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2 芦場三号沢

1 主要地方道 藤原宇都宮線

3 西荒川ダム
塩原ダム

《砂防事業》

《鉄塔設置工事》

▶塩谷町 芦場新田
▶全体計画／砂防堰堤１基
事業費C＝約2.3億円

《道路整備事業》

▶塩谷町 高原
▶全体計画／延長L＝500ｍ
幅員W＝車道6.0ｍ／全体7.0ｍ
事業費C＝約2.7億円

本渓流は、周辺が急峻な地形となっており、渓岸
侵食が著しく、土石流発生の危険が高い状況にあり、
県北地域の主要幹線道路である国道461号や下流
側の人家での被害が懸念されていました。
このため、砂防堰堤を整備し、土石流の発生を未
然に防止することにより、安全な住民生活と道路交
通の確保を図りました。

当該路線は県都宇都宮と県西部の日光市藤原地区を結ぶ路線で
あり、日光藤原地域の基幹産業である農業及び畜産業の出荷等にも
利用されている道路です。また災害時の緊急輸送道路としても位置
づけられています。
当該工区は、急峻な山間部で道路が狭くヘアピンカーブが連続す
る（つづら折り）箇所であり、車両のすれ違いが困難な状況でした。
そのため、道路拡幅、急カーブ及び縦断線形の緩和等の道路改良
を行い、円滑な交通の確保を図りました。

東荒川ダム
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6 主要地方道 宇都宮那須烏山線外

4 一般県道 下河戸片岡線

《舗装修繕工事》

▶矢板市 安沢
▶全体計画／延長L＝448.5ｍ
幅員W＝7.4ｍ
事業費C＝17百円

▶さくら市 喜連川
▶全体計画／延長L＝125.0ｍ
幅員W＝10.3ｍ
事業費C＝136百万円

西荒川ダムでは、無線通信により統合管理所とデータ
の送受信を行っていますが、無線通信経路上の木々が
生育したことにより通信障害が発生し、特に大雨の時な
どは電波の減衰も加わり、データ収集や統合管理所から
の遠隔操作に支障を来していました。
そこで、無線通信の機能回復に必要な高さを考慮し
た通信用鉄塔の更新工事を行い、相互通信の確保によ
るダムの維持管理強化を図りました。

本路線は、矢板市片岡地区からさくら市下河戸地
区までを結ぶ路線であり、国道４号と接続しているこ
とから、地域住民の通勤・通学に利用される重要な
道路です。
本工事箇所は舗装の劣化が進み、凹凸ができるな
ど走行性の悪い状態であったため、舗装修繕工事を
実施し、道路利用者の安全確保と長寿命化を図りま
した。

新連城橋は、一級河川荒川（塩谷）
に架かる橋梁で、緊
急輸送道路である国道293号にあり、道の駅「きつれが
わ」や荒川河川防災ステーションへアクセスするための
重要な施設となっています。
本橋梁は昭和50年に架設されてから40年以上が経
過しており、主桁のひび割れや防護柵の劣化等の損傷が
生じていたことから、平成29年度から補修工事を開始
し、平成31年度は防護柵設置及びシーリング工事を実
施することで機能回復と長寿命化を図りました。
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寺山ダム

凡

台風19号災害復旧業務

例
高速自動車国道
一般国道（国管理）

▶管内各所
▶全体計画／被災箇所数N＝92箇所

主 要 地 方 道

計 画・予 定 道
通行不能区間

道の駅やいた

本事業では、令和元年５月に滋賀県で発生した事故を
受けて、未就学児を主とする歩行者空間の安全性を向
上させることを目的として実施しました。
現在、県管理道路の中には小中学生等の通学路や、未
就学児の散策順路になっている箇所があり、それらの箇
所に防護柵（ガードパイプ）
を設置することで安全性の向
上を図りました。
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道の駅
「湧水の郷しおや」

令和元年10月11日から13日にかけて当県に接近・上陸し
た台風19号により総雨量350㎜を越える豪雨に見舞われ、
多くの河川で計画水位を上回る出水が発生しました。
これに
より、管内の河川・道路等が甚大な被害を受けました。当土木
事務所は、被災後一ヶ月で２次査定を受け、応急工事を実施
するなど早期復旧に努めてきました。
現在は復旧工事に順次着手しており、今年度末までに被災
箇所の機能回復を図ります。

一般県道（県管理）
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西荒川ダム

▶高根沢町 光陽台外
▶全体計画／延長L＝331.8ｍ
事業費C＝20百万円

《橋梁補修工事》

▶塩谷町 上寺島
▶全体計画／通信用鉄塔工事
高さH＝29.2ｍ
事業費C＝89百万
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《防護柵設置工事》

5 国道293号 新連城橋

一級河川指定区域
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道の駅きつれがわ
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２年度主要事業

平成
令和

1 主要地方道 矢板那須線

《道路整備事業》
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2 一般県道 県民の森矢板線 3 天頂上沢
《道路整備事業》

▶矢板市 泉バイパス工区
▶矢板市下太田〜田野原
▶全体計画／延長L＝2,700ｍ
幅員W＝車道6.5ｍ／全体12.75ｍ
事業費C＝約15億円

▶矢板市 下太田工区
（（仮称）矢板北スマートIC支援事業）
▶全体計画／延長L＝600ｍ
幅員W＝車道6.0ｍ／全体10.0ｍ
事業費C＝約７億円

本路線は矢板市と那須町を結ぶ広域的な幹線道路であり、
中でも
矢板市泉地区の周辺では矢板北スマートICの整備が進められてい
ることから、
今後、
交通量の増加が見込まれている状況にあります。
その一方で、沿道には住宅が密集し、小中学校も立地しているに
もかかわらず、幅員が狭く歩道も未整備であり、通学児童等が通行
する際、危険にさらされている状況にあります。
このため、現道の東側にバイパスを整備することにより、泉地区
における歩行者等の安全確保と通過車両の走行性向上を図ります。

本路線は、矢板市が整備を進めている矢板北ス
マートICへのアクセス道路であり、当該IC整備の
支援事業として、歩道の整備や狭小区間の拡幅等
を図るものです。
この事業により、通学路の安全性向上や、矢板
市中心市街地から高速道路へのアクセス性向上、
地域間交流の促進、県北地域の緊急輸送機能の
強化を図ります。

4 主要地方道 今市氏家線

《砂防事業》

《道路整備事業》

▶塩谷町 船生
▶全体計画／砂防堰堤N=1基
延長堤長L=48.5ｍ
事業費C＝２５１百万円
本渓流は、下流に人家や公民館、緊急
輸送道路に指定されている国道４６１号
があり、土石流による被害が発生するお
それがあることから、土砂災害特別警戒
区域に指定されています。
このため、砂防堰堤の整備を行うこと
で土石流の発生を防止し、人命と上記施
設等の安全確保を図ります。
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道の駅たかねざわ
元気あっぷむら
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▶塩谷町 風見
▶全体計画／延長L＝4,300ｍ
幅員W＝車道6.0ｍ／全体10.0ｍ
（ゆうゆう路肩部分）
W＝車道6.0ｍ／全体8.75ｍ
事業費Ｃ＝約13億円
本事業は、塩谷町大宮地内から小林橋間の
バイパス事業です。現在、鬼怒川左岸では、河
川敷地沿いに道形がないため、幅員狭小で屈
曲部の多い北側の町道に迂回している状況で
す。
このため、本事業により鬼怒川左岸の交通
ネットワーク強化及び減災防災機能強化並び
に安全で円滑な交通確保等を図ります。

5 主要地方道 那須烏山矢板線 6 一般県道 佐久山喜連川線 7 一級河川 五行川 8 一般国道408号 9 一般県道 杉山石末線 10 一般県道 宝積寺停車場線
《道路整備事業》

《道路整備事業》

▶さくら市 鹿子畑
▶全体計画／延長L＝4,500ｍ
幅員W＝車道6.0／全体10.0ｍ
事業費Ｃ＝約22億円

▶さくら市 早乙女工区
▶全体計画／延長L＝700ｍ
幅員W＝車道6.0ｍ／全体20.5ｍ
事業費Ｃ＝約４億円

本路線は、那須烏山市からさくら市を経
て矢板市を結ぶ主要道路であり、地域住
民の通勤・通学や沿道の産業活動等を支
えています。
一方、当該地区では、幅員が狭く屈曲し
た道路が続いており、歩道も未整備である
ため、
通行上極めて危険な状況にあります。
このため、
バイパス工事を実施することに
より安全安心な道路空間の創出を図ります。

本路線は、
大田原市佐久山地区からさくら市喜連
川地区を結び、
地域住民の通勤・通学や沿道の産業
活動等を支える重要な道路です。
また、
さくら市早乙
女地区及び葛城地区では、道路上の桜並木と菜の
花が咲き誇る県内有数の景勝地ともなっています。
一方、当該地区では、歩道がなく歩行者等が危
険にさらされているほか、
さくら市が管理する桜並
木の樹勢の衰えが著しく、倒木等が懸念される状
況にあります。
このため、県が歩道設置を含めた道路の拡幅整
備を、
さくら市が桜並木や法面植栽等を実施する
ことにより、歩行者・自転車等の安全な通行の確保
と桜並木等の再生を図ります。

《河川改修事業》

▶さくら市 氏家
▶全体計画／延長L＝410ｍ
堰改修１基、河道掘削L＝380ｍ、
護岸工L＝280ｍ
事業費Ｃ＝約５億円
本河川はさくら市北部から市街地を経て県南東部
へ至る河川で、治水・利水など多くの面で重要な機能
を担っています。
一方、市街地のさくら市氏家地区付近では、平成
20年８月や平成24年７月等の集中豪雨により床上
浸水が発生するなど、大きな被害が生じてきました。
このため、国道293号五行橋下流の流下断面が不
足している区間について、河床の掘込等により河積
断面を拡大し、浸水被害の解消を図ります。

《道路整備事業》

▶宇都宮高根沢バイパス工区
▶宇都宮市野高谷町〜高根沢町宝積寺
▶全体計画／延長L＝6,600ｍ
（管内1,900ｍ）
幅員W＝車道14.0ｍ／全体31.5ｍ
事業費C＝約176億円
（管内約55億円）
本路線は、地域高規格道路「常総・宇都
宮東部連絡道路」
を構成する道路であり、
県内外を結ぶ広域ネットワークの形成や、
鬼怒川左岸地域等における産業・経済活
動の促進、狭く屈曲した現道における交通
事故の解消などを目的として、高規格での
バイパス整備を図ります。

《道路整備事業》

▶高根沢町 太田西工区
▶全体計画／延長L＝1,100ｍ
幅員W＝車道6.0ｍ／全体10.0ｍ
事業費Ｃ＝約６億円
本路線は、市貝町杉山地区から高根沢町石末地
区を東西方向に結び、地域住民の通勤・通学や沿
道の産業活動等を支える重要な道路です。
一方、
周辺には東小学校や北高根沢中学校が立地
しているにもかかわらず、
その周辺では幅員が狭く、
線形が屈曲し、
歩道も未整備であり、
通学児童等が通
行する際、
危険にさらされている状況にあります。
このため、歩道整備や道路拡幅、線形改良等を
実施することにより、歩行者等の安全確保と自動
車交通の走行性向上を図ります。

坂下橋 《橋梁補修工事》

▶高根沢町 石末
▶全体計画／延長L＝10.0ｍ
（橋長4.7ｍ）
幅員W＝8.5ｍ
事業費C＝約0.3億円
本路線は県道宇都宮那須烏山線とJR宇都宮線
宝積寺駅を連絡する道路であり、緊急輸送道路に
指定されています。沿道は高根沢町の中心部であ
り、町役場等の施設が位置する商業集積地です。
坂下橋は、農業用水に架かる橋梁で、架設後約
60年が経過しており、主桁全体に錆が進行し、床版
の一部の鉄筋露出が著しいです。
このため、橋梁の架け替えを実施し、歩行者及び
車両等の安全な通行の確保を図ります。

