H29年度末） 2,270万人 2,668万人

最終年（Ｈ31年度末） 2,299万人 2,643万人

目標値 実績値

当初（H25） 1,493万人 －

中間年（H29年度末） 1,567万人 1,749万人

最終年（Ｈ31年度末） 1,582万人 1,714万人

【滋賀県（大津・甲賀地域）と京都府（山城地域）
における観光客数】

【滋賀県（大津・甲賀地域）における
観光客数】

◆要綱第３-１-(３)評価指標の目標値の実現状況 Pa56
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

おおつ こう か

おおつ こう か やましろ おおつ こう か

※最終年の実績値は、H30年のデータ※最終年の実績値は、H30年のデータ



◆要綱第３-１-(２)事業効果の発現状況 Pa56
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

■路線名 ：大津南郷宇治線
（外畑工区）

■箇所 ：大津市石山外畑町
■事業期間：Ｈ２7～ Ｈ３１
■事業内容：現道拡幅
■事業延長：Ｌ＝０．２ ｋｍ

■拠点施設
立木観音

国
道
４
２
２
号

大津南郷宇治線
外畑工区

立木観音

至：京都

大津南郷宇治線

南郷IC

石山IC

アクセスルート

凡 例
■：事業区間
■：主要アクセス道路
■：比較ルート
◎：拠点施設

【参考】京都市内～立木観音の距離と時間

南郷IC～大津
南郷宇治線
ルート

石山IC～
国道422号
ルート

短縮距離
・時間

距離 22.9ｋｍ 28.2ｋｍ -5.3ｋｍ

時間 30分 37分 -7分

7分の時間短縮効果

笠取IC

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

事業効果

大津南郷宇治線の幅員狭小区間の
現道拡幅および線形改良を行うことで、
京都府から立木観音へのアクセス性が
向上し、観光客の利便性の向上に
つながった。 14

整備前の状況 整備後の状況



①事業の進捗状況
完了目標１１事業に対して、１０事業が完了した。

②事業効果の発現状況
幅員狭小区間の現道拡幅および線形改良を行うことで、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滋賀県（大津・甲賀地域）と京都府（山城地域）における観光客数
目標値2,299万人に対し、現状2,643万人であった。

③-2滋賀県（大津・甲賀地域）における観光客数
目標値1,582万人に対し、現状1,714万人であった。

○まとめ

◆事後評価まとめ Pa56
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
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○今後の方針（案）
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◆事後評価まとめ Pa56
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

滋賀県の道路整備計画である滋賀県道路整備アクションプログラム２０１８に基づき、
事業を着実に進める。


