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防災・安全整備計画　事後評価書 平成２８年２月１日

9 災害に強く、安全安心な暮らしを守る市町村道の整備

平成２１年度　～　平成２５年度　（５年間）

東部地域の交通事故年間死傷者数（直近5ヶ年平均2,285人）を毎年度前年比4％ずつ減少させ、H25末には1,860人とする。
西部地域の交通事故年間死傷者数（直近5ヶ年平均918人）を毎年度前年比4％ずつ減少させ、H25末には750人とする。

① 東部地域における交通事故年間死傷者数を集計する。（H21当初：H16～H20、5ヶ年の平均値）

② 西部地域における交通事故年間死傷者数を集計する。（H21当初：H16～H20、5ヶ年の平均値）

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表

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

種別 種別 対象 間接 施設種別 H21 H22 H23 H24 H25
9-A-1 道路 一般 松江市 直接 市町村道 修繕 落石対策 103
9-A-2 道路 一般 松江市 直接 市町村道 改築 151
9-A-3 道路 一般 松江市 直接 市町村道 修繕 70
9-A-4 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 修繕 60
9-A-5 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 修繕 600
9-A-6 道路 一般 出雲市 直接 市町村道 修繕 25
9-A-7 道路 一般 出雲市 直接 市町村道 修繕 12
9-A-8 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 81
9-A-9 道路 一般 大田市 直接 市町村道 交安 100
9-A-10 道路 一般 安来市 直接 市町村道 修繕 落石対策工 120

9-A-11 道路 一般 安来市 直接 市町村道 改築 300

百万円

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

出雲市

松江市

（他）七類宇井線【七類宇井線災害防除】
(１)役場深原線，大日桑下工区
(他)チェリーロード線，野波トンネル工区

蓮田環状線，西平田工区

大田市歩道, L=0.45km(他)二中前線, 刺鹿工区
（１）久白津田平線【久白工区】

(他)浜田２４１号線外, 浜田工区 舗装補修，L=5.0km

(他)三瓶山高原線，三瓶工区 舗装補修，L=2.30km

計画の名称

計画の期間

地域住民の日常的な行動圏域が拡大するなか、通勤、通学、医療、福祉等の日常的な活動を支える市町村道整備や、自然災害時にも安全安心な通行が可能となる市町村道整備を推進する。

計画の成果目標（定量的指標）

計画の目標

定量的指標の定義及び算定式

交付対象
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、美
郷町、　　川本町、邑南町、吉賀町、津和野町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

備考
中間目標値

2,285人 2,020人

918人

（H25末）（H25末）（H23末）

810人

大田市

定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値

1,860人

750人

（H21当初）

最終目標値

現道拡幅，L=0.48km 松江市
トンネル修繕，L=0.07km

舗装補修，L=0.22km

効果促進事業費の割合

松江市

出雲市
浜田市

災害防除, L=0.15km 浜田市

（事業箇所）

現道拡幅, L=0.33km現道拡幅, L=0.33km(他)山根１号線, 久白工区

0
全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

8,967
Ａ

交付対象事業

Ｂ
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

2798,688

全体事業費
（百万円）

事業内容

Ｃ 3.1%

市町村名
事業実施期間（年度）

事業者番号
（延長・面積等）

備考
省略
工種

要素となる事業名

(他)浜田274号線, 港町工区

(１)富上鹿塚線，今在家工区 舗装補修，L=0.80km

安来市

安来市



9-A-12 道路 一般 安来市 直接 市町村道 交安 110
9-A-13 道路 一般 安来市 直接 市町村道 修繕 84
9-A-14 道路 一般 安来市 直接 市町村道 修繕 245

9-A-15 道路 一般 雲南市 直接 市町村道 交安 40

9-A-16 道路 一般 雲南市 直接 市町村道 修繕 124
9-A-17 道路 一般 奥出雲町 直接 市町村道 改築 205
9-A-18 道路 一般 奥出雲町 直接 市町村道 改築 170
9-A-19 道路 一般 奥出雲町 直接 市町村道 改築 225
9-A-20 道路 一般 飯南町 直接 市町村道 修繕 80

9-A-21 道路 一般 飯南町 直接 市町村道 修繕 200
9-A-22 道路 一般 邑南町 直接 市町村道 修繕 37
9-A-23 道路 一般 津和野町 直接 市町村道 修繕 40
9-A-24 道路 離島 隠岐の島町 直接 市町村道 修繕 15

9-A-25 道路 離島 隠岐の島町 直接 市町村道 修繕 30

9-A-26 道路 離島 隠岐の島町 直接 市町村道 修繕 90
9-A-27 道路 一般 松江市 直接 市町村道 交安 100
9-A-28 道路 一般 松江市 直接 市町村道 交安 20
9-A-29 道路 一般 松江市 直接 市町村道 交安 46
9-A-30 道路 一般 益田市 直接 市町村道 交安 100
9-A-31 道路 一般 益田市 直接 市町村道 交安 370
9-A-32 道路 一般 川本町 直接 市町村道 交安 40
9-A-33 道路 雪寒 浜田市 直接 市町村道 除雪(機械) 15
9-A-34 道路 雪寒 大田市 直接 市町村道 除雪(機械) 18
9-A-35 道路 雪寒 安来市 直接 市町村道 除雪(機械) 69
9-A-36 道路 一般 大田市 直接 市町村道 交安 23
9-A-37 道路 離島 知夫村 直接 市町村道 交安 10
9-A-38 道路 離島 隠岐の島町 直接 市町村道 交安 57
9-A-39 道路 一般 雲南市 直接 市町村道 改築 170
9-A-40 道路 一般 安来市 直接 市町村道 交安 200

9-A-41 道路 一般 出雲市 直接 市町村道 交安 100
9-A-42 道路 一般 松江市 直接 市町村道 交安 300
9-A-43 道路 一般 出雲市 直接 市町村道 改築 25
9-A-44 道路 雪寒 雲南市 直接 市町村道 除雪(機械) 79
9-A-45 道路 一般 松江市 直接 市町村道 修繕 60
9-A-46 道路 一般 松江市 直接 市町村道 交安 121
9-A-47 道路 雪寒 飯南町 直接 市町村道 除雪(機械) 12
9-A-48 道路 一般 出雲市 直接 市町村道 交安 101
9-A-49 道路 一般 出雲市 直接 市町村道 改築 314
9-A-50 道路 一般 雲南市 直接 市町村道 修繕 75
9-A-51 道路 一般 出雲市 直接 市町村道 修繕 15
9-A-52 道路 一般 出雲市 直接 市町村道 修繕 33
9-A-53 道路 雪寒 奥出雲町 直接 市町村道 除雪(機械) 125
9-A-54 道路 離島 隠岐の島町 直接 市町村道 改築 65
9-A-55 道路 一般 松江市 直接 市町村道 修繕 40
9-A-56 道路 一般 松江市 直接 市町村道 修繕 23
9-A-57 道路 一般 松江市 直接 市町村道 修繕 5
9-A-58 道路 一般 松江市 直接 市町村道 修繕 40
9-A-59 道路 一般 松江市 直接 市町村道 修繕 80
9-A-60 道路 一般 安来市 直接 市町村道 修繕 200
9-A-61 道路 一般 安来市 直接 市町村道 交安 15
9-A-62 道路 一般 安来市 直接 市町村道 修繕 30
9-A-63 道路 雪寒 雲南市 直接 市町村道 除雪(機械) 55
9-A-64 道路 一般 大田市 直接 市町村道 交安 60

除雪ローダ　N=1

防護柵，側溝整備、路肩整備

(2)三原三谷線外，川本工区

(１)釜屋森線, 都万工区

(2)和多見天神橋線，北寺町工区

災害防除, L=0.08km

(他)銀山線, 大森工区

(他)那久8号線外，那久工区

(他)三瓶山高原線，三瓶工区

(他)チェリーロード線，加賀トンネル工区
安来市

(１)来原線，大津工区

(他)山ノ内線，旭工区

現道拡幅, L=0.80km

除雪ドーザ，N=8台

松江市

安来市

松江市

大田市

松江市

知夫村

松江市

松江市

飯南町

出雲市

松江市

益田市

出雲市

現道拡幅,舗装補修 L=3.01km

舗装補修，L=1.4km

(１)立南線外５８線, 雲南工区

側溝整備，L=0.80km

益田市

浜田市

路肩整備, L=1.30km

路肩整備，L=1.10km

松江市

奥出雲町

大田市

現道拡幅，L=0.7km
出雲市

(１)佐白北原線外110線, 奥出雲工区

出雲市

隠岐の島町

隠岐の島町

奥出雲町

冠水対策，L=0.15km

(他)井戸谷長藤線，井戸谷工区

トンネル補修，L=0.10km
(他)日原停車場線外１線，枕瀬工区
(他)断魚トンネル線，断魚トンネル工区

(２)新柄線外２線, 三瓶工区

雲南市

(１)中尾西尾線，上東川津工区

災害防除，L=0.03km

津和野町

川本町

隠岐の島町

雲南市

災害防除, L=0.13km

ロータリ除雪車外 N=8台

歩道, L=0.10km
歩道, L=0.68km

(他)本郷平床線，根尾工区

松江市

法面対策，L=0.04km

(他)高丸野呂線，下意東工区

歩道, L=0.04km

飯南町

環境整備, L=1.00km

隠岐の島町

舗装補修，L=2.00km

路肩整備，L=1.60km

路肩整備，L=1.05km

(他)安田清瀬線外, 清瀬上橋工区

(他)三瓶公園線，三瓶工区

(２)松江駅東通阿弥陀線，東朝日工区 交差点改良，L=0.10km 松江市

(他)油井４号線, 蔵田工区

飯南町

雲南市

(他)中原上追子線，東本町工区

邑南町

歩道, L=1.60km
(２)出来山寺谷線, 出来山工区

歩道，L=0.35km

(２)中西森線, 都万工区

(他)経塚線外, 知夫里工区

除雪ドーザ等 N=8台

歩道, L=2.30km
舗装補修，L=2.87km 安来市

安来市

除雪機械購入

(１)今津下坂田線, 下坂田工区
(1)安来港飯島線外，安来工区

橋梁補修, L=0.36km

現道拡幅

災害防除, L=0.12km

(２)塩原郡線，郡工区

(他)卸団地4号線外，嫁島工区

(１)沢吉岡線, 安来２中工区(１)沢吉岡線, 安来２中工区

(１)布崎浜線, 岡田工区
(１)中灘五反田線, 揖屋工区
(他)大西新線, 多伎２工区

(他)坊床線外23線, 安来工区

(他)吉田横断13号線, 常盤工区
(2)吉田俣賀線外，益田工区

(他)大森上来待線外，宍道工区
雲南市雲南市
出雲市

舗装補修，L=2.00km(他)大森上来待線外，宍道工区

除雪ドーザ N=2台

安来市

出雲市
(１)今市川跡日下線，荻杼工区

(他)長浜３６９号線外，２工区
(１)三代南加茂連絡線，三代工区

(１)有木1号線，城北町工区 現道拡幅，L=0.6km

トンネル修繕，L=0.15km

(他)上庄原北筋線, 学頭工区

無電柱化，L=0.10km

舗装補修，L=0.3km
舗装補修，L=0.78km

舗装補修，L=0.5km

災害防除，L=0.03km

(１)頓原長谷線外４線, 飯南工区
歩道, L=0.61km

災害防除，L=0.04km

恵乃島幹線線外，安来工区 舗装補修，L=10.0km

(１)立南線外５８線, 雲南工区

安来市和田１号線，黒井田工区 交差点改良，L=0.04km

除雪機械購入

(１)意東揖屋線，東出雲工区

半場線，広瀬工区

災害防除，L=0.02km

安来市

雲南市

奥出雲町

大田市

奥出雲町

松江市
松江市

安来市

隠岐の島町

(1)三代線外，加茂工区 路肩整備，L=0.74km 雲南市

(2)竜宮線，吉田工区 落石対策

三沢山根線, 下阿井工区

(１)郡三成線, 乙多田高柴工区 現道拡幅, L=1.20km
現道拡幅，L=0.06km



9-A-65 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 50
9-A-66 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 50
9-A-67 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 修繕 80
9-A-68 道路 一般 益田市 直接 市町村道 改築 100
9-A-69 道路 一般 吉賀町 直接 市町村道 改築 90
9-A-70 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 修繕 30
9-A-71 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 交安 100
9-A-72 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 交安 60
9-A-73 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 修繕 30
9-A-74 道路 雪寒 浜田市 直接 市町村道 除雪(機械) 21
9-A-75 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 修繕 100
9-A-76 道路 一般 江津市 直接 市町村道 改築 50
9-A-77 道路 一般 江津市 直接 市町村道 修繕 70
9-A-78 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 修繕 92
9-A-79 道路 雪寒 浜田市 直接 市町村道 除雪(機械) 9
9-A-80 道路 一般 美郷町 直接 市町村道 改築 150
9-A-81 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 10
9-A-82 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 13
9-A-83 道路 一般 江津市 直接 市町村道 修繕 130
9-A-84 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 修繕 60
9-A-85 道路 一般 浜田市 直接 市町村道 改築 80
9-A-86 道路 一般 江津市 直接 市町村道 修繕 130
9-A-87 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 20
9-A-88 道路 一般 江津市 直接 市町村道 交安 32
9-A-89 道路 雪寒 浜田市 直接 市町村道 除雪(機械) 39
9-A-90 道路 一般 益田市 直接 市町村道 修繕 38
9-A-91 道路 一般 益田市 直接 市町村道 修繕 64
9-A-92 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 18
9-A-93 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 15
9-A-94 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 17
9-A-95 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 20
9-A-96 道路 一般 江津市 直接 市町村道 修繕 85
9-A-97 道路 一般 江津市 直接 市町村道 修繕 33
9-A-98 道路 一般 邑南町 直接 市町村道 修繕 80
9-A-99 道路 雪寒 邑南町 直接 市町村道 除雪(機械) 17
9-A-100 道路 一般 津和野町 直接 市町村道 改築 12
9-A-101 道路 離島 西ノ島町 直接 市町村道 修繕 擁壁工 10
9-A-102 道路 一般 美郷町 直接 市町村道 修繕 落石対策工 31
9-A-103 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 落石対策工 30
9-A-104 道路 離島 西ノ島町 直接 市町村道 修繕 落石対策 7
9-A-105 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 落石対策工 30
9-A-106 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 落石対策工 20
9-A-107 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 落石対策工 23
9-A-108 道路 一般 大田市 直接 市町村道 修繕 落石対策工 14

合計 8,688

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H21 H22 H23 H24 H25

9-C-1 計画・調査 一般 安来市 直接 14
9-C-2 計画・調査 一般 松江市 直接 45
9-C-3 計画・調査 一般 出雲市 直接 3
9-C-4 計画・調査 一般 安来市 直接 52
9-C-5 計画・調査 一般 安来市 直接 5
9-C-6 計画・調査 一般 雲南市 直接 6

（２）日祖線【日祖工区】

（他）474号【浦郷工区】

(他)錦ヶ岡塚之元線外，錦ヶ岡工区

現道拡幅, L=0.4km

現道拡幅, L=0.30km

（２）久保法田線【久保工区】

災害防除，L=0.08km

災害防除, L=0.18km
大田市

災害防除，L=0.02km

現道拡幅，L=0.24km

大田市

美郷町

江津市

江津市

益田市

江津市
災害防除, L=0.03km

大田市

（他）473号【宇賀工区】

(２)山賀線外１線，弥栄工区

(２)久利大森線，久利工区

浜田市
冠水対策，L=0.3km

（他）釜野都合線【温泉津工区】
（他）大浦線【五十猛工区】
（他）西田線【三瓶工区】
（他）百済線【鳥井工区】

(他)弥栄中学校線，仲三工区

(２)湯里西田線，湯里工区
江津市

(1)杵束安城線外, 弥栄工区

橋梁長寿命化修繕計画策定事業

浜田市
災害防除, L=0.13km

浜田市
浜田市

(１)都賀行宮内線，３工区

(１)久保田谷線, 旭町丸原工区

除雪ドーザ　N=1

浜田市
浜田市

(２)長田線，長田工区

(２)高城線, 長見町工区

(他)銀山線, 大森工区 災害防除, L=0.04km
災害防除, L=0.21km(１)鶴府線, 川合工区

舗装修繕, L=0.60km
舗装補修，L=0.38km(1)本郷尾浜線，後地工区

(他)雲城旧国道線, 若林工区

現道拡幅, L=0.72km

大田市

(他)雲城旧国道線, 雲城工区

(他)熊の山川平線, 川平工区

浜田市

吉賀町

大田市

(他)今福有福線外９線, 金城工区

災害防除, L=0.08km 浜田市
歩道, L=0.12km

災害防除, L=0.30km

浜田市

浜田市

(他)大石谷線，大石谷工区

歩道, L=0.30km

(１)下本郷久城線, 久城２工区
(他)七日市月和田線, 七日市工区

浜田市

現道拡幅，L=0.22km

除雪車格納庫,除雪機械購入
災害防除，L=0.20km

(２)志谷線，後山工区

(２)大代川上線，大代工区
(２)琴平線，有福工区

江津市(他)下の原1号線，下の原工区
浜田市

通学路整備，L=2.24km

トンネル修繕，L=0.08km

災害防除, L=0.03km

除雪機械購入

橋梁修繕，L=0.1km 大田市

舗装補修，L=0.4km

持石南田線, 石見空港トンネル工区 トンネル修繕
眞砂都茂線, 藤ヶ峠隧道工区

大田市

事業実施期間（年度）

計画・調査

（１）江津敬川海岸線外,江津工区 舗装補修

邑南町

トンネル修繕 益田市

江津市

（２）多根下才坂線,多根工区
大田市

大町原猪子山線, 観音寺工区

舗装補修，L=0.5km 大田市
（他）東の原女三瓶線, 志学工区
（１）鳴滝諏訪線, 鶴ヶ丘トンネル工区

除雪機械購入

舗装補修

備考
全体事業費
（百万円）市町村名

津和野町

（１）上津井線外,江津工区

（事業箇所）
事業者

大田市
大田市

(他)都野津神村線外，江津工区

番号
要素となる事業名

工種

事業内容

舗装修繕，L=1.6km

道路ストック総点検
道路ストック総点検

安来市

大田市

野坂線, 町田工区

省略

計画・調査

トンネル、舗装、法面、道路付属物点検

トンネル、舗装点検

橋梁、舗装、道路付属物点検

計画・調査
（延長・面積等）

計画・調査
計画・調査

道路ストック総点検計画・調査

（他）さひめ湖線, 円城寺橋工区

トンネル点検

恵乃島幹線外
道路ストック総点検

路面性状調査
雲南市

益田市

美郷町

通学路対策，L=0.14km

邑南町
江津市

(２)赤来光峠線外１４線, 邑南工区

松江市
出雲市
安来市

西ノ島町

橋梁点検134橋(橋長15ｍ未満) 安来市

大田市
大田市

西ノ島町



9-C-7 計画・調査 一般 奥出雲町 直接 11
9-C-8 計画・調査 一般 飯南町 直接 11
9-C-9 計画・調査 一般 西ノ島町 直接 1
9-C-10 計画・調査 一般 隠岐の島町 直接 30
9-C-11 計画・調査 一般 大田市 直接 32
9-C-12 計画・調査 一般 大田市 直接 11
9-C-13 計画・調査 一般 浜田市 直接 11
9-C-14 計画・調査 一般 益田市 直接 9
9-C-15 計画・調査 一般 大田市 直接 8
9-C-16 計画・調査 一般 江津市 直接 3
9-C-17 計画・調査 一般 美郷町 直接 10
9-C-18 計画・調査 一般 邑南町 直接 5
9-C-19 計画・調査 一般 津和野町 直接 8
9-C-20 計画・調査 一般 吉賀町 直接 4

合計 279

番号 備考
9-C-1
9-C-2
9-C-3
9-C-4
9-C-5
9-C-6
9-C-7
9-C-8
9-C-9
9-C-10
9-C-11
9-C-12
9-C-13
9-C-14
9-C-15
9-C-16
9-C-17
9-C-18
9-C-19
9-C-20
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

計画・調査

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 橋梁点検91橋

道路ストック総点検

トンネル、舗装、法面、道路付属物点検

トンネル、法面点検

トンネル、舗装、法面点検

舗装、法面、道路付属物点検

計画・調査

道路整備等に併せて、舗装点検を実施することにより、舗装面の損傷状況を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の町道利用者の安全を確保することができる。
道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の町道利用者の安全を確保することができる。

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の市道利用者の安全を確保することができる。
道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の市道利用者の安全を確保することができる。

(他)さひめ湖線(9-A-95)の橋梁補修等に併せて、橋梁の点検と長寿命化の計画策定を行い、老朽化する橋梁を計画的に補修することで、橋梁の健全度を上げ、長期間の使用が可能となり、広域道路網の維持ができる。
(他)さひめ湖線(9-A-95)の橋梁補修等に併せて、橋梁の点検と長寿命化の計画策定を行い、老朽化する橋梁を計画的に補修することで、橋梁の健全度を上げ、長期間の使用が可能となり、広域道路網の維持ができる。

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の市道利用者の安全を確保することができる。
道路整備等に併せて、路面性状調査を実施することにより、舗装面の損傷状況を把握し必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の市道利用者の安全を確保することができる。

浜田市
計画・調査 大田市
計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 橋梁点検・計画策定21橋(橋長15ｍ未満)

計画・調査

計画・調査 道路ストック総点検

道路ストック総点検
計画・調査 道路ストック総点検 トンネル、舗装、法面点検 益田市

計画・調査
美郷町

道路ストック総点検 トンネル、舗装、法面点検
（１）江津敬川海岸線外 路面性状調査

大田市

大田市

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の町道利用者の安全を確保することができる。

一体的に実施することにより期待される効果

トンネル点検 吉賀町
道路ストック総点検

(他)安田清瀬線外(9-A-14)の橋梁補修等に併せて、橋梁長寿命化修繕計画を策定するための橋梁点検を行い、将来の適正な橋梁補修に活用し橋梁の健全度を上げ、広域道路網の維持ができる。

江津市

トンネル、法面点検

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検

道路ストック総点検
邑南町

津和野町

隠岐の島町
計画・調査

道路ストック総点検計画・調査
トンネル、舗装、法面、道路付属物点検

橋梁、舗装、法面点検

計画・調査

計画・調査

計画・調査

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の市道利用者の安全を確保することができる。

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の市道利用者の安全を確保することができる。
道路整備等に併せて、トンネル点検を実施することにより、変状や附属物の損傷状況を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の町道利用者の安全を確保することができる。

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の市道利用者の安全を確保することができる。

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の町道利用者の安全を確保することができる。

道路整備等に併せて、トンネル点検を実施することにより、変状や附属物の損傷状況を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の町道利用者の安全を確保することができる。

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の町道利用者の安全を確保することができる。

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の町道利用者の安全を確保することができる。

道路整備等に併せて、路面性状調査を実施することにより、舗装面の損傷状況を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の市道利用者の安全を確保することができる。

道路整備等に併せて、管内の道路施設の点検を実施することにより、変状等を把握し、必要な箇所の補修を効率的に実施することができ、管内の町道利用者の安全を確保することができる。

奥出雲町
飯南町

道路ストック総点検
道路ストック総点検 西ノ島町



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・(１)今津下坂田線や(他)二中前線の歩道整備等を行った結果、地域住民や生徒・児童等の歩行者の安全性が向上し、交通事故防止に寄与した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・(２)松江駅東通阿弥陀線や和田１号線の交差点改良等を行った結果、視拒が改善され、道路利用者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 １，８６０人
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 歩道などの現道拡幅事業の実施に伴う交通安全施設の計画的な整備により目標を上回った。

に差が出た要因
最終実績値 １，４６９人

最終目標値 ７５０人
目標値と実績値 歩道などの現道拡幅事業の実施に伴う交通安全施設の計画的な整備により目標を上回った。
に差が出た要因

最終実績値 ５０９人

・(１)安来港飯島線外や(他)三瓶山高原線の舗装補修により、車両の走行性や安全性が向上した。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・(他)今福有福線外９線等の除雪作業に使用する除雪機械を購入することにより、冬期における道路利用者の安全性の向上に寄与した。
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・ 計画的な整備により、引き続き交通事故死傷者数の減少を図る

指標①（交通事
故年間死傷者数
（東部地域））

指標②（交通事
故年間死傷者数
（西部地域））



（参考図面 １／２）
９ 災害に強く、安全安心な暮らしを守る市町村道の整備
（平成２１年度～平成２５年度）
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

9-A-40

9-A-12

9-A-11

9-A-42

9-A-26

9-A-24

9-A-25

9-A-37

9-A-43

9-A-41

9-A-39

9-A-2

9-A-46

9-A-27

9-A-28

9-A-15

9-A-17

9-A-48

9-A-49

9-A-21

9-A-38

9-A-51

9-A-52

9-A-18

9-A-54

9-A-29

9-A-55

9-A-6

9-A-56

9-A-58

9-A-57

9-A-59

9-A-60

9-A-61

9-A-62

9-A-1

9-A-3

9-A-7

9-A-10

9-A-13

9-A-14

9-A-16

9-A-19

9-A-20

9-A-45

9-A-50

9-A-101

9-A-104



（参考図面 ２／２）
９ 災害に強く、安全安心な暮らしを守る市町村道の整備
（平成２１年度～平成２５年度）
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

9-A-66

9-A-64
9-A-65

9-A-9

9-A-69

9-A-68

9-A-67

9-A-70

9-A-71
9-A-72

9-A-73

9-A-4

9-A-75

9-A-76

9-A-30

9-A-8
9-A-36

9-A-32

9-A-31

9-A-80
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