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先ず、道路。

道路は、今の私たちに最も道路は、今の私たちに最も

それ は 国道の巻の始まそれでは、国道の巻の始ま

も身近かなインフラ施設！も身近かなインフラ施設

まり 始まりまり、始まり
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国道28号の現況写写真（東本町付近）
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現況平面図（福良良口交差点付近）
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現況平面図（岡岡本石油付近）
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現況平面図（公民館交交差点～築地交差点）
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日常の道路維維持の概要
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道路修繕作作業の概要

9



道路点検作作業の概要
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次に、県管理の道路に移りま

阿万福良湊線と鳴門観潮線

他に、福良港の港湾施設道

道路があります。

それでは 県管理の道路の巻それでは、県管理の道路の巻

ます。 福良には、

線の２本の県道があります。

道路としての福良港臨港

巻の始まり 始まり巻の始まり、始まり
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県道阿万福良湊線（谷川川町ちどり保育所付近）
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昭和30年代の波止の浜浜の交通混雑の状況
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阿万福良湊線横断面位置置図（住宅地図を引用）
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阿万福良湊線横断面図〈うずしお台入口付近）
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県道阿万福良湊線うずずしお橋の現況写真
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うずしお橋一一般図
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福良港臨港道道路平面図
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福良港臨港道路（築地）の現況写真
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福良港臨港道路（古波波止付近）現況写真
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福良港臨港道路路標準断面図
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福良港臨港道路福良良大橋の現況写真
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福良港臨港道路福良大橋一般図
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福良港臨港道路古波波止橋の現況写真
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福良港臨港道路古波波止橋一般図
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福良の県管理道路沿線には福良の県管理道路沿線には

淡路で４箇所しかない 今 ブ淡路で４箇所しかない、今、ブ

も 福良にあることをご存じでも、福良にあることをご存じで

箇 「道２箇所の「道の駅」は、何処と

は、全国で約１，０００箇所、は、全国で約１，０００箇所、

ブームの「道の駅」が２箇所ブ ムの「道の駅」が２箇所

でしょうか？でしょうか？

と何処でしょうか？
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道の駅
路線名   ：県道鳴門観潮線（県道 237 号）

道の駅施設： 

   ・休憩施設等  ：駐車場４９台、トイレ３７基

   ・地域振興施設：鳴門みさき荘内地場産品販売店

 

施設配置図 
 

施設配置図

うずしお

店等

位置図位置図

神戸淡路鳴門

自動車道

 

 自動車道
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道の駅
路線名    ：一般国道２８号 

道の駅施設： 

休憩施設等 駐車場５９台 トイレ１６基  ・休憩施設等 ：駐車場５９台、トイレ１６基

   ・地域振興施設：淡路人形座、地場産品販売店 

   ・情報提供施設：観光案内所 

現況写真

平面図

駐車場 

（小型・身障者） 淡路人形座

トイレ 駐車場（大型） 

地場産品販売店 

ふるさと活性化センターなないろ館 

（うずしおクルーズ、地場産品販売店、  

レストラン、 観光案内所、休憩スペー

ス、情報提供施設） 

足湯・うずの湯

駅福良 

位置図

神戸淡路鳴門

  自動車道 

位置図

市道

当該箇所
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次に、市道に移ります。

あり、総延長も約６３，７００

そこで、馴染みの深い「上

まわりたいと思います。

それでは、市道の巻の始ま

福良には、２４４路線も

mもあります。

上町」と「下町」を、主に見て

まり、始まり
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江戸時代（１８３５年）の福良
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江戸時代（１８５７年）    

   

）の福良市街地図
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昭和２２年の福良良（米軍空撮写真）
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上町筋・下町筋付近道路網図

現在のの福良の市道道路網図
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上町で行われていいた淡路駅伝
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現在の下町（起点のの「やぶ萬」付近）
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現在の下町（福良橋東東詰から東を望む）
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上町築地橋橋の現況写真
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上町明九橋のの現況写真
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明九橋橋橋歴版
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市が管理する道路を占用し

 看板や工事用の足場などの工作物や物件を道

は、道路占用許可の手続きが必要です。 

【ご注意ください！】【ご注意ください！】

 許可にあたっては、一定の基準がありま
あらかじめお尋ねください。  

 実際の申請に関しては、工事のための設
ることが多いですることが多いです。

 

申請時期 工事着手の 14日前まで

申請する人 申請者本人 

代理の可否 
可能（工事のために設計

の業者さんが代理となる

提出する書類 道路占用許可申請書（3

 案内図（1／250

許可申請書に添付

する書類

 案内図（1／250

 平面図（工事箇所
 縦横断面図（工事
 構造図  
 現況写真  

する書類 
※工事の内容によっては

会の承諾書、理由書、迂

ります。 

 

費用 

 申請に関しては無
 占用物件によって

お渡しするもの

 道路占用許可書
 納入通知書兼領収お渡しするもの  納入通知書兼領収

申請から許可まで

の所要時間・期間の

目安 

14日間 

したい時は？ 

道路上に設けて、継続的に使用したい場合

ます。許可できない案件もありますので、

設計者や施工者が代理人となり申請され

で 

計者や施工者が決定している場合は、そ

ることが多いです。） 

3部提出してください） 

00程度の地図）00程度の地図）

所の詳細図）  

事箇所の断面図）  

は、関係各所の許可書の写し、地元自治

迂回路図等を添付していただくことにな

無料。  

ては、毎年占用料が必要となります。 

 

収書（初年度占用料分）収書（初年度占用料分）
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最後に、河川に移ります。

（国管理）や２級河川（県管理

の普通河川（市管理）がありま

そこで 馴染みの深い「築地そこで、馴染みの深い「築地

に、見てまわりたいと思いますに、見てまわりたいと思います

それでは、河川の巻の始ま

。 福良には、１級河川

理）はありませんが、１９本

ます。

地川」と「原田川」を 主地川」と「原田川」を、主

す。す。

まり、始まり

46



さて、向こう岸の大きな四四角の黒い穴は何でしょう？
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福良地区河川位置図
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築地川（新道の妙見橋橋から下流を望む）
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江戸時代（18577年）の原田川
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法定外公共物占用の手続
公共の河川・水路に、通行路（橋）や排水管な

公共物占用の手続きが必要です。 

【ご注意ください！】【ご注意ください！】

 許可にあたっては、一定の基準があり

あらかじめお尋ねください。  

 実際の申請に関しては、工事のための

ることが多いです。  

申請時期 工事着手の7日前

申請する人 申請者本人 

代理の可否 
可能（工事のため

は、その業者が代

法定外公共物使用

【許可申請書に添

提出書類 

 地図  

 公図写し

 平面図（工

 縦横断面図 縦横断面図

 構造図  

 現況写真

 申請に関し

費用 

申請 関

 占用物件に

ます。  

 法定外公共
お渡しするもの  納入通知書

申請から許可までの

所要時間・期間の目安
7日間 

き 
などを設置（占用）したい場合は、法定外

ます。許可できない案件もありますので、

の設計者や施工者が代理人となり申請され

前まで 

に設計者や施工者が決定している場合

代理となることが多いです。） 

用許可申請書（2部提出してください）

添付する書類】 

 

工事箇所の詳細図、縮尺を明示）  

図（工事箇所の断面図 縮尺を明示）図（工事箇所の断面図、縮尺を明示）

しては無料。  無料。

によっては、毎年占用料が必要となり

共物使用許可書  

書兼領収書（初年度占用料分）  
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最後に、図面等の資料は、

備局 兵庫国道事務所 洲本

県民局 洲本土木事務所、南

産業振興部から提供を受け、

ありがとうございました。

常生活のなかで、道路や河川

ただく と ながればっていただくことにつながれば

ご覧いただき、ご清聴（読）あ

、国土交通省 近畿地方整

本維持出張所、兵庫県淡路

南あわじ市都市整備部及び

、活用させていただきました。

今回の発表が、皆様の日

川に少しでも興味と愛着を持

ば幸 ござ ますば幸いでございます。

ありがとうございました。 54


