
社会資本総合整備計画　事後評価書

地域
ち い き

の生活
せいかつ

に密着
みっちゃく

した市町村
しち ょ う そ ん

道
ど う

の整備
せ い び

島根県
しまねけん

、松江市
ま つ え し

、浜田市
は ま だ し

、出雲市
い ず も し

、益田市
ま す だ し

、大田市
お お だ し

、安来市
や す ぎ し

、江津市
ご う つ し

、

雲南市
うんなんし

、奥出雲町
おくいずもちょう

、飯南
いいなん

町
ちょう

、美郷町
みさとちょう

、川本
かわもと

町
ちょう

、邑南町
おおなんちょう

、吉賀町
よしかちょう

、

津和野町
つわのちょう

、海士町
あまちょう

、西
にし

ノ島町
しまちょう

、知夫村
ちぶ む ら

、隠岐
お き

の島町
しまちょう

令和３年９月



社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）　事後評価書 令和３年９月　日

4 地域の生活に密着した市町村道の整備

平成２６年度　～　平成３０年度

市町村道の改良延長を毎年度80㎞ずつ増加させ、H30末には8367㎞とする。
市町村道の舗装延長を毎年度70㎞ずつ増加させ、H30末には11784㎞とする。

市町村道の改良延長を集計する。

市町村道の舗装延長を集計する。

26,878

百万円 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 施設種別 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 改築 362 －
A01-002 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 342 －
A01-003 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 187 －
A01-004 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 807 －
A01-005 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 172 －
A01-006 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 1,180 －
A01-007 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 30 －
A01-008 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 429 －
A01-009 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 710 －
A01-010 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 244 －
A01-011 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 160 －

事業者 備考

(２)長沢外ノ浦線, 松原工区 現道拡幅, L=0.09km 浜田市

(２)戸地線，重富工区 現道拡幅, L=1.40km 浜田市
(１)谷線，仲三工区 現道拡幅, L=0.34km 浜田市

事後評価の実施体制

公表の方法

(他)今浦線，今浦工区 現道拡幅, L=1.30km 浜田市

(他)田中2号線，田中工区 現道拡幅，L=0.17km 松江市
(他)西浜田139号線, 長浜工区 現道拡幅, L=0.83km 浜田市

松江市

現道拡幅，L=2.35km
松江市

(他)西の谷金山線，西の谷工区 現道拡幅, L=0.29km 浜田市

松江市
(２)西津田馬潟港線，第1，2工区 現道拡幅，L=1.1km

（H28末） （H30末）

省略
工種

交付対象事業

Ａ
28,394 100

番号

Ｄ 4.8%

要素となる事業名 事業内容 事業実施期間（年度）

（事業箇所） （延長・面積等）

効果促進事業費の割合
全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ｂ

市町村名

計画の名称

計画の期間 交付対象
島根県、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

計画の目標

計画の成果目標（定量的指標）

　地域の生活に密着した市町村道の整備により、公共施設や主要路線へのアクセスや通勤、通学の際の通行環境の向上、地域間の交流のを円滑化を図り、生活の利便性を向上させるとともに、豊かで活気の
ある地域を形成する。

定量的指標の定義及び算定式
備考

11434km

重点計画の該当

定量的指標の現況値及び目標値

11644km

中間目標値 最終目標値
（H26当初）

1,354
Ｃ

(他)馬潟港１号線, 八幡工区 現道拡幅, L=0.3km
(2)福浦法田線，福浦工区

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

全体事業費
（百万円）

松江市
(２)才軽尾線, 軽尾工区 現道拡幅, L=0.76km

7967㎞ 8207㎞ 8367㎞

62

・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、安来市、出雲市、浜
田市、益田市、津和野町、吉賀町
が該当

事後評価の実施時期

当初現況値

11784km



A01-012 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 160 －
A01-013 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 261 －
A01-014 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 100 －
A01-015 道路 雪寒 大田市 直接 大田市 市町村道 除雪 18 －
A01-016 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 55 －
A01-017 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 59 －
A01-018 道路 一般 安来市 直接 安来市 市町村道 改築 60 －
A01-019 道路 雪寒 安来市 直接 安来市 市町村道 除雪 30 －
A01-020 道路 一般 江津市 直接 江津市 市町村道 改築 700 －
A01-021 道路 雪寒 江津市 直接 江津市 市町村道 除雪 30 －
A01-022 道路 雪寒 雲南市 直接 雲南市 市町村道 除雪 21 －
A01-023 道路 一般 雲南市 直接 雲南市 市町村道 改築 116 －
A01-024 道路 一般 奥出雲町 直接 奥出雲町 市町村道 改築 568 －
A01-025 道路 雪寒 飯南町 直接 飯南町 市町村道 除雪 173 －
A01-026 道路 一般 川本町 直接 川本町 市町村道 改築 599 －
A01-027 道路 雪寒 邑南町 直接 邑南町 市町村道 除雪 30 －
A01-028 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 改築 111 －
A01-029 道路 一般 津和野町 直接 津和野町 市町村道 改築 221 －
A01-030 道路 一般 津和野町 直接 津和野町 市町村道 改築 180 －
A01-031 道路 一般 吉賀町 直接 吉賀町 市町村道 改築 220 －
A01-032 道路 離島 海士町 直接 海士町 市町村道 改築 468 －
A01-033 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 改築 40 －
A01-034 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 改築 50 －
A01-035 道路 離島 島根県 直接 島根県 市町村道 改築 648 －
A01-036 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 178 －
A01-037 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 71 －
A01-038 道路 一般 安来市 直接 安来市 市町村道 改築 153 －
A01-039 道路 一般 安来市 直接 安来市 市町村道 改築 428 －
A01-040 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 30 －
A01-041 道路 雪寒 出雲市 直接 出雲市 市町村道 除雪 19 －
A01-042 道路 一般 安来市 直接 安来市 市町村道 改築 17 －
A01-043 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 25 －
A01-044 道路 一般 津和野町 直接 津和野町 市町村道 改築 380 －
A01-045 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 30 －
A01-046 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 30 －
A01-047 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 60 －
A01-048 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 30 －
A01-049 道路 雪寒 浜田市 直接 浜田市 市町村道 除雪 100 －
A01-050 道路 雪寒 益田市 直接 益田市 市町村道 除雪 80 －
A01-051 道路 雪寒 川本町 直接 川本町 市町村道 除雪 30 －
A01-052 道路 雪寒 津和野町 直接 津和野町 市町村道 除雪 10 －
A01-053 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 30 －
A01-054 道路 一般 江津市 直接 江津市 市町村道 交安 55 －
A01-055 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 42 －
A01-056 道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村道 改築 180 －
A01-057 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 116 －
A01-058 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 46 －
A01-059 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 25 －
A01-060 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 39 －
A01-061 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 25 －
A01-062 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 182 －
A01-063 道路 一般 雲南市 直接 雲南市 市町村道 改築 187 －
A01-064 道路 一般 奥出雲町 直接 奥出雲町 市町村道 改築 229 －
A01-065 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 修繕 25 －
A01-066 道路 雪寒 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 除雪 15 －
A01-067 道路 雪寒 奥出雲町 直接 奥出雲町 市町村道 除雪 84 －
A01-068 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 80 －
A01-069 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 20 －(他)浜田122号線，黒川工区 現道拡幅，L=0.13km 浜田市

(１)中町中条線ほか27線，隠岐の島工区 除雪，L=34.2km 隠岐の島町
(１)佐白北原ほか８３線　奥出雲工区 奥出雲町
(他)浜田115号線，黒川工区 現道拡幅，L=0.25km 浜田市

除雪Ｌ＝146.2km

(１)五の畑線，大峠工区 現道拡幅，L=1.10km 奥出雲町
(他)磯2号線，加茂工区 トンネル修繕，L=0.10km 隠岐の島町

(１)角井横田線，本俣賀・梅月工区 現道拡幅，L=1.4km 益田市
(１)禅定角谷線,里坊工区 現道拡幅，L=0.95km 雲南市

(他)四絡30号線, 小山工区 現道拡幅, L=0.04km 出雲市
(他)林谷線, 後谷工区 現道拡幅, L=0.20km 出雲市

(他)浜田57号線 現道拡幅, L=0.10km 浜田市
(１)今福有福線ほか　今福工区 現道拡幅，L=0.6km 浜田市

(２)二タ合線、二タ合工区 現道拡幅，L=0.90km 美郷町
(他)岡見109号線 現道拡幅, L=0.28km 浜田市

(２)築港線，東高浜工区 歩道, L=0.23km 江津市
(他)川北９号線，長久工区 現道拡幅，L=0.21km 大田市

(他)日原青原一号線ほか３線, 津和野工区 除雪 L=10.9km 津和野町
(１)柏尾谷線，第二工区 現道拡幅, L=1.28km 浜田市

(他)内石線ほか５３線, 益田工区 除雪 L=104.2km 益田市
(２)中倉日向線ほか１１線, 川本工区 除雪 L=29.3km 川本町

(他)大井谷線, 大井谷工区 現道拡幅, L=0.18km 浜田市
(１)今福有福線ほか９線, 金城工区 除雪 L=114.6km 浜田市

(他)木原谷線, 木原谷工区 現道拡幅, L=0.20km 浜田市
(他)深笹線, 深谷２工区 現道拡幅, L=0.80km 浜田市

(１)高嶺線, 上横道工区 現道拡幅, L=1.80km 津和野町
(２)長田線, 登り谷工区 現道拡幅, L=2.50km 浜田市

(他)中谷1号線，上吉田工区 バイパス，L=0.6km 安来市
(他)北部区画47号線，学園南工区 現道拡幅，L=0.25km 松江市

安来市

(他)手間春日線, 春日工区 現道拡幅, L=0.48km 松江市
(他)才谷毛津線ほか１８路線, 出雲工区 除雪 L=45.5km 出雲市

現道拡幅, L=1.88km 海士町

(２)中島津田平線, 中島工区 現道拡幅, L=1.10km 安来市

須子保育園線，須子工区 現道拡幅，L=0.27km 益田市
本町御笠線，本町工区 現道拡幅，L=0.40km

(他)磯2号線，加茂工区 現道拡幅，L=0.2km 隠岐の島町

(他)今市111号線，丸原工区 現道拡幅，L=1.00km 浜田市

西郷２１号線, 栄町工区 現道拡幅, L=0.50km 隠岐の島町
(他)日須賀線, 日須賀工区

(１)木部谷線, 木部谷工区 現道拡幅, L=0.66km 吉賀町
(他)多井今井門線, 多井工区 現道拡幅, L=1.38km 海士町

(１)笹ヶ谷線, 内美工区 現道拡幅, L=0.64km 津和野町
(１)木毛線，木毛工区 現道拡幅, L=0.6km 津和野町

(２)赤来光峠ほか１４線, 邑南工区 除雪 L=125.8km 邑南町
(他)中ノ原新山線，上田所工区 現道拡幅, L=1.2km 邑南町

(１)松本頓原ほか２０線, 飯南工区 除雪 L=92.3km 飯南町
(２)中倉日向線, 川本工区 現道拡幅, L=1.04km 川本町

(１)免別線，免別工区 現道拡幅，L=1.68km 雲南市
(他)川東下垣内線，小馬木工区 現道拡幅，L=1.50km 奥出雲町

(他)戸川川下線ほか９線, 戸川工区 除雪 L=21.0km 江津市
(１)立南線ほか310路線, 雲南工区 除雪 L=395km 雲南市

(１)杉谷線ほか５４線, 安来工区 除雪 L=63.2km 安来市
(１)長戸路線, 谷住郷工区 現道拡幅, L=2.00km 江津市

(他)上毛寺床線,温泉津工区 現道拡幅, L=0.42km 大田市
(１)杉谷線, 西谷４工区 現道拡幅, L=1.00km 安来市

(他)志学頓原線ほか３０線, 大田工区 除雪 L=48.3km 大田市
(他)寺前浜口線, 久手工区 現道拡幅, L=0.16km 大田市

(他)高松301号線，高松工区 現道拡幅，L=1.70km 出雲市
(２)静間大屋線, 大屋工区 現道拡幅, L=0.58km 大田市

(他)板津線, 板津工区 現道拡幅, L=0.79km 出雲市



A01-070 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 10 －
A01-071 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 800 －
A01-072 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 60 －
A01-073 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 55 －
A01-074 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 180 －
A01-075 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 120 －
A01-076 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 100 －
A01-077 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 323 －
A01-078 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 343 －
A01-079 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 108 －
A01-080 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 373 －
A01-081 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 75 －
A01-082 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 40 －
A01-083 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 30 －
A01-084 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 910 －
A01-085 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 84 －
A01-086 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 100 －
A01-087 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 50 －
A01-088 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 40 －
A01-089 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 20 －
A01-090 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 91 －
A01-091 道路 一般 江津市 直接 江津市 市町村道 改築 25 －
A01-092 道路 一般 江津市 直接 江津市 市町村道 改築 100 －
A01-093 道路 一般 雲南市 直接 雲南市 市町村道 改築 141 －
A01-094 道路 一般 雲南市 直接 雲南市 市町村道 改築 400 －
A01-095 道路 一般 奥出雲町 直接 奥出雲町 市町村道 改築 360 －
A01-096 道路 雪寒 吉賀町 直接 吉賀町 市町村道 除雪 6 －
A01-097 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 修繕 66 －
A01-098 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 改築 32 －
A01-099 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 改築 24 －
A01-100 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 改築 61 －
A01-101 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 改築 155 －
A01-102 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 修繕 50 －
A01-103 道路 一般 吉賀町 直接 吉賀町 市町村道 改築 51 －
A01-104 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 30 －
A01-105 道路 一般 雲南市 直接 雲南市 市町村道 改築 171 －
A01-106 道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村道 改築 50 －
A01-107 道路 一般 江津市 直接 江津市 市町村道 交安 118 －
A01-108 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 630 －
A01-109 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 改築 20 －
A01-110 道路 離島 知夫村 直接 知夫村 市町村道 改築 30 －
A01-111 道路 一般 津和野町 直接 津和野町 市町村道 改築 620 －
A01-112 道路 一般 津和野町 直接 津和野町 市町村道 改築 200 －
A01-113 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 3 －
A01-114 道路 一般 川本町 直接 川本町 市町村道 改築 876 －
A01-115 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 607 －
A01-116 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 市町村道 改築 177 －
A01-117 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 29 －
A01-118 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 25 －
A01-119 道路 一般 奥出雲町 直接 奥出雲町 市町村道 改築 580 －
A01-120 道路 一般 飯南町 直接 飯南町 市町村道 改築 420 －
A01-121 道路 一般 飯南町 直接 飯南町 市町村道 改築 140 －
A01-122 道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村道 交安 50 －
A01-123 道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村道 改築 10 －
A01-124 道路 一般 邑南町 直接 邑南町 市町村道 改築 100 －
A01-125 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 46 －
A01-126 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 14 －
A01-127 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 510 －

排水構造物，L=0.40km(１)町中線、都賀本郷工区 美郷町

(他）三原古市線、三原工区 現道拡幅,L=0.70km 川本町

(１)八神千原線、八神工区 現道拡幅，L=1.40km 飯南町
(１)駐車場川原線ほか、頓原工区 現道拡幅，L=0.20km 飯南町

(他)西尾大井線、朝酌工区 現道拡幅，L=0.95km 松江市
(２)山賀線、栃木工区

(他)別府線、別府工区

道路新設，L=1.21km 益田市

現道拡幅，L=0.80km 美郷町
現道拡幅，L=0.30km 邑南町(２)瑞芽小河内線、田所工区

(１)佐世線ほか，下佐世工区 現道拡幅，L=0.65km

西田箕浦線　箕浦工区 現道拡幅，L=0.5km

代14号線　代工区 舗装修繕，L=1.5km

(２)琴平線、有福工区 現道拡幅，L=0.50km

(他)下河原稲用線、大田工区

津和野町
津和野町

(他)高田線，高峯工区
(１)商人線，商人・岩瀬戸工区 現道拡幅，L=3.10km

(他)島津屋線,朝山工区 現道拡幅,L=0.03km

(１)向山西口林原線，向山地区 現道拡幅，1.27km 松江市

(他)塩冶287号線ほか、出雲工区

舗装新設，0.70km 邑南町
(他)一宮線ほか，知夫工区 道路新設，0.35km 知夫村

現道拡幅，L=1.00km

(他)桜井泊里線，桜井工区

大田市

現道拡幅，L=0.09km

(１)高尾線、上高尾工区 現道拡幅，L=1.34km 奥出雲町

雲南市
(２)田水線，田水工区 現道拡幅，0.30km 美郷町
(２)築港線ほか，江津工区 道路照明灯整備，2地域 江津市

(他)谷尻線，沢田工区 現道拡幅，L=0.05km 吉賀町
(他)鉄道南沿線，朝日工区 現道拡幅，L=0.03km 松江市

隠岐の島町
(他)郡山陣ヶ迫線，郡山工区 舗装修繕，L=0.4km 邑南町

中条199号線　平工区 現道拡幅，L=0.2km 隠岐の島町
磯179号線，箕浦工区 現道拡幅，L=0.35km 隠岐の島町

隠岐の島町
油井6号線，油井工区 バイパス, L=0.13km 隠岐の島町

(他)朝倉真田線ほか１０線, 吉賀工区 除雪 L=39.4km 吉賀町

(他）宇治三代線,南加茂工区 現道拡幅，L=1.08km 雲南市
(２)湯ノ原線，角木工区 現道拡幅，L=1.47km 奥出雲町

江津市
(１)佐世線,西阿用工区 現道拡幅，L=0.85km 雲南市

(他)中島１号線、長久工区 現道拡幅、L=0.16km 大田市
(他)田の原２号線、川平工区 バイパス，L=0.20km 江津市

現道拡幅、L=0.24km 大田市
(他)平仮屋線、静間工区 現道拡幅、L=0.07km 大田市

(１)内谷線，上内谷工区 現道拡幅　L=0.84km 益田市
(他)塩渕鳥越線、久手工区 現道拡幅、L=0.25km 大田市

(１)丸茂三隅線，丸茂工区 現道拡幅，L=2.2km 益田市
(他)大峠線，宇津川工区 現道拡幅　L=0.21km 益田市

(１)益田大草線，大草工区 現道拡幅　L=0.1km 益田市

(他)西平原横断線，西平原工区 現道拡幅，L=0.1km 益田市
(１)金山小杉線、金山工区 現道拡幅　L=0.2km 益田市

(他)学頭大竹線, 学頭工区 現道拡幅, L=0.26km 出雲市
(１)久々茂柿原線､馬谷工区 現道拡幅，L=0.4km 益田市

(他)高松8号線, 白枝工区 現道拡幅, L=0.70km 出雲市
(他)柳谷田儀駅前線, 赤谷橋工区 現道拡幅, L=0.01km 出雲市
(２)追原福原線　大元工区 現道拡幅, L=0.50km 浜田市

(２)小国峠線　小国工区 現道拡幅, L=0.90km 浜田市
(他)美又28号線　福原工区 現道拡幅, L=0.50km 浜田市

(他)木都賀57号線　道猿坊工区 現道拡幅, L=0.40km 浜田市

(２)長沢外ノ浦線, 外ノ浦工区 現道拡幅，L=1.15km 浜田市
(２)帯石線, 上府工区 現道拡幅，L=0.80km 浜田市

(２)神在坂二反田線，長沢工区 現道拡幅，L=0.27km 浜田市

(１)内谷線、谷口工区 現道拡幅，L=0.10km
道路照明灯設置・改良, 7地域

(他)乙吉１２号線ほか１線,乙吉工区 現道拡幅，L=0.14km
歩道整備，L=0.11km 出雲市(１)蛇島崎屋線、蛇島工区

浜田市
出雲市
益田市

益田市
(１)中島木部線ほか２線，中吉田工区



A01-128 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 53 －
A01-129 道路 一般 安来市 直接 安来市 市町村道 改築 230 －
A01-130 道路 一般 津和野町 直接 津和野町 市町村道 改築 150 －
A01-131 道路 一般 津和野町 直接 津和野町 市町村道 改築 150 －
A01-132 道路 一般 松江市 直接 松江市 市町村道 改築 750 －
A01-133 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 356 －
A01-134 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 60 －
A01-135 道路 一般 益田市 直接 益田市 市町村道 改築 100 －
A01-136 道路 一般 安来市 直接 安来市 市町村道 改築 435 －
A01-137 道路 一般 邑南町 道路 邑南町 市町村道 改築 15 －
A01-138 道路 一般 邑南町 道路 邑南町 市町村道 改築 10 －
A01-139 道路 一般 大田市 道路 大田市 市町村道 改築 50 －
A01-140 道路 一般 美郷町 道路 美郷町 市町村道 改築 35 －
A01-141 道路 一般 雲南市 直接 雲南市 市町村道 改築 530 －
A01-142 道路 離島 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 市町村道 改築 115 －
A01-143 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 55 －
A01-144 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 181 －
A01-145 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 68 －
A01-146 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 24 －
A01-147 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 改築 15 －
A01-148 道路 一般 出雲市 直接 出雲市 市町村道 交安 15 －
A01-149 道路 一般 大田市 直接 大田市 市町村道 改築 20 －
A01-150 道路 一般 美郷町 直接 美郷町 市町村道 改築 30 －

合計 26,878 －

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

B01-001 公園 一般 江津市 直接 江津市 100

合計 100

番号

B01-001

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
C01-001 施設整備 一般 松江市 間接 自治会 30
C01-002 公共交通 一般 松江市 間接 自治会 1
C01-003 公共交通 一般 松江市 直接 松江市 3.5
C01-004 施設整備 一般 出雲市 直接 出雲市 35
C01-005 施設整備 一般 出雲市 直接 出雲市 78
C01-006 施設整備 一般 安来市 間接 自治会 15
C01-007 公共交通 一般 安来市 直接 安来市 283
C01-008 施設整備 一般 安来市 直接 安来市 368
C01-009 施設整備 一般 江津市 直接 江津市 123
C01-010 施設整備 一般 江津市 直接 江津市 25
C01-011 施設整備 一般 雲南市 直接 雲南市 80
C01-012 施設整備 一般 雲南市 直接 雲南市 55
C01-013 施設整備 一般 雲南市 直接 雲南市 90
C01-014 施設整備 一般 奥出雲町 直接 奥出雲町 1.9
C01-015 施設整備 一般 飯南町 直接 飯南町 4
C01-016 施設整備 一般 飯南町 直接 飯南町 20

美郷町現道拡幅，L=0.56km（２）奥山線、奥山工区

雲南市

(１)伊野本線、金森東地合工区

備考

地震防災対策特措法§4

事業実施期間（年度）

事業実施期間（年度）

全体事業費
（百万円）

防災
飯南町除排雪 公共施設除雪機整備事業

消防自動車等整備事業 救急車両の購入1台 奥出雲町
消防自動車等整備事業 救急車両の購入1台 飯南町

(２)野中線，内美工区 現道拡幅, L=0.70km

備考

江津市

市町村名

(他)下遥堪22号・菱根35号線、遙堪菱根工区
(他)才谷毛津線、毛津工区
(他)荘原中央線、荘原西工区
(２)窪田八幡原線、一窪田工区

(２)八坂線，三谷工区
(２)下本郷東町線,東町工区

加茂インター線ほか、神原工区
（他）飯谷線、飯谷工区

交差点改良ほか，5箇所

出雲市
出雲市
出雲市
出雲市
出雲市
出雲市

安来市

現道拡幅, L=0.56km 益田市
現道拡幅，L=0.06km 益田市

現道拡幅，L=1.28km

道路改良，L=0.2km 美郷町
道路改良，L=0.5km

番号

番号

事業者

(他)塩冶113号線ほか、出雲工区

現道拡幅，L=0.73km
現道拡幅，L=0.62km
現道拡幅，L=0.21km
現道拡幅，L=0.70km

工種
江津中央公園改築事業

事業内容

修繕 観覧スタンド整備、駐車場整備　A=7,000m2

各種イベント等広域交流の場となる都市公園の整備を行い、（2）築港線（4-A-205）等アクセス道路の整備と一体となって、地域への来訪者を増やし、地域全体の活性化を図る。

全体事業費
（百万円）

（２）大坪原下大畑谷線、大坪原工区 現道拡幅、L=0.10 ㎞ 邑南町

(２)上津田赤雁長谷線,山折・赤雁工区 現道拡幅　L=0.6km 益田市

（２）三日市松屋線、三日市工区 現道拡幅、L=0.20 ㎞ 邑南町

（他）二柿線、二柿橋工区 橋梁新設、L=20m 大田市

備考

都市公園法

防災 消防機械器具整備事業 消防自動車の購入2台 雲南市
防災

防災 消防自動車等整備事業 救急車両の購入1台 雲南市
防災 防火水槽整備事業 防火水槽の整備，2基 雲南市

除雪機の購入1台

景観・修景 回廊整備事業 温泉地における歩く観光のための回廊整備，1箇所 江津市
観光案内情報提供 観光サイン等整備事業 観光客向けサイン整備，12箇所 江津市

公共交通（バス等） 広域生活バス等整備事業 コミュニティバスの購入及びバス停留所の整備，3地域 安来市
防災 消防自動車等整備事業 消防自動車の購入4台 安来市

防災 消防自動車等整備事業 消防自動車の購入5台 出雲市
防犯 防犯灯設置補助事業 防犯灯整備，3地域 安来市

防犯 防犯灯設置事業 防犯灯の整備，7地域 出雲市

公共交通（バス等） バス停上屋整備事業 バス停上屋整備，9地域

津和野町

現道拡幅, L=0.88km

(他)黒鳥細井線, 黒井田工区 バイパス, L=0.7km 安来市

バス停整備，9地域 松江市

工種 （事業箇所） （延長・面積等）

省略

一体的に実施することにより期待される効果

歴史文化案内情報提供 歴史文化案内・説明板整備事業 歴史文化案内説明板整備，20箇所

(他)丸山狐尾線，中座工区 現道拡幅, L=0.70km 津和野町

（事業箇所） （延長・面積等）

(１)揖屋・馬潟線,揖屋工区 道路新設，L=1.2km 松江市

(１)杉谷線, 西谷5工区

(他)須子上中１号線ほか１線，須子工区 道路新設，L=0.27km 益田市

西郷3号線　下西工区 現道拡幅，L=0.87km 隠岐の島町

松江市

事業内容

（１）栄町大沢線、大田工区 旧橋撤去，L=0.28km 大田市

要素となる事業名

松江市

事業者
要素となる事業名

市町村名

省略

公共交通（バス等） バス停上屋整備補助事業



C01-017 公共交通 一般 松江市 直接 松江市 3.7
C01-018 公共交通 一般 奥出雲町 直接 奥出雲町 27
C01-019 公共交通 一般 飯南町 直接 飯南町 16
C01-020 施設整備 一般 隠岐の島町 直接 隠岐の島町 32
C01-021 施設整備 一般 浜田市 直接 浜田市 18
C01-022 道路 一般 浜田市 直接 浜田市 5
C01-023 公共交通 一般 川本町 直接 川本町 40

合計 1,354

番号

C01-001
C01-002
C01-003
C01-004
C01-005
C01-006
C01-007
C01-008
C01-009
C01-010
C01-011
C01-012
C01-013
C01-014
C01-015
C01-016
C01-017
C01-018
C01-019
C01-020
C01-021
C01-022
C01-023

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

D01-001 地籍整備 一般 島根県 間接 雲南市 17
D01-002 地籍整備 一般 島根県 間接 邑南町 15
D01-003 地籍整備 一般 島根県 間接 奥出雲町 30

合計 62

番号
D01-001
D01-002
D01-003

奥出雲町　社会資本整備円滑化地籍整備事業 奥出雲町面積　0.84 

(１)高尾線の道路整備事業（4-A-302）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。
(２)瑞芽小河内線の道路整備事業（4-A-307）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

一体的に実施することにより期待される効果 備考
(１)禅定角谷線の道路整備事業（4-A-228）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

中山間地域の交通手段の確保のため、(1)松本頓原線外20線（4-A-30）等の除雪に併せて、バス購入と公共機関等を結ぶ運行ルートを整備し、地域間交流の拡大と地域活力の向上が図れる。

(2)中島津田平線（4-A-69）等の道路整備に併せて、消防車両を増設することで広範囲の消防活動が可能となり、道路整備と一体となって地域住民の安心した生活が確保できる。

(他)古浦西長江線(4-A-2)等の道路整備事業に併せて、高齢者等の移動手段であるバス利用の環境改善のため上屋を整備することで、公共交通網の整備と利用促進を図り、渋滞緩和等の効果が期待できる。

備考

雲南市　社会資本整備円滑化地籍整備事業 面積　0.99 雲南市
邑南町　社会資本整備円滑化地籍整備事業 面積　0.39 邑南町

(1)松本頓原線外20線（4-A-30）等の除雪に併せて、救急車両を購入することで、迅速な救急活動が可能となり、安全安心なまちづくりができる。

浜田市
備蓄施設整備 １箇所

防災 消防水利施設整備事業 防火水槽の整備，6箇所 隠岐の島町

公共交通（バス等）

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容 市町村名

高齢者等の交通不便者への移動手段の確保のため、(他)古浦西長江線(4-A-2)等の道路整備に併せ、バスを購入することで、安心して利用できる公共交通を整備することにより、地域交流の拡大と地域活力の向上が図れる。
中山間地域の交通手段の確保のため、(１)五の畑線（4-A-229）等の道路整備に併せて、バス購入とバス停を整備することで、地域間交流の拡大と地域活力の向上が図れる。

(2)中島津田平線（4-A-69）等の道路整備に併せて、防犯灯の設置をすることにより、視認性が増し、夜間の歩行者の安全確保と交通事故防止が可能となり、誰にでも安心な住みよい町づくりができる。

(１)禅定角谷線（4-A-228）等の道路整備と一体的に、道路地下又は沿道に防火水槽を整備することにより、道路周辺の火災における初期消火に寄与でき、地域住民の安心した生活が確保できる。
(１)禅定角谷線（4-A-228）等道路整備に併せて、消防車両を増設することで広範囲の消防活動が可能となり、地域住民の安心した生活が確保できる。

(1)松本頓原線外20線（4-A-30）等の除雪に併せて、町内の公民館や病院等の道路沿いにある公共施設駐車場を除雪することで、積雪により冬期には利用することが困難だった各施設の利便性が向上し、地域活力の向上が図れる。

(１)五の畑線（4-A-229）等の道路整備に併せて、救急車両を購入することで、迅速な救急活動が可能となり、安全安心なまちづくりができる。

備考

(1)免別線（4-A-28）等の道路整備に併せて、救急車両を購入することで、迅速な救急活動が可能となり、安全安心なまちづくりができる。

高齢者等の移動手段であるバス利用の環境改善のため、各自治会が行っている上屋整備について補助を行い、併せて(他)古浦西長江線(4-A-2)等の道路整備事業を行うことで、公共交通網の整備と利用促進を図り、渋滞緩和等の効果が期待できる。

施設整備 建設資材備蓄拠点整備事業

(他)高松301号線(4-A-16)外の道路整備事業後、防犯灯を設置し視認性を向上させることで、犯罪の抑制と道路利用者の事故遭遇回避が可能となり、誰にでも優しい、安心安全な町づくりができる。
年々多様化し出動回数が増加する消防及び救急活動に対し、救命救急設備を登載した高規格救急車の配備と、(他)四絡30号線(4-A-225)等の道路整備と一体となって消防車両を増設配備することにより、迅速な初動活動のカバーエリアを拡大することで、安全で住みよい町づくりができる。

有福温泉に露天風呂等を歩いて回れる回廊を整備することで観光地としての魅力をアップし、（1）長戸路線（4-A-25）等アクセス道路の整備と一体となって、入り込み数の増を図る。

公共交通（バス等） 公共交通施設整備事業
公共交通（バス等）

案内情報提供 金城スマートIC案内板設置事業 案内板設置　１地区

(2)琴平線（4-A-270）等の道路整備と併せて、市内の観光地に観光案内施設を整備し市域全体の観光を促すことで、賑わいのある町づくりができる。

バス停留所の整備，8路線 奥出雲町
コミュニティバス車両購入事業 コミュニティバス、福祉バスの購入1台

(他)磯2号線（4-A-41）等の道路整備に併せて、道路地下又は沿道に防火水槽を整備することにより、初期消火の条件となる消防自動車の水利確保が容易となることで、地域住民の安心した生活が確保できる。

全体事業費
（百万円）

(他)西浜田139号線（4-A-8）の道路整備等に併せて、建設資材備蓄施設を整備することで、道路施設の維持修繕を円滑に実施でき、道路の安全性の確保が図れる。
(１)今福有福線外(4-A-224)など、周辺道路の整備に合わせ、公共交通結節点に案内表示板を整備することで、道路利用者及び観光者へのサービス向上ができ、交流人口の増加による地域活性化と、観光振興が図れる。
中山間地域の交通手段の確保のため、(２)中倉日向線（4-A-31）等の道路整備に併せて、バス購入と公共機関等を結ぶ運行ルートを整備し、地域間交流の拡大と地域活力の向上が図れる。

事業実施期間（年度）

(2)中島津田平線（4-A-69）等の道路整備に併せて、小中学校の統廃合による遠距離通学生の増加と、高齢者等の交通不便者への移動手段の確保のためバスを購入することで、地域交流の拡大と地域活力の向上が図れる。

一体的に実施することにより期待される効果
(他)手間春日線(4-A-91)等の道路整備に併せて、各公民館単位で「歴史文化に関するまち歩き案内・説明板」を整備し、観光や生涯学習などで道路の利用を促進するとともに、各地区の魅力を再発見することにより地域活力の向上を図ることができる。

公共交通（バス等） コミュニティバス整備事業 コミュニティバスの購入1台 川本町

松江市

町営バス整備事業 コミュニティバスの購入1台 飯南町

浜田市



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・(他)学頭大竹線, 学頭工区のバイパス整備等により、増大する交通量の分散および安全性と利便性が向上した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・(他)郡山陣ヶ迫線，郡山工区の舗装整備等により、走行の安全性を確保することができた。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 8,367　㎞
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出来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 8,122　㎞

最終目標値 11,784　㎞
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出来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 11,642　㎞

・(２)静間大屋線, 大屋工区の現道拡幅等によりアクセスに対する安全性・利便性が向上し、他地域との交流が活発になった。
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）

・引き続き市町村道の改良整備を進める。

指標①（市町村
道の改良延長）

指標②（市町村
道の舗装延長）



（参考図面 １／２） 活力創出基盤整備
４ 地域の生活に密着した市町村道の整備
（平成２６年度～平成３０年度）
島根県・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

【補足説明】

１．Ａ事業のうち、除雪に
ついては、付表を参照
のこと

２．Ｂ事業、Ｃ事業、Ｄ事
業については、付表を
参照のこと

A01-039

A01-032

A01-035

A01-001

A01-061

A01-012

A01-018

A01-040

A01-002

A01-023

A01-024

A01-100

A01-003

A01-013

A01-101

A01-004

A01-005

A01-042

A01-033

A01-078

A01-043

A01-038

A01-034

A01-060

A01-077

A01-098

A01-097

A01-065

A01-094

A01-093

A01-079

A01-063
D01-001

A01-064

A01-095

A01-104

A01-108

A01-105

A01-110

A01-117
A01-148

A01-119
D01-003

A01-121

A01-120

A01-115

A01-132

A01-125 A01-132

A01-136

A01-141

A01-142

A01-143

A01-144

A01-145

A01-146

A01-147



A01-014
A01-089

A01-026

A01-031

A01-044

A01-029

A01-046

A01-045

A01-048

A01-020

A01-070

A01-008

A01-011
A01-071

（参考図面 ２／２） 活力創出基盤整備
４ 地域の生活に密着した市町村道の整備

（平成２６年度～平成３０年度）
島根県・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

【補足説明】

１．Ａ事業のうち、除雪につ
いては、付表を参照の
こと

２．Ｂ事業、Ｃ事業、Ｄ事業
については、付表を参
照のこと

A01-006

A01-047

A01-007

A01-053

A01-054

A01-028

A01-030

A01-072

A01-009

A01-010

A01-058

A01-016
A01-087

A01-017

A01-080

A01-055
A01-090

A01-056

A01-088

A01-057

A01-068
A01-069

A01-059

A01-075

A01-073

A01-074

A01-076

A01-081

A01-082

A01-083

A01-084A01-085

A01-086

A01-091

A01-092

4-A-227

A01-102

A01-036

A01-037

A01-103

A01-106

A01-109

A01-114

A01-113

A01-107

A01-111

A01-112

A01-123

A01-122

A01-124
D01-002

A01-116

A01-118

A01-125

A01-127

A01-128

A01-130

A01-131

A01-133

A01-134

A01-135

A01-137

A01-138

A01-139

A01-140

A01-149

A01-150



種　　別 交付団体 実施箇所
浜田市 A01-049
出雲市 A01-041
益田市 A01-050
大田市 A01-015
安来市 A01-019
江津市 A01-021
雲南市 A01-022
奥出雲町 A01-067
飯南町 A01-025
川本町 A01-051
邑南町 A01-027
津和野町 A01-052
吉賀町 A01-096

隠岐の島町 A01-066
Ｂ事業 市町村 江津市 B01-001

松江市 C01-001 C01-002 C01-003 C01-017
浜田市 C01-021 C01-022
出雲市 C01-004 C01-005
安来市 C01-006 C01-007 C01-008
江津市 C01-009 C01-010
雲南市 C01-011 C01-012 C01-013
奥出雲町 C01-014 C01-018
飯南町 C01-015 C01-016 C01-019
川本町 C01-023

隠岐の島町 C01-020
雲南市 D01-001
奥出雲町 D01-003
邑南町 D01-002

Ｄ事業 島根県

市町村

（参考図面）活力創出基盤整備　『４地域の生活に密着した市町村道の整備』　　付表

Ａ事業
（除雪）

市町村

Ｃ事業

要　素　事　業　番　号


