
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

東部建設事務所三原支所 地域整備計画実施方針 【フォローアップ版】 1/4  

管内の社会情勢や社会資本整備の状況 

 

(1) 広域的な交流・連携基盤の強化 
 広島空港やしまなみ海道につづき，尾道松江線

の全線開通により，井桁状の高速道路ネットワー

クが完成しました。今後は，これらとのアクセス強

化や地域との結びつきを強化する整備が必要で

す。 
 

 
(2) 多様な観光資源 
 入込観光客数は増加していますが，さらなる交
通ネットワークの整備により，集客・交流機能の強
化や地域ブランド力の向上が必要です。 
(3) 都市地域  (4) 中山間地域，島しょ部 
 国道２号木原道路の整備が進捗中ですが，都
市地域（三原・尾道）での渋滞対策が課題です。 
また，管内では就労機会の減少や少子高齢化

に伴う人口減少が著しく，地域の活力低下が懸念
されており，地域の自立を支える生活交通の円滑
化や地域社会の活性化対策が必要です。 

 
(5) 多発する自然災害 
 河川の氾濫や土砂災害等の発生リスクが高ま
っており，安全・安心な暮らしに向けたハード対策
と土砂災害警戒区域指定などのソフト対策との一
体的な整備が急務です。 
(6) 緊急輸送道路のネットワーク 
 管内の緊急輸送路（29 路線）には，未改良の箇
所や異常気象時の通行規制区間，耐震対策の必
要な橋梁などがあり，更なる改善が必要です。 

 重点施策１ 

 重点施策２  重点施策３ 

  

 

国内外の玄関口としての拠点機能の強化 

施策の方向性 

 

■本県の新たな経済成長を支えるグローバルゲートウェイである広島空港，尾道糸崎港の機能強
化を図ります。 

■井桁状の高速道路ネットワークを構築する山陽自動車道や尾道松江線とのアクセス整備など，  
広域交通ネットワークを強化することで，企業活動を支える物流機能の充実を図ります。 
 

路河川名 目的 
現計画 

位置付 

進捗段階 平成 29年

度末時点

の状況 
測量・設計 

用地調査 
用地・補償 工事 

国道 2号[木原道路]【国直轄】（三原市木原

町～尾道市福地町） 

広域道路ネット

ワークの構築 

- ● ● ● 事業中 

国道 432号[賀茂バイパス]（世羅町賀茂） 完成 ● ● ● 事業中 

国道 486号（尾道市御調町貝ケ原） 継続 ●     事業中 

（一）三原本郷線（三原市高坂町～本郷） 完成 ● ●   事業中 

（重）尾道糸崎港［貝野地区］（三原市和田

沖町） 

物流拠点港湾

における機能

効果 

継続 ● ● ● 事業中 

※取組成果状況写真添付 

重点施策 １ 
新たな経済成長 

取
組
成
果 

 
(7) 既存の社会資本ストックの有効活用 
 既存の社会資本を良好に維持管理して長寿命化
を図るとともに，機能改善を図りながら有効活用し
ていく取組が求められています。 
(8) 協働のまちづくり  (9) 多様な県民ニーズ対応 
 住民・企業等と協働し，社会資本整備を進めてい
く必要があります。 
 生活に身近で短期間で効果の発現が求められる
小規模・突発的な地域ニーズへの対応のため，市
町や地域の現場情報に基づく細かな事業も進めて
いく必要があります。 

 重点施策４ 

概 要 （フォローアップ版） 平成 28 年 5 月に作成した『東部建設事務所三原支所 地域整備計画実施方針』の重点施策の実施状況や取組成果について，平成 29 年度までの

フォローアップ版 を作成しました。 

主な取組成果 国内外の玄関口としての拠点機能の強化 

■木原道路は，平成 15年度に着手し，完成に向けて事業促進を図っています。 
■賀茂バイパスは，現計画内の完成に向けて事業促進を図っています。 
■国道４８６号貝ケ原工区は 28年度新規採択し，設計・用地調査を実施しました。 

国道４３２号［賀茂バイパス］【事業中】 

国道２号［木原道路］【事業中】 

照会中 

照会中 

国道４３２号［賀茂バイパス］ 

実施前 

現在 

現在 

実施前 

国道２号［木原道路］ 

計画期間：平成 28年度～平成 32年度 



 

 

 

 

交流・連携と地域のブランド力の向上 

施策の方向性 

■ 豊かで魅力ある観光資源を一層活かすため，高速道路ネットワークと観光資源をつなぐ交通ネ
ットワークの強化に取り組むとともに，港湾施設を活用した賑わい空間づくりなど，観光インフラ
の充実による地域のブランド力向上を図ります。 

■ 都市地域の渋滞対策に取り組むとともに，中山間地域や島しょ部の自立を支える生活交通の
円滑化や中心地と周辺地域の連携を促進するための道路整備等により，地域の活性化を図り
ます。 

 

路河川名 目的 
現計画 

位置付 

進捗段階 平成 29年

度末時点

の状況 
測量・設計 

用地調査 
用地・補償 工事 

国道 317号［青影バイパス］ 

（尾道市因島中庄町）※ 

観光資源をつな

ぐネットワーク

の形成 

完成 ●   ● 事業中 

国道 185号［能地バイパス］ 

（三原市幸崎町） 
完成 ● ●   事業中 

（主）府中世羅三和線（世羅町論田） 部分完成 ● ● ● 事業中 

（一）三原本郷線（三原市西野町） 完成 ● ● ● 事業中 

（一）立花池田線（尾道市向島町江郷） 部分完成   ● ● 事業中 

（重）尾道糸崎港［西御所地区］ 

（尾道市西御所町） 

観光インフラの

充実 

完成       完成 

（地）瀬戸田港［垂水地区］ 

（尾道市瀬戸田サンセットビーチ） 
- ●   ● 事業中 

しまなみ海道サイクリングロードの充実

（尾道市） 
- ●     事業中 

（重）尾道糸崎港［松浜地区］ 

（三原市糸崎） 

新たな魅力を創

出するみなと環

境の整備 

継続 ● ●   事業中 

（主）福山尾道線（尾道市美ノ郷町）※ 
都市部渋滞対策 

完成       完成 

（主）尾道三原線（三原市中之町） 継続   ● ● 事業中 

（主）本郷久井線（三原市高坂町） 

中心地と周辺地

域の連携を支え

るインフラ整備 

完成     ● 事業中 

（主）三原竹原線（三原市小泉町） 継続 ● ●   事業中 

（主）瀬野川福富本郷線 

（三原本郷町船木）※ 
部分完成 ● ● ● 事業中 

（一）尾道新市線 

（尾道市梶山田～小原） 
継続 ●     事業中 

（一）向島循環線（尾道市向東町大町） 継続   ●   事業中 

※取組成果状況写真添付 

重点施策 ２ 

新たな経済成長 

豊かな地域づくり 

東部建設事務所三原支所 地域整備計画実施方針 【フォローアップ版】 2/4 

 主な取組成果 交流・連携と地域のブランド力の向上 

■国道３１７号［青影バイパス］は，28年度にトンネル工事に着手し，29年度までに約 70m掘進を実施
しました。 

■（主）福山尾道線は，22年度から続く道路改良工事が完了し，28年度に全線供用しました。 
■（主）瀬野川福富本郷線は 28年度に上部工を発注し，29年度までに架設を実施しました。 
 

取
組
成
果 

国道３１７号［青影バイパス］【事業中】 

（主）福山尾道線【完成】 

（主）瀬野川福富本郷線【事業中】 

（主）福山尾道線 

国道３１７号［青影バイパス］ 

照会中 

（主）瀬野川福富本郷線 

 実施前 

実施前 

実施前 現在 

現在 

現在 



 

（）

 

誰もが安心して生活できる地域づくり 

施策の方向性 

■多発している地震・局地的豪雨などの対応を踏まえながら，優先度の高い箇所から，効果的・効
率的なハード対策を進めていきます。 

■土砂災害警戒区域等の指定の加速化に取り組むと共に「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ
運動」と連携した各種施策に取り組んでいきます。 

■通学路や事故危険箇所を中心に，歩道の新設や拡幅，バリアフリー化などを進めます。また港
湾施設の整備等により航行船舶の安全を確保します。 
 

路河川名 目的 
現計画 

位置付 

進捗段階 平成 29年

度末時点

の状況 
測量・設計 

用地調査 
用地・補償 工事 

二級河川 沼田川 

（三原市沼田東町）（洪水） 

安全・安心な県土づ

くり（洪水・高潮・土砂

災害・渇水対策） 

継続 ● ● ● 事業中 

二級河川 沼田川 

（三原市明神町～和田町）（高潮） 
完成 ● ● ● 事業中 

砂防河川 矢熊川（世羅町宇津戸） 完成       完成 

砂防河川 小敷谷川（三原市大和町） 完成       完成 

急傾斜地 川谷地区（三原本郷上北方） 完成     ● 事業中 

急傾斜地 中之町公民館北地区 

（三原市中之町） 
継続 ● ● ● 事業中 

（重）尾道糸崎港海岸［三原地区］ 

（三原市糸崎） 
継続 ● ● ● 事業中 

国道 317号（尾道市因島中庄町） 

安心できる道路空間

の形成（歩道整備） 

完成 ● ● ● 事業中 

国道 432号（三原市大和町萩原） 完成   ● ● 事業中 

（主）世羅甲田線（世羅町賀茂～青水） 完成     ● 事業中 

（重）尾道糸崎港［松浜地区］ 

（三原市糸崎） 
防波堤や係留施設

等の整備による港湾

船舶の安全対策 

継続 ● ●   事業中 

（地）生口港［洲江地区］ 

（尾道市因島洲江町） 
完成       完成 

国道 184号［尾道拡幅］（尾道市門田町） 
緊急輸送ネットワー

クの充実 
継続 ● ● ● 事業中 

（主）本郷大和線［下中橋］ 

（三原市大和町） 

耐震化促進による地

震防災対策 
完成       完成  

土砂災害警戒区域等の指定完了 

（三原市・尾道市・世羅町） 
市町の警戒避難体

制支援の促進や新

規宅地開発の抑制 

完了 ● － － 事業中 

津波災害警戒区域等の指定完了 

（三原市・尾道市） 
完了 ● － － 事業中 

沼田川流域下水道（三原沼田東町） 
下水道整備による水

質保全（管渠更正） 
- ● ● ● 事業中 

※取組成果状況写真添付 
 

重点施策 ３ 

安心な暮らしづくり 

東部建設事務所三原支所 地域整備計画実施方針 【フォローアップ版】 3/4 

 主な取組成果 誰もが安心して生活できる地域づくり 

■二級河川 沼田川の洪水対策は，28 年度に工事に着手し，現在は可動堰の基礎工を実施して
います。 

■砂防河川 小敷谷川は，23年度に工事に着手し，29年度に砂防堰堤が完成しました。 
■（主）世羅甲田線（賀茂～青水）は，26年度に工事に着手し，29年度までに，計画区間2,000ｍの
うち 1,200ｍまで道路の歩道設置を実施しました。 

■地方港湾 生口港 洲江地区は，26年度に工事に着手し，28年度に防波堤が完成しました。 

取
組
成
果 

差し替え 

沼田川（沼田東町）（洪水）【事業中】 

 

沼田川（沼田東町）（洪水） 

照会中 

照会中 照会中 

生口港［洲江地区］【完成】 

 

小敷谷川 砂防堰堤【完成】 小敷谷川 砂防堰堤 

実施前 

実施前 

現在 

現在 

現在 

沼田川（沼田東町）（洪水）【事業中】 

小敷谷川 砂防堰堤【完成】 

生口港［洲江地区］【完成】 

現在 

世羅甲田線（賀茂～青水）【事業中】 



 

 

 

多様な主体との協働による活力あるまちづくり 

施策の方向性 

 

■施設の維持管理においては，計画的な維持管理や施設の長寿命化に取り組むとともに，既存道

路の局部的な線形改良や待避所設置などにより当面の交通課題の早期解消を図る，いわゆる

「道路再生改良事業」により既存ストックの機能改善を図ります。 

■小規模・突発的な地域ニーズ等への対応については，市町や地域からの情報を収集・把握し，

総合維持修繕費などの予算を活用して機動的な対応を図る「現場主義実践プロジェクト」を提案

し，対応していきます。 

■その事業実施にあたっては，地域住民やＮＰＯなど，多様な主体との連携・協働を図り，特に計

画段階からの参画を図ることで事業のスピードアップや完成後の維持管理（アダプト活動）など，

行政と地域が一体となった取り組みを進めていきます。 

 

路河川名 目的 
進捗段階 平成 29年

度末時点

の状況 
測量・設計 

用地調査 
用地・補償 工事 

(一)三原本郷線 

（三原市小坂町） 

既存ストックの有効活用 

    ● 事業中 

(一)三原東城線 

（三原市坂井原） 
    ● 事業中 

(一)戸崎下組線 

(尾道市満越) 
      完成 

土砂災害警戒区域等の指定完

了（再掲） 市町の警戒避難体制支援の促

進や新規宅地開発の抑制 

● － － 事業中 

津波災害警戒区域等の指定完

了 
● － － 事業中 

住民と連携した清掃活動 

（クリーンアップしまなみ） 
住民連携・協働 

しまなみサイクリングロードの清掃活動の推進 

住民連携による伐採木の有効

活用 
事業 PRを兼ねた木材製品の展示 

 
 

※現場主義実践プロジェクトの事業実施箇所については，地域ニーズや市町からの要望により， 

策定時（当初）から，一部変更して実施しています。 

 

重点施策 ４ 

豊かな地域づくり 

安心な暮らしづくり 

新たな経済成長 

東部建設事務所三原支所 地域整備計画実施方針 【フォローアップ版】 4/4 

 主な取組成果 多様な主体との協働による活力あるまちづくり 

■道路再生改良事業により，既存ストックの機能改善を進めております。平成 29 年度までに，（一）
戸崎下組線の離合困難箇所の改善を図りました。 

■現場実践プロジェクトによる地域住民及びサイクリストと連携した清掃活動の実施及び維持管理
の支援を図りました。 

■樹木伐採のコスト縮減を図るため，住民と連携した伐採木の提供及び再利用された木材製品の
展示を行うなど住民に県の取組に対する普及啓発を図りました。 

 

 

取
組
成
果 

（主）戸崎下組線 再生改良【完成】 （主）戸崎下組線 再生改良 

照会中 

実施前 現在 

住民と連携した伐採木の有効活用 

実施状況② 

実施状況① 

住民と連携した清掃活動 

（クリーンアップしまなみ） 

住民と連携した伐採木の有効活用 

実施状況② 

住民と連携した清掃活動 

（クリーンアップしまなみ） 

実施状況① 


