
■実施計画の進ちょく状況について 資料２

全体事業費 平成29年度迄
平成30年度予算
額【計画】

全体数量 平成29年度迄
平成30年度予
定【計画】

① 1 H29年度～ 道路原形復旧及び改良 34億円 2.05億円 2.46億円 13.50km 1.20km 0.67km 6% 13% ※舗装工事は、後年に実施予定。

歩道用転落防護柵 - 118ｍ 120ｍ
※維持管理であり、全体事業費及び
全体数量は定めていない。

歩車道境界ブロック - 0ｍ 40ｍ

落石防護対策(菅並)の用地測量 170ｍ 0ｍ 0ｍ

道路排水対策(下丹生)

消雪施設整備(菅並) 2箇所 0箇所 2箇所

② 1 調整中 調整中

② 2 H29年度～ 路肩補修 - 0.03億円 0.26億円 - 0.39km 0.09km ※維持管理であり、全体事業費及び全体数量は
定めていない。

② 3 H30年度～ 側溝改修の調査・設計 0.15km 0.00km 0.00km

② 4 H30年度～ 舗装修繕 調整中 0m2 1,930m2

消雪施設整備の調査・設計 1箇所 0箇所 0箇所

土砂流出対策等の調査・設計 3箇所 0箇所 0箇所

② 5 H30年度～
消雪施設の水源に関する調査方法を検
討

② 6 H30年度～ 消雪施設整備の調査設計

舗装修繕 5,300m2 0m2 1,590m2

④ 1 中河内、菅並～下丹生 滋賀県 H29年度～ 護岸整備等の測量設計 調整中 0.27億円

④ 2 H29年度～ 堆積土砂撤去(浚渫) - 0.31億円 調整中 - 3,300m3 4,500m3
※維持管理であり、全体事業費およ
び全体数量は定めていない。

護岸補修（H30災害復旧） - 0.00億円 0.06億円 - 0m 20m
※維持管理であり、全体事業費およ
び全体数量は定めていない。

④ 3 H30年度～ 維持管理に配慮した調査・設計等実施

⑤ 1 H29年度～
局所的な水域の確保および連続的なみお筋の確保
施設設置(試行)に向けた設計および調査を実施

⑥ 1 H30年度～ 集落内道路整備の調査・設計

⑥ 2 H30年度～ 消雪施設整備の調査・設計

⑪ 1 調整中 調整中

⑪ 2 H29年度～ 道路整備に合わせ実施 38箇所 20箇所 5箇所 53% 66%
※アクセス道の進捗率は、整備量
ベースで計算。

⑬ 1 H29年度～ 地域資料のリスト作成

⑭ 1 H29年度～
補償の考え方を整理するための調査を実
施

⑭ 2 調整中 調整中

⑭ 3 調整中 調整中

⑭ 4
実施計画策定以
前から着手して
いる事業

余呉工区の林道整備 調整中 2.28億円 調整中 13kｍ 10kｍ 0.1kｍ 調整中 調整中

⑮ 1 H29年度～
八田部受入地、北海道受入地について、
利活用方法を検討中。

※事業費、整備量等については、現時点の数字であり、今後の調査・検討等の実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。

※平成29年度迄の整備内容および予算については、平成29年度迄の実績値をもとに集計している。

※平成30年度の整備内容および予算については、現時点での予定であり、今後の実施状況等を踏まえ、見直しを行う場合がある。

※全体事業費、予算額及び全体数量が調整中については、入札手続き中及び関係機関との調整等が整っていないため、調整中としている。

※進捗率は、予算ベースで算出している。

発生土受入地の利活用策の検討 半明、北海道、八田部 水資源機構

集落跡地の整備（道路原形復旧の一環）
半明、針川、尾羽梨、
鷲見、田戸、奥川並、小原

水資源機構

林道横山岳線の整備 木之本～菅並 滋賀県

買収用地の境界明示
針川、尾羽梨、鷲見、
田戸、奥川並、小原、菅並

水資源機構

河川へのアクセス道の整備（道路原形
復旧の一環）

半明～小原 水資源機構

ダム事業を通して収集した地域資料の
活用

余呉支所ほか 水資源機構ほか

買収用地以外の山林（残存山林）への
対応

針川、尾羽梨、鷲見、
田戸、奥川並、小原

水資源機構

トレイル道の整備（調査施設撤去時の
作業道）

小原 水資源機構

生活関連施設等の整備
◇消雪施設整備

東野、菅並 調整中

生活関連施設等の整備
◇集落内道路整備

摺墨 調整中

① 菅並から下丹生 滋賀県 H29年度～

水資源機構菅並

2

　　　〃　　　市道奥川並線（路肩補
修等）

田戸～奥川並 水資源機構・長浜市

市道菅並線
◇側溝改修

菅並 長浜市

分類
整備量

平成30年度の整備内容
予算

着手時期
実施主体

（事業執行者）
実施箇所実施内容

枝番
号

進捗率（平成29年度迄）
進捗率（平成30年度末見
込み）【計画】

備考

高時川の河川改良
◇護岸整備等

中河内、菅並～下丹生 滋賀県

- 0.10億円 調整中

平成29年度に試行的な対策を実施し、
その効果を検証中

県道中河内木之本線（道路補修）

◇歩道用転落防止柵の補修、落石防止
対策、道路排水対策、消雪施設整備

摺墨 長浜市

市道西村線他
◇消雪施設整備

工事用道路として利用した市道洞寿院
線（舗装修繕）

下丹生 長浜市

工事用道路として利用した県道中河内
木之本線（道路原形復旧及び改良）

中河内～菅並 水資源機構・滋賀県

調整中

調整中

調整中

調整中

調整中

調整中

※県道中河内木之本線の事業費に含む。

調整中

調整中

-

-

-

市道丹生小谷線他

◇舗装修繕、消雪施設整備、土砂流出
対策等

調整中

-

-

-

調整中

調整中

-

2.93億円 0.00億円 0.56億円 0% 19%

瀬切れ対策
（魚類の一時避難場所及びみお筋の確
保）

高時川 滋賀県

上丹生 長浜市

市道下丹生上丹生線
◇消雪施設整備

妙理川の維持管理 菅並 滋賀県

◇舗装修繕

高時川の維持管理

◇浚渫、樹木伐採、護岸補修等


