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⑤ 緊急避難道路整備事業 

（町道整備） 
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１ 地域振興計画に基づく個別事業の基本計画及び内容 

【緊急避難道路整備の必要性】 

伊方町においては、各集落へのアクセスは迂回路のない単線形状が大半を占め、

唯一のアクセス道路も幅員が狭く見通しも悪い状況にあり、加えて構造物の老朽化

も進行しており、現状は自然災害や不測の事故発生時における緊急輸送路の確保が

十分でないことから、災害時の集落の孤立等が懸念され、町民の不安は絶えない状

況にある。 

  このような状況を改善するため、町民の日常生活の安心・安全の確保はもとより、

災害時の避難・救援道路の確保を目的として、安全な交通路の整備に取り組む必要

がある。 

  実施に当たっては、各地区及び町民の協力のもとに、原子力発電施設立地地域共

生交付金を活用して集落と基幹道路及び主要施設等を接続する町道の整備を行い、

町民の日常生活の安心・安全の確保、さらには産業経済活動の充実を図ることとす

る。 

  なお、平成 22 年度から平成 26 年度まで、核燃料サイクル交付金事業で同様の避

難道の整備を着実に実施してきており、今回の事業は未だ整備が進んでいないエリ

アを新たに重点的に整備することにより、相乗効果も期待できると認識している。 
 

【事業の全体計画】 

（１）事業の概要 

  緊急避難道路整備事業 

   ・計画地   生活道路（町道）（愛媛県 伊方町） 

   ・規 模   5 路線 （総延長 L=2,615m） 

   ・内 容   道路改良 （ 3 路線） L=  703.2m 

          道路新設 （ 1 路線） L=  390m 

               路面補修 （ 1 路線） L= 1,521.8m 

   ・事業費   総事業費     692,619 （千円） 

   ・期 間   平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間） 
 

（２）事業の実施方法 

    伊方町総合計画の基本構想及び、地域振興計画に基づき伊方町が事業主体と

なって取り組んでいく。 

    事業実施にあたっては、地区及び町民の協力を得ながら事業を進めるものと

する。 
 

（３）事業の実施根拠 

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）及び原子力災害対策特別措置法（平

成 11 年法律第 156 号）に基づき、伊方町が策定した「町原子力防災計画」及び



 - 52 - 

「町地域防災計画」により緊急避難道路を位置づけ、町内の路線約 350路線のう

ち、87路線を避難路として取り扱っている。 

道路の整備については、改良率が低い箇所等を重点的に整備することが基本で

あるが、地区からの要望等も大きな判断材料となっている。今回の５路線の選定

理由は、地区からの要望等を受けて現場を調査し、特に工事規模が大がかりであ

り工事費が膨らむ路線であることから、原子力発電施設立地地域共生交付金を活

用して整備を行うこととしたものである。 

今回整備する５路線のうち、新設路線 1路線については、現在、避難路として

取り扱っている 87路線から外れているが、今回の道路新設等の整備事業により、

今後避難路として活用していくものである。 
 

（４）事業の効果 

  ① 安心・安全のまちづくり 

災害に強い道路を構築し、主要施設へのアクセスを向上させることにより有

事に備えた日常生活の安心・安全が確保できる。 
 

② 地域間交流の充実 

地域間交流の充実を図ることにより、点在する集落の一体化及び町内連携軸

の強化が図られ強固なコミュニティが構成される。 
 

③ 地域産業の振興 

交通流を円滑化することにより、農林水産業に係る従業者の負担低減を図り

生産性の向上が期待できる。 
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■緊急避難道路整備事業 

◇ 目標 安心・安全のまちづくり・地域間交流の充実・地域産業の振興 

 

 

（伊方地域） 

 

 

工 事 ④  町 道 灘 線    
（なだせん） 

（路面補修）H25 

L=1,521.8m A=9,180㎡ 

Ｃ＝41,475（千円） 

現況路面に段差、亀裂等が多数

あり車両および歩行者の通行

に支障をきたしているため、路

面補修を行い、車両および歩行

者の安全を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

   

工事③  町道湊浦奥線 
（みなとうらおくせん） 

（道路改良）H25 

L=113.7m W=4.0（5.0）m 

Ｃ＝62,370（千円） 

現状が線形不良および幅員狭小

により車両の離合が困難なた

め、改良工事を行い車両通行の

安心安全を確保する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

工事② 町道豊之浦地区内1号線
（とよのうらちくないいちごうせん） 

（道路新設）H25～H29 

L=390m W=3.0（4.0）m 

Ｃ＝171,375（千円） 

地区内に緊急車両等の進入ができないた

め、道路新設工事を行い、地区住民の生

活環境の向上と、安心安全をはかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   C=350,000

工事① 町道九町九町越線  
（くちょうくちょうごしせん） 

（道路改良）H25～H27 

L=200m W=5.5（7.0）m 

Ｃ＝193,822（千円）    

 現状が線形不良および幅員狭小により

車両の離合が困難なため、改良工事を行

い車両通行の安心安全を確保する。 

伊 方 町 
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（瀬戸地域） 

  
 

 

 

２ 各事業の事業主体 

 

事業実施項目 事業主体 主な事業内容 場所 備考 

 

緊急避難道路整備

事業 

 

伊方町 

 

道路改良（3 路線） 

L=1,016.9m 

 工事①、③、⑤ 

道路新設（1 路線）L=  390m 

 工事② 

路面補修（1 路線）L=1,521.8m 

 工事④ 

 

伊方町 

 

 

 

工 事 ⑤  町 道 宇 和 海 線      
（うわかいせん） 

（道路改良）H25～H29 

L=703.2m W=4.0（5.0）m 

Ｃ＝227,004（千円） 

現状が線形不良および幅員狭小によ

り車両の離合が困難なため、改良工事

を行い車両通行の安心安全を確保す

る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

C=350,000 （千

円） 
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３ 各事業の全体規模及び年度別実施スケジュール 

 

実施事業区分 

（全体整備規模） 
H25 H26 H27 H28 H29 H30 

 

緊急避難道路整備事業 

 

・調査設計 

 

 

・用地買収 

 

 

・道路改良 L=1,016.9m 

 工事①、③、⑤ 

 

・道路新設 L= 390m 

 工事② 

 

・路面補修 L=1,521,8m 

 工事④ 

 

      

※ 用地買収については、町単独事業により実施予定(交付金対象外事業) 
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４ 充当しようとする交付金の年度別交付対象経費及び年度別交付金額 

〔総括表〕                           （千円） 

実施事業 H25 H26 H27 H28 H29 計 

緊

急

避

難 

道

路

整

備

事

業 

測量設計 

事業費 32,537 

(10,039) 

0    32,537 

交付金 32,537 

(10,039) 

0    32,537 

道路改良 

工事①、③、⑤ 

事業費 62,370 

(38,370) 

96,223 158,963 104,216 38,926 460,698 

交付金 56,900 

(35,100) 

85,000 135,000 85,000 31,463 393,363 

道路新設 

工事② 

事業費   36,502 62,966 58,441 157,909 

交付金   35,000 65,000 50,000 150,000 

路面補修 

工事④ 

事業費 41,475     41,475 

交付金 38,100     38,100 

 

事業費       

交付金       

 

事業費       

交付金       

小計 

事業費 136,382 

(48,409) 

96,223 195,465 167,182 97,367 692,619 

交付金 127,537 

(45,139) 

85,000 170,000 150,000 81,463 614,000 

計 

事業費 136,382 

(48,409) 

96,223 195,465 167,182 97,367 692,619 

交付金 127,537 

(45,139) 

85,000 170,000 150,000 81,463 614,000 

※測量設計の事業費、交付金のうち括弧書きは、町道豊之浦地区内１号線測量設計委託業務の

平成 26 年度への繰越分。（前年度金額の内数） 

※道路改良工事の事業費、交付金のうち括弧書きは、町道湊浦奥線道路改良工事の平成 26 年

度への繰越分。（前年度金額の内数） 
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〔個別事業の整備計画〕 

 

路 線 名 工 種 
全 体 計 画 

事業内訳 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
概 要 

工事① 

町道九町九町越線 道路改良 L=200m 

測量設計     
  

工事      

工事② 

町道豊之浦地区内 1 号線 道路新設 L=390m 

測量設計      

工事      

工事③ 

町道湊浦奥線 道路改良 L=113.7m 

測量設計      

工事      

工事④ 

町 道 灘 線 路面補修 

L=1,521.8m 

A=9,180 ㎡ 

測量設計      

工事      

工事⑤ 

町道宇和海線 道路改良 L=703.2m 

測量設計      

工事      

 

 
５ 上記以外の国の財源を充当する場合には、当該財源の内容及び金額 
  

 該当なし 
 

 
６ 事業の実施により整備された施設等の維持・運営主体、維持・運営方
法及び維持・運営にかかる自治体の負担額 

 
 

（１）施設等の維持・運営主体 

  伊方町 

① 緊急避難道路整備事業 

整備した施設の維持管理については、道路法に基づき適切な管理を行うとと

もに、平成 20 年度より取り組んでいる伊方町地域環境対策作業チームを中心と

し、地区の協力を得ながら施設維持に努める。 
 
 

（２）自治体の負担額 

① 緊急避難道路整備事業 

維持管理費用は、町の負担となるが、効率的かつ適正な維持管理を確保する

ため、地元地区の協力を得ながら行うこととする。 
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なお、整備した後の維持管理費としては、今回整備路線を含め町全体の幹線

道路を中心として、概算で、年間約 50,000 千円を試算している。 
 

 
７ 地域振興計画に掲げる事業が原子力発電施設の長期的な運転の円滑
化に資する理由 

 

伊方町は、日本のエネルギー政策の推進のため原子力発電所の立地及び核燃料サイ

クルの一環であるプルサーマル計画の実施に協力してきた。 

 しかし、地域住民が全てこの考えに賛同しているわけではなく、町内外を含め一部

に反対の意向を示す住民も根強く存在している。 

また、伊方町は平成１７年度に伊方町、瀬戸町、三崎町の三つの町が合併した関係

で、立地町でなかった旧町の町民の中には原子力に関する知識や関心が十分でないた

めに正しく理解されていない地域住民も少なからず存在している。 

このような中で、地域住民の理解を深めるためにも原子力発電所立地地域としての

地域振興策を推進していくことが大変重要であると考えている。 

今回整備する路線は、集落と幹線道路（国道・県道）及び主要施設へのアクセス道

路であり、少子高齢化に伴う道路利用形態の変化への対応、及び利用者が求める利便

性の早期向上に向け道路整備事業を行い、災害時の避難・救援道路の確保と産業生産

活動の振興を図り、かつ地域間交流の充実を図ることとする。 

よって、本事業に取り組むことにより、地域住民に対し、原子力発電所の設置によ

り地域振興の実感を与えるとともに、原子力発電に対する理解と安心感を高めること

につながるものであり、原子力発電施設の長期的な運転の円滑化に資するものである。 

 

 

８ 地方公共団体で作成される長期的な地域振興計画との関係 
 

   再掲 (Ｐ43、44(Ｐ45の施策体系図含む)を参照。) 
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９ 他の類似事業との比較 

地域振興計画に位置付けられた事業の実施に当っては、道路法の道路として伊方町

が通常行う事業と同じ基準（設計業務等標準積算基準書・共通仕様書、伊方町が施行

する公共事業に伴う損失補償基準）に従って実施する。 

 
 

 
１０ 地域振興計画に対する事業地域の住民の要望及び意見 

 

集落における少子高齢化の進行等により、日常生活及び産業経済活動等を含めた集

落の維持のため、緊急車輌・通学バス・生活移動車等が安全に通行できる道路の確保

について、地域住民等から、早急に何らかの対応を行うべきとの声があがっており、

一部では自発的に道路除草等を行い既設道路の利用性向上に努める取組も見られる。 

また、伊方町まちづくりアンケートの「町の生活基盤の取組で、今後、何が最も重

要と考えるか。」の質問に対して、道路整備等の社会基盤整備の推進と、町内の拠点施

設への連絡強化が上位を占める等、町民全体が道路整備を望む声が多い。 

さらに、毎年、各地区から要望等があることからも道路整備は町民全体の切実な思

いであり、地区及び町民が事業実施に向けて取り組んでいくべきとの方向性が確認さ

れている。 

 

 
１１ 地域振興計画の事業地域の住民への公開及び周知方法 
 

再掲 (Ｐ47を参照。) 
 

 

１２ 地方自治体及び事業地域の住民の協力・支援体制 
 

（１）事業地域の住民の協力・支援体制 
 

① これまでの状況 

各地区から道路整備に関する要望が提出されている。 
 

② 今後の地域住民の協力・支援体制づくり 

平成２５年度以降、本格的に要望事項に応えるべく道路整備事業に取り組んでいく

ことになるが、起業地確保にあたり各地区において地元建設委員会等の組織作りが行

われており、円滑な事業推進に取り組んでいく体制作りが行われている。 
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１３ 地域振興計画の期待される効果 
 

（１）安心・安全のまちづくり 

災害に強い道路を構築し、主要施設へのアクセスを向上させることにより有事

に備えた日常生活の安全安心が確保できる。 
 

（２）地域間交流の充実 

地域間交流の充実を図ることにより、点在する集落の一体化及び町内連携軸の

強化が図られ強固なコミュニティが構成される。 
 

（３）地域産業の振興 

交通流の円滑化により、農林水産業に係る従業者の負担低減を図り生産性の向

上が期待できる。 


