
■ 利用満足度の調査結果

■ 主要渋滞個所に着目した渋滞長の短縮効果

朝：650m

夕：550m

[H15調査]

朝：0m

夕：440m

[H25調査]

朝：600m
夕：600m
[H15調査]

朝：100m
夕：310m
[H25調査]

北進時の渋滞長が1,000m以上短縮［朝］
（H15：1,250m（600m+650m） H25：100m）

調査箇所①
入江大橋北詰交差点

調査箇所②
入江大橋南詰交差点

［朝］ ピーク時渋滞長
（入江大橋北詰交差点北行）

［夕］ ピーク時渋滞長
（入江大橋北詰交差点北行）

住民アンケートの結果 企業アンケートの結果

移動のしやすさが向上（渋滞緩和）したと実感し
ますか？（自動車利用者対象）

そう感じる
25％

どちらかといえばそう感じる
36％

どちらともいえない
10％

あまりそう感じない
19％

全くそう感じない
7％

分からない
3％

※1

そう感じる
22％

どちらかといえばそう感じる
39％

どちらともいえない
11％

あまりそう感じない
19％

全くそう感じない
3％

分からない
6％

移動のしやすさが向上（渋滞緩和）したと
実感しますか？

企業の約6割が，通行のし易さ（渋滞緩和）を
実感していただけました。

自動車を利用される方の約6割が，通行のし易さ
（渋滞緩和）を実感していただけました。
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入江大橋北詰交差点 入江大橋南詰交差点

至ＪＦＥ

N=1

1250

100

ほぼ渋滞解消

渋滞の緩和を実現

750

1150

平成15年10月 平成25年11月

平成15年10月 平成25年11月

（都）神辺水呑線

新入江大橋
［H24.12 完成］

調査時間：朝ピーク 6時～9時
夕ピーク 16時～19時

６３部配布（広島県東部港湾振興協会福山港部会所属する企業全社に郵送）のうち４５部を回収（回収率71.4%）
※3 ： 回答45部のうち，同路線を利用される36部の企業の回答
※4 ： 図中のNが回答数［移動のしやすさが向上したと“感じる”または“どちらかと言えば感じる”とご回答いただいた企業を対象にした42件の回答（複数回答有）］

移動のしやすさが向上（渋滞緩和）したと実感する方向はどこですか？

※3

※4

そう感じる
32％

どちらかといえばそう感じる
41％

どちらともいえない
5％

あまりそう感じない
10％

全くそう感じない
5％

分からない
7％

移動のしやすさが向上したと実感します
か？（自転車・歩行者対象）

自転車・歩行者の方の約7割の方が，移動のしや
すさの向上を実感していただけました。

※2

５００部配布（自治会の回覧板を利用）のうち３５８部を回収（回収率71.6％）
※1 ： 回答358部のうち，同路線を自動車で利用される280名の方の回答
※2 ： 回答358部のうち，同路線を自転車，徒歩で 利用される59名の方の回答

主要渋滞ポイントである入江大橋北詰交差点付近では，朝夕に慢性的な渋滞が発生しており，その渋滞対策が緊急課題となっていた。このため，入江大橋北詰
及び南詰交差点を含む約１.２ｋｍ区間について整備を行い，物流拠点である福山港の機能強化及び交通の円滑化を図り，地域の生産性の向上につなげた。

※ 新入江大橋及び北詰交差点は平成24年度完成，南詰交差点は平成27年度完成

入江大橋北詰交差点からＪＦＥ方面への右折等，各所で渋滞緩
和を実感していただけました。（企業回答数）

（広島県 東部建設事務所）
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府中市

尾道市

神石高原町

福山市

岡山県井原市

⼭野地域と福⼭中⼼部を結ぶ⽣活道路 東ノ免⼯区の整備により，⼭野峡県⽴⾃然公園等へのアクセス性がさらに向上！

対象路線

• ⽇本有数の準平原である吉備平原の縁辺部をきざむ典型
的な侵⾷⾕であり，⿓頭の滝，四段の滝，聖嶽・屏⾵嶽
の2つの絶壁，広島県の天然記念物の上原⾕⽯灰岩巨⼤
礫（岩⾕権現），猿鳴峡，紅葉橋など多くの⾒所がある。

• ⿓頭峡と猿鳴峡の中南部は，特別⿃獣保護区に指定され
ている。

狭隘部における
離合困難箇所①

[山野農村公園]

開通区間 延長640m

住民の声

• 利便性が向上し，町外から人が

訪れるきっかけにもなる。

• 地域の活性化につなげたい

住民の声

• 近くにはキャンプ場もあり観光道

路としても期待できる。

• 多くの人に利用してもらいたい

狭隘部における
離合困難箇所②

集落生活圏の維持

福山市中心部と結ぶ最も重要な生活道路であるが，幅員が
狭隘な上，急カーブが連続する等，交通の難所となっていた。

観光客の増加等による
交流人口の増加
観光客の増加等による
交流人口の増加

山野峡県立自然公園

山野峡県立自然公園（龍頭の滝，岩谷権現，紅葉谷等），山野キャンプ場，市山野農村公園
山野民俗資料館，山野発電所，こっとん村，馬乗観音，福泉寺カヤの木
《イベント》山野峡山開き（４月）［キャンプ場］，ほたる祭り（６月）［市山野農村公園］

山野地域の恵まれた豊かな
自然資源へのアクセス性向上
山野地域の恵まれた豊かな
自然資源へのアクセス性向上

交通の安全確保及び
福山市中心部へのア
クセス性向上

交通の安全確保及び
福山市中心部へのア
クセス性向上

山野峡県立自然公園
観光客数

H26 61,900人
⇒H27 95,000人

山野峡県立自然公園
観光客数

H26 61,900人
⇒H27 95,000人

※福山市観光課ヒアリング

地⽅創⽣を進める基盤道路！~交流⼈⼝の増加~ (主)加茂油⽊線
（広島県 東部建設事務所）
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高 潮 時

T.P.+1.20ｍ

（※）排水機は水門閉鎖直後から稼働し，内水位をT.P.+1.20ｍまで下げます

高潮

排水機

洪水

（※）

沿川の地盤高（※最低地盤高　TP+2.20ｍ）

▽T.P.+1.99m

計画高潮堤防高　T.P.+3.62m

防潮水門

P

河川水位（潮位）≧T.P.+1.99ｍのときは
水門を閉めて高潮の侵入を防止し，上流
からの洪水は排水機により，水門下流に
排水します

▽T.P.+2.12ｍ付近

【効果2】運用開始以降8回の高潮浸水（※）を防止

羽原川下流域では平成16年から17年にかけて高潮浸水被害が相次いで発生し,特に平成16
年台風16号の来襲時には,13.8㌶が浸水し,床上・床下合せて255戸の家屋被害が発生した。
このため平成19年度に事業に着手し，平成25年9月に防潮水門のみの暫定運用を開始した。
平成27年7月に防潮水門と排水機場の一体的運用を開始し,近年の最大被害である平成16年
台風クラスによる高潮浸水被害の再発を防止することが可能となった。

施設の運用開始以降の2年間で8回の高潮浸水を防止している。

平成27年7月台風11号

強制排水の状況海 川

台風などによる高潮の
心配が減り，安心して
暮らすことができる

地元自治会連合会会長

※浸水発生潮位（TP+2.2ｍ）を超過し
たケース

【効果1】近年の最大被害である平成16年台風クラスの再度被害を防止

海

海

1 H26.8.9 14:00 ～ 0:30 22:42 2.26

2 H26.8.10 7:00 ～ 12:00 10:08 2.26

3 H26.8.10 21:00 ～ 1:30 23:00 2.23

4 H26.8.11 22:00 ～ 2:00 23:59 2.26

5 H26.8.13 21:50 ～ 2:20 0:30 2.22

6 H26.9.9 21:30 ～ 1:30 23:40 2.21

7 H27.8.3 22:43 ～ 3:25 1:00 2.24

8 H27.8.29 21:14 ～ 0:54 23:32 2.24

回数 発生年月日 高潮時刻 高潮ピーク時刻 高潮ピーク水位（TP+.ｍ）

防潮水門↓ 排水機場↓

高潮浸水リスクの軽減で「安心」して暮らせる街へ！
二級河川羽原川水系羽原川地震高潮対策河川事業

（広島県 東部建設事務所）
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放置艇対策の推進による
適正な水域利用の促進や住環境の改善！

■放置艇の状況 (平成２６年度調査)

○ 広島県はプレジャーボート数が全国第１位

○ 放置艇数についても全国第一位

ボートパーク福山(Ｈ26.4完成)

■放置艇の問題

～余暇活動に資する

海洋レジャーの弊害～

◆ 係留場所の私物化
◆ 無秩序な係留による船舶航行阻害
◆ 沈廃船からの油流出による水質汚染
◆ ゴミの不法投棄，違法駐車，騒音等
による住環境及び景観の悪化

【対策前】福山港 湾奥部(Ｈ24.12撮影)

【対策中】福山港 湾奥部(Ｈ27.10撮影)

福山港 湾奥部
禁止区域内の放置艇が

大幅に減少

■放置艇対策を行うことにより

↓福山港地域の放置艇隻数減

放置艇による各種問題の改善。施設利用者への教育。

↓水域利用に関するルールやマナーの醸成

適正かつ健全な水域の管理・レジャー利用に寄与！

船舶の放置艇等禁止区域(Ｈ26.4指定)

「ボートパーク福山」

（改修）防災安全対策事業

（広島県 東部建設事務所）
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閉鎖性海域の環境改善による
都市部の快適なウォーターフロントの創出！

福山港内港地区は，大学や文化施設，大型商業施設などが立地する福山市の中心部に位置しているが閉鎖的区域であるため，流入する排水等
の有機物が底質に堆積し，悪臭・スカムの発生が恒常化していた。

このため，平成２６年度本格対策工事に着手

※スカムとは
海底のヘドロが、有機物の嫌気発酵に伴い
発生したガスで海面に浮遊してくる現象。

景観を悪化させるとともに、強烈な悪臭を放つ
ため 生活環境への影響が大きい

福山市立
大学

底質改善対策エリア

魚類の生息を確認(Ｈ27.2撮影)

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

福山港内港地区における
春季（５月）のスカムの発生日数
Ｈ26着手後のＨ27は０件へ改善

福山内港地区の悪臭に
ついてもアンケート回答
者(25名)のうち９６％の

方々が良くなったと感じ
ている

対策工事は平成28年度
完了予定であるが，

次年度以降もモニタリン
グを継続して行い，

効果の持続性や，生態
系の再生プロセスにつ
いて検証を進めていく

海域環境創造事業

（広島県 東部建設事務所）
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