
第２７回道路行政マネジメントを実践する栃木県会議を開催します
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おおわだ のぶお

【開催日時】 令和４年９月２１日（水）

１０：００～１２：００（９：３０受付開始）

【開催場所】 国土交通省 宇都宮国道事務所 ２Ｆ会議室

※当日は、Ｗｅｂ会議と併用で実施する予定です。

【主な内容】 ＜渋滞対策＞

1.これまでの会議の開催経緯

2.前回会議での指摘事項

3.主要渋滞箇所の対策検討方針について

4.主要渋滞箇所の解除について

5.最新データによるモニタリング結果

6.道路利用者会議等からの渋滞対策要望箇所の検討

7.今後の渋滞対策検討方針

＜事故対策（交通安全関係）＞

１．これまでの会議の開催経緯

２．事故ゼロプランの取り組み状況

３．栃木県内における近年の事故発生傾向

４．事故危険区間の見直し方針

５．【情報提供】

（１）生活道路事故対策の概要

６．今後の事故対策実施方針

※報道関係者の傍聴が可能です。
カメラ撮り等は会議の冒頭まで（頭撮り）とさせていただきます。
なお、会場の都合により一般の方の傍聴はできません。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、マスクの着用をお願いします。

※当日の配付資料・議事要旨は、後日、宇都宮国道事務所ホームページに掲載する予定です。

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みなさまや、様々な
分野の方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」を設立し、検討を進めているところです。

渋滞対策及び事故対策について、県内の学識経験者や様々な分野の方々からご意見、ご提言を

頂くため、「道路行政マネジメントを実践する栃木県会議」を以下の通り開催しますのでお知ら

せします。
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はらだ かずひこ

うつのみや ひらまつちょう

（栃木県宇都宮市平松町５０４）

まつざわ よしあき
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（敬称略）
（行政機関以外の委員は５０音順）

※ 事務局 国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所 計画課
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所 属 役 職 氏 名

委員長 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 社会環境工学科 教授 森本 章倫

委 員 栃木県地区交通安全協会女性部連合会 会長 五十嵐 清江

委 員 一般社団法人 栃木県安全運転管理者協議会 会長 石田 順一

委 員 一般社団法人 栃木県トラック協会 会長 石塚 安民

委 員 公益社団法人 栃木県観光物産協会 会長 荻原 正寿

委 員 宇都宮大学 地域デザイン科学部 社会基盤デザイン学科 准教授 長田 哲平

委 員 株式会社 下野新聞社 宇都宮総局長 宗像 信如

委 員 栃木県教育委員会 委員 陣内 雄次

委 員 一般社団法人 栃木県商工会議所連合会 会長 藤井 昌一

委 員 ＮＰＯ e－とちぎ 代表理事 藤平 昌寿

委 員 一般社団法人 栃木県バス協会 会長 吉田 元

委 員 栃木県警察本部 交通部

交通企画課長 高橋 修司

交通部交通規制課長 沼野 孝雄

委 員 東日本高速道路株式会社 関東支社宇都宮管理事務所 事務所長 平野 覚三

委 員 栃木県 県土整備部

交通政策課長 高山 誠

道路整備課長 横尾 元央

道路保全課長 野澤 浩

都市計画課長 笹沼 政行

都市整備課長 屋代 紀明

委 員 関東運輸局 栃木運輸支局 支局長 小谷野 正久

委 員 国土交通省 宇都宮国道事務所 事務所長 吉田 幸男
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『第２７回道路行政マネジメントを実践する栃木県会議』

会 場 案 内

■開催日時

令和４年 ９月２１日（水）１０：００ ～

■開催場所

国土交通省 宇都宮国道事務所 2F 会議室

■報道取材について
・マスコミ関係者には、会議は公開します。
・カメラ撮り等は、会議開始後、頭撮り（冒頭から挨拶まで）まで可能です。

■参 考
・一般傍聴は会場の都合上、予定しておりません。
・会議資料は、会議終了後、宇都宮国道事務所ＨＰへ掲載し、公開する予定です。

出典：宇都宮国道事務所ＨＰより

(3/5)



参 考

『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。

【これまでの取り組み】【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』について
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・要対策箇所の選定及び確定

・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

～ 平成22 年度 ・要対策箇所の対策実施
・要対策箇所のフォローアップ

第７回会議（平成22年10月開催）

県民アンケート（平成22年10～11月実施）

県民アンケート（平成18年 2月実施）

第８回会議（平成22年12月開催）

事故ゼロプラン【新たな事故危険代表区間】
（平成22年12月公表）

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）
・『人にやさしい県土60分構想（案）』

・『新たな事故危険代表区間』の選定
・今後の渋滞対策の取り組み
・『（仮称）人にやさしい県土60分構想』

・要対策箇所のフォローアップ
・『新たな事故危険代表区間（案）』の選定

第１０回会議（平成23年12月開催）
・渋滞対策候補箇所の選定
・事故ゼロプランの取り組み状況道路利用者アンケート（平成24年2月実施）

第１１回会議（平成24年8月開催）
・アンケート調査の実施方針（案）
・主要渋滞箇所の候補アンケート調査（平成24年11月実施）

第１回会議（平成17年11月開催）
第２回会議（平成17年12月開催）

第３回会議（平成18年3月開催）

第４回会議（平成18年8月開催）
第５回会議（平成19年3月開催）

現地診断（平成18年7月、8月）

第６回会議（平成19年10月開催）

第１２回会議（平成24年12月開催） ・主要渋滞箇所の特定について
・事故ゼロプランについて

第１３回会議（平成25年4月開催） ・事故危険箇所の選定について

第１４回会議（平成25年6月開催） ・渋滞対策の基本方針の検討について

第１５回会議（平成26年8月開催） ・渋滞対策優先箇所の選定方針について

第１６回会議（平成27年3月開催） ・事故ゼロプランの今後の展開について

第１７回会議（平成27年10月開催） ・渋滞対策箇所の効果確認、優先対策箇所の検討状況
・事故危険区間の効果評価ルール、新たな抽出指標

第１８回会議（平成28年3月開催） ・対策箇所の効果評価、新たな事故危険区間の抽出
・生活道路の事故対策

第１９回会議（平成28年7月開催） ・渋滞対策箇所の効果確認、優先検討箇所の検討状況

第２０回会議（平成29年7月開催） ・渋滞対策箇所の効果確認、優先検討箇所の検討状況
・事故危険区間の効果評価ルール、生活道路の事故対策
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第２１回会議（平成30年7月開催） ・渋滞対策箇所の効果確認、優先検討箇所の検討状況
・事故危険区間の対策後の評価、生活道路の事故対策

第２２回会議（平成31年3月開催） ・主要渋滞箇所の見直し、優先検討箇所の検討
・幹線道路の事故対策（事故ゼロプラン）、生活道路の事故対策の
取り組み

第２３回会議（令和元年8月開催） ・主要渋滞箇所の見直し、優先検討箇所・ピンポイント渋滞対策の検討
・道路利用者会議等からの渋滞対策要望箇所の検討
・緊急事態宣言下における交通状況、主要渋滞箇所の見直し、優先検討
箇所・ピンポイント渋滞対策の検討
・栃木県内の事故発生状況、幹線道路の事故対策（事故ゼロプラン）

第２４回会議（令和２年8月開催）

・緊急事態宣言下における交通状況、主要渋滞箇所の見直し、優先検討
箇所・ピンポイント渋滞対策の検討
・栃木県内の事故発生状況、幹線道路の事故対策（事故ゼロプラン）

第２６回会議（令和３年８月開催） ・緊急事態宣言下における交通状況、主要渋滞箇所の見直し、優先検討
箇所・ピンポイント渋滞対策の検討
・栃木県内の事故発生状況、幹線道路の事故対策（事故ゼロプラン）


