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社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　事後評価書 令和３年９月　日

11 市町村道における通学路の安全の確保 ○

平成２６年度　～　平成３０年度

通学路の合同点検による対策箇所403箇所のうち、長期間を要する34箇所を除いた369箇所の整備を完了する。

通学路の合同点検による対策箇所において、安全対策が完了した事業箇所数

14,960

百万円 百万円 百万円 百万円

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事業完了後

島根県において評価を行い確定

島根県ホームページで公開

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業
事業 地域 交付 直接

事業及
び 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 施設種 H26 H27 H28 H29 H30 策定状況

A01-001 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 64 －
A01-002 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 17 －
A01-003 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 556 －
A01-004 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 交安 80 －
A01-005 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 交安 310 －
A01-006 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 交安 152 －
A01-007 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 交安 35 －
A01-008 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 90 －
A01-009 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 50 －
A01-010 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 390 －

・定住自立圏共生ビジョンに基づ
き実施される要素事業：A事業のう
ち、松江市、出雲市、浜田市、安
来市、益田市、津和野町、吉賀町
が該当

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

出雲市

(２)古志大野線, 古志・西谷工区
歩道, L=0.30km

(他)下来原66号線, 今福工区

全体事業費
（百万円）

交付対象事業

事業実施期間（年度）

0

事業内容

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

14,960
Ａ ＣＢ

（事業箇所）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

番号
（延長・面積等）

省略
工種

事業者
要素となる事業名

効果促進事業費の割合

323箇所

松江市

0.0%
0

市町村名

計画の名称

計画の期間

　通学路緊急合同点検で確認された市町村道の「要対策箇所」において早急な改善対策を実施し、通学路である市町村道の安全な歩行空間を確保する。

計画の成果目標（定量的指標）

計画の目標

（H26当初）

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、
邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

中間目標値

重点計画の該当

最終目標値
備考

定量的指標の現況値及び目標値定量的指標の定義及び算定式

交付対象

当初現況値

備考

（H30末）（H28末）

369箇所194箇所

(１)北松江西生馬線外１線，内中原工区
(他)東朝日町中央線外１線，中央工区

現道拡幅, L=2.15km

浜田市歩道整備, L=0.695km

通学路対策，L=0.02km

歩道整備, L=0.19km

(２)長沢外ノ浦線, 殿町・松原工区
歩道, L=0.82km

(２)北本町谷田谷線, 姫原工区

通学路対策，L=0.04km

(１)長沢下府線, 長沢工区

(他)西浜田130号線, 熱田工区
現道拡幅, L=0.28km(１)長浜神社下線, 長浜神社工区

歩道, L=0.68km(１)松寄下浜線, 浜・松寄下工区

浜田市
浜田市

松江市
松江市

現道拡幅, L=0.64km
出雲市
出雲市

浜田市



A01-011 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 36 －
A01-012 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 383 －
A01-013 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 463 －
A01-014 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 897 －
A01-015 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 交安 4 －
A01-016 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 交安 15 －
A01-017 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 交安 5 －
A01-018 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 交安 8 －
A01-019 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 交安 30 －
A01-020 道路 一般 江津市 直接 江津市 市町村道 改築 180 －
A01-021 道路 一般 江津市 直接 江津市 市町村道 交安 597 －
A01-022 道路 一般 奥出雲町 直接 奥出雲町 市町村道 改築 304 －
A01-023 道路 一般 奥出雲町 直接 奥出雲町 市町村道 改築 588 －
A01-024 道路 一般 奥出雲町 直接 奥出雲町 市町村道 改築 130 －
A01-025 道路 一般 飯南町 直接 飯南町 市町村道 交安 600 －
A01-026 道路 一般 飯南町 直接 飯南町 市町村道 改築 8 －
A01-027 道路 一般 飯南町 直接 飯南町 市町村道 交安 540 －
A01-028 道路 一般 飯南町 直接 飯南町 市町村道 交安 400 －
A01-029 道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村道 交安 27 －
A01-030 道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村道 改築 250 －
A01-031 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 交安 100 －
A01-032 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 改築 300 －
A01-033 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 改築 350 －
A01-034 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 改築 300 －
A01-035 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 改築 430 －
A01-036 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 改築 100 －
A01-037 道路 一般 津和野町 直接 津和野町 市町村道 改築 170 －
A01-038 道路 一般 吉賀町 直接 吉賀町 市町村道 交安 50 －
A01-039 道路 一般 吉賀町 直接 吉賀町 市町村道 交安 308 －
A01-040 道路 離島 海士町 直接 海士町 市町村道 交安 151 －
A01-041 道路 離島 海士町 直接 海士町 市町村道 交安 59 －
A01-042 道路 離島 西ノ島町 直接 西ノ島町 市町村道 改築 162 －
A01-043 道路 離島 西ノ島町 直接 西ノ島町 市町村道 改築 20 －
A01-044 道路 離島 西ノ島町 直接 西ノ島町 市町村道 交安 215 －
A01-045 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 改築 160 －
A01-046 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 改築 30 －
A01-047 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 交安 47 －
A01-048 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 54 －
A01-049 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 15 －
A01-050 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 600 －
A01-051 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 195 －
A01-052 道路 一般 津和野町 直接 津和野町 市町村道 交安 20 －
A01-053 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 交安 700 －
A01-054 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 交安 35 －
A01-055 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 交安 82 －
A01-056 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 112 －
A01-057 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 96 －
A01-058 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 200 －
A01-059 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 25 －
A01-060 道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村道 交安 50 －
A01-061 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 交安 60 －
A01-062 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 70 －
A01-063 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 30 －
A01-064 道路 一般 江津市 直接 江津市 市町村道 交安 11 －
A01-065 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 交安 25 －
A01-066 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 交安 40 －
A01-067 道路 一般 吉賀町 直接 吉賀町 市町村道 交安 24 －
A01-068 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 交安 110 －

美郷町

(他)水源地通線，江津駅前工区 現道拡幅，L=0.05km

歩道整備，L=0.30km

踏切改良，L=0.07km

(他)西郷88号線，西町工区

現道拡幅, L=0.16km

都万44号線，都万工区

松江市

吉賀町

邑南町

隠岐の島町

西ノ島町

江津市
(他)安田1号線，安田工区

(１)中筋浜線，平田工区 現道拡幅，L=0.75km

(2)小松･横見線，小松工区

現道拡幅，L=0.10km 隠岐の島町

路肩整備，L=0.58km
松江市

出雲市
歩道整備，L=0.50km
歩道整備，L=0.10km(１)黒川上府線，黒川工区

(他)粕渕三瓶線，粕渕工区

(他)上庄原北筋線，北筋工区

浜田市
浜田市

(他)大西新線，多伎工区

(１)灘分東西幹線1号ほか，出雲工区

現道拡幅，L=0.35km

(１)久保田谷線ほか，丸原工区

出雲市
出雲市

浜田市
津和野町路肩整備，L=0.15km

通学路対策，L=0.05km
通学路対策, L=0.10km

(２)北田大橋外２線，母衣工区

(他)郡47号線，郡工区

益田市
益田市（他）地方浜寄線，高津工区

松江市
現道拡幅，L=0.72km

隠岐の島町
松江市

歩道整備，L=0.38km

出雲市道路照明灯設置，7地域

通学路対策，L=0.13km

邑南町路肩整備，L=0.40km(他)石見中央線，町西工区
(他)元町丸町線ほか，七日市工区 通学路対策，L=1.20km

（１）下本郷久城線，久城2工区

現道拡幅, L=1.90km

現道拡幅，L=0.4km

(他)浜田527号線ほか，田町工区

(他)杉谷槙の前線外, 美郷工区

路肩整備，L=0.20km
歩道整備，L=0.57km

(他)判場川角線，戸河内工区

現道拡幅，L=1.0km

現道拡幅, L=0.66km

(他)片田善教寺原線，茅場工区
(２)和田線，谷川工区

桜井鳴滝線，鳴滝工区

(1)朝倉真田線，月和田工区
(１)日原添谷線, 池村工区

現道拡幅，L=1.0km

現道拡幅，L=1.0km

現道拡幅，L=0.95km

現道拡幅，L=0.96km

(２)塚原和田線, 野萱工区

現道拡幅，L=0.30km

現道拡幅，L=0.24km

滝坂線, 三成工区

(２)多田角井線，多田工区
(他)剣先線，横田工区

(１)下本郷久城線, 久城工区

森野坂線他，町田工区

(2)比津国屋線，内中原工区

(１)松本頓原線, 下来島工区

金屋舟原線，東工区

(２)簾金比羅線，日貫工区

(他)下馬中条線，横田中村工区

(１)頓原長谷線, 頓原工区
頓原市街地線他通学路整備

(１)都賀行宮内線，４工区
(１)鱒渕馬野原線，鱒渕工区

諏訪・豊田線，諏訪工区

(２)谷上遠田線，遠田工区
(２)遠田海岸線，遠田工区

現道拡幅，L=0.19km

現道拡幅, L=1.60km

(他)神西61号線，神西沖工区

(２)飯田中央線，飯田工区

路肩整備，L=0.20km

(他)御幸通線，江津駅前工区
通学路整備（他）都野津神村線外,江津工区

(２)福頼線,福頼工区

(１)来原線，大津里道工区

路肩整備，L=0.20km

益田市

歩道，L=0.52km

現道拡幅, L=0.80km

(１)坂田阿宮線, 上庄原工区 現道拡幅, L=0.30km

吉賀町

出雲市

現道拡幅, L=1.16km

飯南町

益田市

江津市
奥出雲町
奥出雲町

邑南町

飯南町
美郷町

益田市

飯南町

津和野町
邑南町

江津市

益田市
益田市

歩道L=0.24km

益田市

出雲市

路肩整備，L=0.20km

出雲市

現道拡幅, L=1.0km

西ノ島町

西郷55号線，西町工区

揖屋出雲郷線，揖屋工区 通学路対策，L=0.65km

(１)中町中条線, 城北町工区
現道拡幅，L=0.13km

(他)町道467号線, 美田工区 現道拡幅, L=2.0km

現道拡幅, L=0.20km
海士町
吉賀町

現道拡幅, L=0.83km

町道252号線, 別府工区

側溝整備，歩車共存道　L=1.7km 海士町

隠岐の島町
隠岐の島町

西ノ島町

(他)夜打原相生線, 柿木工区

現道拡幅, L=0.20km(他)104号線, 美田工区

邑南町

奥出雲町

歩者共存道、舗装修繕

邑南町

美郷町

邑南町

現道拡幅, L=0.20km

路肩整備, L=1.5km 邑南町

現道拡幅, L=1.90km
現道拡幅, L=2.20km 飯南町

現道拡幅, L=1.0km

路肩整備, L=1.00km

現道拡幅, L=1.0km



A01-069 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 交安 93 －
A01-070 道路 一般 雲南市 直接 雲南市 市町村道 交安 200 －
A01-071 道路 離島 知夫村 直接 知夫村 市町村道 交安 427 －
A01-072 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 700 －
A01-073 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 5 －
A01-074 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 10 －
A01-075 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 交安 15 －
A01-076 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 交安 30 －
A01-077 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 4 －
A01-078 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 17 －
A01-079 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 4 －
A01-080 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 38 －
A01-081 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 8 －
A01-082 道路 一般 安来市 直接 安来市 市町村道 改築 100 －
A01-083 道路 一般 安来市 直接 安来市 市町村道 改築 200 －
A01-084 道路 一般 江津市 直接 江津市 市町村道 改築 300 －
A01-085 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 交安 50 －
A01-086 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 交安 34 －
A01-087 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 交安 10 －

合計 14,960

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計

番号

歩道整備，L=0.50km

一体的に実施することにより期待される効果

事業者

上佐世線他、雲南工区 通学路対策，L=5.0km 雲南市
隠岐の島町

（1）仁夫線、知夫工区 現道拡幅，L=1.71Km 知夫村

川ノ下横枕線，春日工区 通学路対策，L=0.35km 松江市

歩道整備，L=0.13km
歩道整備，L=0.24km

事業実施期間（年度）

隠岐の島町

現道拡幅，l=0.28km

歩道整備，L=0.10km
歩道整備，L=0.10km

通学路対策, L=0.26km 松江市

出雲市
出雲市
出雲市歩道整備，L=0.10km

大田市

備考

備考

（事業箇所） （延長・面積等）

現道拡幅，L=0.87km

全体事業費
（百万円）

(１)大津一の谷天神線，大津小学校前工区
出雲市
出雲市

邑南町
隠岐の島町

浜田市歩道整備, L=0.94km(他)井野37号線,室谷工区

安来市
江津市

(１)多伎学校線，多伎小工区

中学校線，宍道工区 通学路対策, L=0.09 松江市

番号
要素となる事業名

工種

省略

工業高校東1号線，古志原工区
（1）栄町大沢線、大田工区

(他)川跡226号線、北陽小工区
(他)斐川30号線、斐川西中工区
(他)今市6号線外2線，姫原工区

(他)西郷21号線，栄町工区

安来市
(１)安来港飯島線, 安来工区 現道拡幅, L=0.50km

事業内容

現道拡幅，L=0.40km(他)本郷波来浜線，後地工区
現道拡幅，L=0.04km

市町村名

(他)山根１号線, 久白工区 現道拡幅, L=0.43km

宮の前西町線，下西工区
西郷3号線，下西工区
（他）田所出羽線，三日市工区 現道拡幅，L=0.50km



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・(２)古志大野線, 古志・西谷工区、(１)中町中条線, 城北町工区の歩道整備等により、歩行者の安全性が向上した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・金屋舟原線，東工区の現道拡幅等により、すれ違い困難や線形不良箇所の解消により、通行時の安全性が向上した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 369　箇所
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 ・用地交渉の難航等により、計画的な事業実施ができなかったことが要因と考えられる。

に差が出た要因
最終実績値 343　箇所

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

・(他)大西新線，多伎工区の現道拡幅等により、増加する工業団地へ出入りする大型車等の通行時の安全性が確保された。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・通学路の安全確保のため、合同点検による対策箇所の整備を進める。

指標①（整備完
了箇所数）



A01-045

A01-026

A01-025

A01-027

A01-008

A01-010 A01-011

A01-009
A01-079

A01-003

（参考図面 １／２）
１１ 市町村道における通学路の安全の確保（防災・安全）
（平成２６年度～平成３０年度）
松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本
町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町

A01-012

A01-022

A01-042

A01-013

A01-023

A01-046

A01-048

A01-041

A01-001

A01-002

A01-024

A01-028

A01-040

A01-043

A01-044

A01-047

A01-049

A01-061

A01-057

A01-058

A01-056

A01-068

A01-069

A01-062

A01-063

A01-070

A01-071

A01-073

A01-074

A01-075

A01-077

A01-078

A01-080

A01-081

A01-082

A01-083

A01-085
A01-086



A01-029

A01-039

A01-014
A01-050

A01-007

A01-004

A01-005

A01-037

A01-032

A01-031

A01-033

A01-034

A01-035

A01-020

A01-021

（参考図面 ２／２）
１１ 市町村道における通学路の安全の確保（防災・安全）
（平成２６年度～平成３０年度）
松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本
町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町

A01-006

A01-015

A01-016

A01-017

A01-018

A01-019

A01-030

A01-036

A01-038

A01-051

A01-052

A01-060

A01-053

A01-054

A01-055

A01-064

A01-065

A01-066

A01-067

A01-072

A01-076

A01-084

A01-087


