
 
 

令和元年８月２３日 

 
同時資料提供先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、広島市政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ、 

：三原新聞記者クラブ、尾道市記者クラブ、福山市政記者クラブ、三次記者クラブ 

道路管理者と利用者が渋滞対策を議論 
～令和元年度「第 1 回広島県道路交通渋滞対策部会」を開催します～ 

 

広島県内における道路の渋滞対策をより効率的に進めていくため「広島県道路交通渋滞対策部会」 

において、広島県の「主要渋滞箇所」 を平成２５年１月に選定し、総合的な渋滞対策を推進している

ところです。 

このたび、主要渋滞箇所のフォローアップ及び対策計画などについて議論するため、下記のとおり 

「令和元年度 第１回広島県道路交通渋滞対策部会」を開催しますのでお知らせします。 

 

○日    時 ： 令和元年８月２６日（月） １４：００～ 

○場   所 ： 広島合同庁舎 ４号館 １３階 共用第９会議室  ,（詳細は別紙－1のとおり） 

○出 席 者 ： 国、地方公共団体、高速道路会社、公安委員会 等（詳細は別紙－2のとおり） 

○主 な 議 事 ：  主要渋滞箇所のフォローアップ及び対策計画 等 

【取材対応】 

部会は、報道関係者を対象に公開します。（傍聴、取材可） 

  なお、誠に恐縮ですが、カメラ撮影については冒頭から会長挨拶までとさせていただきます。 

aaaaaaa※1：別紙-3「これまでの検討経緯」のとおり  

aaaaaaa※2：別紙-4「広島県の主要渋滞箇所（一般道））のとおり  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30 対策実施事例（国道 185 号休山トンネル） 

お 知 ら せ 

（問い合わせ先） 
※主要渋滞箇所のフォローアップ、主要渋滞箇所の対策計画に関する事（直轄管理区間） 
国土交通省 中国地方整備局  

福山河川国道事務所  副所長       桑嶋 弘志  （くわじま ひろし） 
 調査設計第二課長  安食 貴仁  （あんじき たかひと）    

TEL(084)923-2510 FAX(084)923-2558 
三次河川国道事務所  副所長       鎌田 裕介  （かまた ゆうすけ） 

調査設計課長     伊藤 法政  （いとう のりまさ）  
     TEL(0824)63-4121  FAX(0824)64-2240 

広島国道事務所    副所長       髙口 敏弘  （たかぐち としひろ） 
【担  当】 計画課長        亀岡 敬和  （かめおか のりかず） 

TEL(082)281-4131  FAX(082)286-7897 
※主要渋滞箇所の対策計画に関する事（県、市管理区間） 
広島県 土木建築局 道路企画課 

【部会長】道路企画課長    長田 和久  （ながた かずひさ） 
TEL(082)513-3893  FAX(082)227-2205 

 
 

国土を整え、全力で備える 
国土交通省 中国地方整備局 

福山河川国道事務所 
三次河川国道事務所 
広島国道事務所 

対策前   対策後  

※1 

※2 

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル 緊急通報＃９９１０へ 

至：広島市 

至：三原市 至：三原市 

至：広島市 

交交通通容容量量がが不不足足  

＜対策＞ 
トンネル区間の 

4 車線化により 

交通容量拡大 
トトンンネネルル内内のの  
旅旅行行速速度度がが向向上上  



会場案内図 

広島県広島市中区 
 上八丁堀６－３０ 
 広島合同庁舎内 
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工事に伴い通行禁止 第２、第３駐車場 
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※今回会場（4号館13階共用

第9会議室）については、入

館証が必要となります。1階

受付で来庁者受付票に記入

の上，入館証を受け取って

ください。 

 

※お車でお越しの方は、駐

車場入口で発行される駐車

券を会場にお持ちください。 

（会場内において、駐車券

への押印手続きを行います。

（お帰りの際必要となりま

す）） 
お車でお越しの方は 

こちら側から 
入館してください。 

４号館 

会場はこちらです。 
（13階共用第9会議室） 
（1階受付で入館証の手続き

が必要となります。） 

別紙－１ 



別紙－2 

広島県道路交通渋滞対策部会委員 

国土交通省中国地方整備局 広域計画課長 

都市・住宅整備課長 

道路計画課長 

地域道路課長 

交通対策課長 

広島国道事務所長 

福山河川国道事務所長 

三次河川国道事務所長 

国土交通省中国運輸局 交通政策部環境・物流課長 

広島運輸支局首席運輸企画専門官輸送・監査担当 

広島県 ◎道路企画課長 

道路整備課長 

都市計画課長 

都市計画課政策監 

広島県警察本部 交通規制課長 

広島市 都市計画課長 

道路計画課長 

道路課長 

街路課長 

公共交通計画担当課長 

西日本高速道路株式会社中国支社

本州四国連絡高速道路株式会社 

広島高速道路公社 

企画調整課長 

しまなみ尾道管理センター計画課長 

企画調査課長 

公益社団法人広島県バス協会 

公益社団法人広島県トラック協会

一般社団法人広島県タクシー協会

事務局長

専務理事

専務理事

◎：会 長 



◇対策検討のマネジメントサイクル ◇今後の検討の流れ

H24.7.25 平成24年度 第1回渋滞部会
最新の渋滞関係データの共有

H24.8.23 平成24年度 第2回渋滞部会
主要渋滞箇所の素案を選定

H24.11.16～11.30 パブリックコメント
道路利用者の皆様から意見収集

H24.12.25 平成24年度 第3回渋滞部会
主要渋滞箇所の特定

H25.1.25 主要渋滞箇所の公表

こ
れ
ま
で
の
検
討
経
緯

道路交通渋滞対策部会における議論

※協議会構成主体：国、地方公共団体、高速道路会社、公安委員会 等

最新交通データによる渋滞状況の確認

～プローブデータの収集・分析等～

地域の交通状況に対する
専門的見地による確認

～データ精査・現地確認等の実施～

地域・道路利用者の声

広島県の主要渋滞箇所の特定

○地域の課題を共有することにより議論を促進

○早期に渋滞対策を立案し、効果的な対策を実施

（道路管理者が実施する対策、他機関の実施施策との連携、

道路利用者の参画による対策 等）

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

H25.6.27 平成25年度 渋滞部会
渋滞対策の基本方針（案）について議論

第1回渋滞部会の開催
（R1.8.26）

・主要渋滞箇所のフォローアップ
・主要渋滞箇所の対策実施状況
・主要渋滞箇所当初選定後の周辺状況変化
・観光地における渋滞対策（宮島口）

平成２４年度に統一的データに基づき渋滞発生箇所を抽出し、道路利用者の意見を踏まえて「主要渋滞箇所」を選定しました。

その後、渋滞対策部会において主要渋滞箇所のモニタリングや効率的な渋滞対策について議論を行い、継続的にフォローアップ
を実施しています。

H27.3.25 平成26年度 渋滞部会
渋滞対策の基本方針の策定

H27.10.7 平成27年度 渋滞部会
主要渋滞箇所のフォローアップ

主要渋滞箇所の解除候補箇所

これまでの検討経緯これまでの検討経緯

H28.8.8 平成28年度 渋滞部会
最新データ・現地状況の確認

対策検討の実施状況の確認

3

H29.8.3 平成29年度 渋滞部会
主要渋滞箇所のフォローアップ

特定解除フローの決定

主要渋滞箇所の解除

H30.10.24 平成30年度 第1回渋滞部会
主要渋滞箇所のフォローアップ

平成30年7月豪雨災害による交通影響

H31.3.20 平成30年度 第2回渋滞部会
主要渋滞箇所全体の対策状況

今年度の対策状況及び来年度以降の対策

主要渋滞箇所当初選定後の周辺状況変化

mh010
テキストボックス
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