
『道路行政マネジメントを実践する栃木県会議（第１０回）』
の開催結果について

～『新たな主要渋滞ポイント候補箇所』などが了承されました～

国土交通省宇都宮国道事務所と栃木県では、交通渋滞や交通事故対策について、地域の皆さまや、
様々な分野の方々からのご意見をお伺いし、道路施策に反映することを目的に、平成 17年 11月に
「道路行政マネジメントを実践する栃木県会議」を設置しているところです。

平成２３年１２月１６日に、第１０回目となる「道路行政マネジメントを実践する栃木県会議」を
開催し、これまでの取組状況や『渋滞対策候補箇所の選定』および『道路利用者アンケートの実施方
法』などについてご意見をいただきましたのでお知らせします。

第１１回目の会議は平成２４年３月を予定しており、アンケート結果にもとづく、
『新たな渋滞対策箇所』を確定する予定です。

※配付資料につきましては、宇都宮国道事務所ホームページをご覧ください。
○宇都宮国道事務所ホームページ（http://www.ktr.mlit.go.jp/utunomiya/）

記者発表資料

平成２３年１２月２７日（火）
栃木県 県土整備部 交通政策課

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ

お問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所

副 所 長 ： 篠原 正美

計画課長 ： 大里 弘人

住 所：栃木県宇都宮市平松町５０４
電 話：０２８－６３８－２１８１（代表）

栃木県 県土整備部 交通政策課

課長補佐（総括）：船山 通

課長補佐（ＧＬ）：池田 友浩

住 所：宇都宮市塙田１－１－２０
電 話：０２８－６２３－２４０８

会議では、『新たな主要渋滞ポイント候補５２箇所』および

『道路利用者アンケート調査の実施』が了承されました。

＜委員からの主な意見＞
・新たに抽出する渋滞ポイントをはじめとして、渋滞要因などを県民に分かりやす

く説明する工夫も必要。
・一人一人の県民が認識できる「渋滞箇所」は限られることから、「アンケート」
の内容も工夫してほしい。

・ＰＤＣＡサイクルの取り組みを継続してほしい。
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いけだ ともひろ

しのはら まさみ

おおさと ひろと
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『道路行政マネジメントを実践する栃木県会議（第１０回）』

議事概要

（敬称略）
（行政機関以外の委員は50音順）

■開催日時

平成2３年12月16日（金）14:00～16:00平成2３年12月16日（金）14:00～16:00

■開催場所

宇都宮国道事務所2F会議室
栃木県宇都宮市平松町504

宇都宮国道事務所2F会議室
栃木県宇都宮市平松町504

■出席者

宇都宮大学大学院 准教授 森本 章倫（委員長）
栃木県教育委員会 委員 岡田 豊子
（社）栃木県商工会議所連合会 会長 北村 光弘（代理）
（社）栃木県観光物産協会 会長 小松 正義（代理）
栃木県地区交通安全協会女性部連合会 会長 佐藤 孝
下野新聞社宇都宮総局 局長・論説委員 篠田 裕次
（社）栃木県トラック協会 会長 関谷 忠泉
栃木県ＮＰＯ協会 代表理事 高野 幸夫
ＮＰＯ法人 ｅ－とちぎ 代表理事 藤平 昌寿
東日本高速道路（株）関東支社宇都宮管理事務所 所長 狩野 雄一
栃木県警察本部 交通規制課長 竹村 政之（代理）
栃木県県土整備部 交通政策課長 檜佐 哲夫
栃木県県土整備部 道路整備課長 小川 智弘
栃木県県土整備部 道路保全課長 青山 行夫（代理）
栃木県県土整備部 都市計画課長 縫田 政雄（代理）
栃木県県土整備部 都市整備課長 羽石 賢二（代理）
国土交通省 宇都宮国道事務所 所長 小路 泰広
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栃木県ＮＰＯ協会 代表理事 高野 幸夫
ＮＰＯ法人 ｅ－とちぎ 代表理事 藤平 昌寿
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（１）道路行政を巡る最近の状況報告

（２）渋滞対策候補箇所の選定について

（３）事故ゼロプランの取り組み状況について

『新たな主要渋滞ポイント候補５２箇所』および『道路利用者アンケート調査の実施』が了
承されました。

【（１）道路行政を巡る最近の状況報告】
・除草などの維持管理は、最低限でも安全面からの配慮とともに、透明性の確保も必要
・高齢化社会への対応や、災害時の情報共有のあり方も重要となってくる

【（２）渋滞対策候補箇所の選定について】
・新たに抽出する渋滞ポイントをはじめとして、渋滞要因などを県民に分かりやすく説明
する工夫も必要

・一人一人の県民が認識できる「渋滞箇所」は限られることから、「アンケート」の内容
も工夫してほしい

・道路利用者の立場から、自由に意見を記述できるようなアンケート内容にしてほしい

【（３）事故ゼロプランの取組み状況について】
・ＰＤＣＡサイクルの取り組みを継続してほしい

■議事

≪会議での了承事項≫

＜委員からの主な意見等＞

森本委員長あいさつ 委員会の状況
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No. 路線名 交差点名 No. 路線名 交差点名 No. 路線名 交差点名

１ 国道４号 安塚街道入口 ２１ 県道 宇都宮向田線 道場宿町 ４１ 県道 粟宮喜沢線 粟宮北

２ 国道４号 雀宮駅前 ２２ 国道１２１号 上籠谷 ４２ 県道 二宮宇都宮線 下栗

３ 国道４号 馬場南 ２３ 国道４０８号 下籠谷 ４３ 国道１１９号 徳次郎

４ 国道４号 蒲須坂南 ２４ 国道４０８号 鐺山 ４４ 国道１１９号 松原３丁目

５ 国道４号 早川町 ２５ 県道 宇都宮今市線 一の沢 ４５ 県道 小山環状線 扶桑

６ 国道４号 中 ２６ 県道 宇都宮今市線 桜２丁目 ４６ 県道 宇都宮真岡線 下栗五差路

７ 国道４号 中北 ２７ 県道 宇都宮結城線 宮環上三川街道 ４７ 県道 佐野環状線 高萩町

８ 国道４号 土屋 ２８ 国道１２１号 宮環栃木街道 ４８ 国道１２０号 二荒橋前

９ 国道４号 二区 ２９ 県道 宇都宮楡木線 滝谷町 ４９ 県道 那須高原線 那須山麓駅北

１０ 国道４号 三島 ３０ 国道１２１号 桑島 ５０ 県道 西那須野那須線 晩翠橋南

１１ 国道５０号 佐野新都市 ３１ 県道 宇都宮笠間線 簗瀬町ＪＲ立体部 ５１ 県道 西那須野下石上線 野崎二区町

１２ 国道５０号 駅南４丁目 ３２ 県道 宇都宮栃木線 おもちゃのまち ５２ 県道 宇都宮那須烏山線 鷲ノ谷

１３ 国道５０号 横倉新田 ３３ 県道 氏家宇都宮線 竹林町

１４ 国道４号 上蒲生南 ３４ 国道１２３号 石井

１５ 国道４号 平出工業団地 ３５ 県道 宇都宮笠間線 平松町

１６ 県道 真岡上三川線 長田十字路 ３６ 県道 大沢宇都宮線 細谷町

１７ 県道 雀宮真岡線 真岡製作所前 ３７ 県道 小山環状線 小山高専入口

１８ 国道１１９号 宮環白沢街道 ３８ 県道 小山環状線 羽川

１９ 県道 宇都宮向田線 台の原農園前十字路 ３９ 県道 足利環状線 けやき小前

２０ 県道 宇都宮茂木線 野高谷 ４０ 県道 雀宮真岡線 磯岡

参考－１

『新たな主要渋滞ポイント候補箇所５２箇所』について
新たな主要渋滞ポイント候補箇所５２箇所は、さまざまな交通データの分析結果をもとに抽出されています。
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『道路行政マネジメントを実践する栃木県会議』について
【これまでの取り組み】

『道路行政マネジメントを実践する栃木県会議』は、交通渋滞や交通事故対策について、地域の皆
さまや、様々な分野の方々からのご意見をお伺いし、道路施策に反映することを目的に、平成１７

年１１月に設置しているところです。

第９回会議（平成２３年３月開催） ・新たな渋滞箇所を把握するための選定基準（案）を提示

第８回会議（平成２２年１２月開催）

第７回会議（平成２２年１０月開催）

第６回会議（平成１９年１０月開催）

第５回会議（平成１９年３月開催）

第４回会議（平成１８年８月開催）

現地診断（平成１８年７月、８月）

第３回会議（平成１８年３月開催）

県民アンケート（平成１８年２月実施）

第２回会議（平成１７年１２月開催）

第１回会議（平成１７年１１月開催）

県民アンケート（平成２２年１０月～１１月実施）

『事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）』５４箇所 H22.12.20公表

要対策箇所の対策実施

・要対策箇所の選定及び確定
（交通安全：２１箇所、渋滞：２２箇所）

・要対策箇所の対策実施
・要対策箇所のフォローアップ

・新たな要対策箇所の選定
（交通安全：１３箇所、渋滞：５箇所）

・要対策箇所のフォローアップ
（交通安全：３４箇所、渋滞：２７箇所）

・『新たな事故危険代表区間（案）』の選定

・『新たな事故危険代表区間（案）』の選定

第10回委員会（平成23年12月16日開催）
◆渋滞対策候補箇所の選定について
◆道路利用者アンケートの実施方法について など

道路利用者アンケートの実施（平成24年1月実施予定）

第11回委員会（平成24年3月開催予定）
◆道路利用者アンケート結果の報告 ◆新たな主要渋滞ポイントの選定結果
◆新たな要対策代表箇所の選定結果 など

新たな主要渋滞ポイント及び新たな要対策代表箇所の公表（平成24年3月予定）

参考－２

5 / 5


