
① 通学路の危険箇所対策一覧表【Ｈ27年度】

平成２７年８月２６日（水）

仁多地域１５名、横田地域１５名

雲南地区交通安全協会各支部長、雲南警察署交通課三成広域交番、仁多土木事業所、奥出雲町役場（建設課・町民課・教育総務課）

NO. 学校名 路線名 危険箇所の状況等 対策内容 対策実施者

対策
完了

（予定）
時期

1
国道432号線（仁多中学校～
三成遊園地まで）

冬季除雪作業があると歩道が歩けなくなり、登下校時には車道を歩かなけ
ればならない状況である。
◇生徒が歩くスペースを確保した歩道の除雪

対策済 島根県 H27

2
国道432号線（仁多中学校前
交差点）

中学校前の信号機で、赤になっていても止まることができない車が多く危険である。また、国道
沿いのため、交通量も多い上、カーブで見通しも悪い状況である。
◇「横断歩道あり」「減速マーク」等の路面表示や「学校あり」「通学路」等の看板の設置

対策済 島根県 H27

3 横田中学校
国道314号線（八川コミセン
前）

三井野原方面から来る車はこの交差点で児童・生徒が横断するとき、看板が視界を
遮り、見通しが悪く危険である。
◇安全に横断できるよう、看板の移動

民間の看板であり、県としての対応は困
難です。

4
県道玉湯吾妻山線（奥出雲
交通佐白宮の下バス停前）

山側を通って児童が登下校しており、カーブでも車のスピードが速く、歩道
もなく非常に危険である。
◇歩道の設置

対策について、具体的な検討に着手し
ます。

島根県 H30

5
県道玉湯吾妻山線
(丸共GS～(有)サンコー前)

町道の通学路は幅員狭小。冬季は屋根からの落雪等で大変危険である。
町道は歩道設置困難。

歩道の設置中 島根県 H29

6
国道314号線（ファミリーマー
ト～仁多タクシー）

ファミリーマートへ右折する車が対向車線の車を待つ間、後方のから来る直進車が
路側帯に入って通過するため、危険である。
◇児童が安全に歩行できるよう安全対策を図ってほしい。

現状として、両側に家があり、交差点の
改良対策は困難です。

島根県

7
町道上三成中央線（安部屋
商店駐車場～吾妻そば駐車
場）

歩道がなく、また歩行空案が十分に確保されていない。車道は1車線であるが幅員が6.0mと広
く、スピードを出す車も見られ、危険である。
◇車道幅員を狭くし、幅広の路肩の設置。または路肩を着色し、視覚効果により車両のスピー
ドを低下させる整備。

町道改良要望は町内各所から多く要望いただいており
ますが、現在多くの継続事業を実施中でありますので、
新規路線の事業着手は財源の確保も含め時間が必要
ですのでご理解ください。

奥出雲町
（建設課）

未定

8 サンクス入口進入路
歩道脇の側溝に蓋がなく、落差が大きくて危険である。
◇歩道等にガードレール等の柵設置

県道、町道のいずれでもないことから、
土地所有者に相談していただき、対応
の検討をお願いします。

9
国道314号
（横田別れから三成発電所ま
で)

発電所から先は歩道がなく危険。交通量が多く、スピードを出す車
が多い。急カーブもあり、車が飛び出してくることがある。（No.1と同
じ）

歩道の設置中 島根県 H32

10
県道玉湯吾妻山線
(町道滝坂線～県道下横田出
雲三成停車場線)

歩行空間が十分に確保されていなく、危険である。
「街つくり・道つくり検討委員会」で別途
検討

島根県 H29

11
国道432号線（島根リハビリ
テーション学院付近の信号交
差点の法面）

国道脇の法面にある水抜き穴から出る水が歩道を濡らし、冬季には凍結し
て危険である。
◇凍結を防ぐ為、水が側溝に入るようにパイプ等の設置

対策済 島根県 H27

12
町道高尾線（高尾小学校入
口～上高尾入口バス停の間）

道幅が狭く、路肩の草が茂ると児童が道路中央に寄りがちになる
ため危険である。
◇児童が安全に登下校できるように、道路の拡張

町道改良要望は町内各所から多数の要望いただいてお
りますが、現在、多くの継続事業を実施中でありますの
で、新規路線の事業着手は財源の確保も含め時間が必
要ですのでご理解ください。

奥出雲町
（建設課）

未定

13
町道高尾線（上田勝善宅から
西へ向かう道路）

野間峠の幅員が狭く、見通しも悪いため、危険である。
◇児童が安全に登下校できるように、道路の拡張

町道改良要望は町内各所から多数の要望いただいてお
りますが、現在、多くの継続事業を実施中でありますの
で、新規路線の事業着手は財源の確保も含め時間が必
要ですのでご理解ください。

奥出雲町
（建設課）

未定

14
県道玉湯吾妻山線
(上高尾別れバス停～宇根の
県道)

交通量が多いにもかかわらず、歩道が無く、路肩を歩くことになり
危険。

歩道の設置中 島根県 H30

15
県道玉湯吾妻山線
(上高尾別れバス停～錦織商
店の県道)

交通量が多いにもかかわらず、歩道が無く、路肩を歩くことになり
危険。

歩道の設置中 島根県 H30

16 亀嵩小学校
国道432号線（仁多電子工業
前）

車の通行量が多く、横断歩道もないため、右側に渡ることができな
い。左側通行で登下校しており、大変危険である。
◇横断歩道の設置

カーブ付近には設置できません。注意
して通行してください。

公安委員会

17 高田小学校
大仁農道（高田公会堂向か
いの歩道）

歩道の縁石が何箇所か破損しているため、通行の妨げになってお
り危険である。
◇縁石の破損部分の撤去と修復

予算の範囲内で順次整備予定です。
奥出雲町

（農林土木課）
H27

18 阿井小学校
国道432号線（加藤仁美宅付
近の横断歩道）

登下校時に児童が国道を横断しており、この横断歩道がカーブの直後にあるため運転者からは横断者が見え
にくく危険である。また、松江自動車道の開通に伴い、通行量が増加している上、スピードを出して通行する車
が多い状況である。
◇児童が安全に横断できるよう、「横断歩道あり」、「横断する児童あり」等の注意を促す表示、看板等の設置
及び路面標示等の設置

教育委員会と相談して対応を検討しま
す。

島根県 未定

19
鴨倉農道（藤原茂樹宅～北東の吉川
博正宅前の道路～二つ目の分かれ
道付近まで）

白線が消えているため、車道と路肩の見分けがつかず歩く際に危
険である。
◇白線の引き直し

予算の状況により、直ちに全ての修繕を行う
ことはできませんが、本年度より予算の範囲
内で対応してまいります。

奥出雲町
（農林土木課）

未定

20
町道三沢河内線（古山茂男
宅～山田隆行宅の間）

伐採した竹が路肩に入り込み、歩行の妨げとなり、また怪我をする
恐れがあり危険である。
◇伐採した竹の撤去

伐採された竹の処分については、地権
者及び地元での対応をお願いします。

21
町道三沢線（景山淳宅～小
林運送の間）

歩道に草が生い茂り、路肩が歩きにくい状況である。
◇除草

町道沿線の草刈りについては、町内各所から多数要望
をいただいております。対象地域が町内全域であり、限
られた人数の作業員での対応となるため逐次行ってまい
ります。

奥出雲町
（建設課）

未定

22
県道印賀奥出雲線（奥出雲交通山郡
バス停付近～教会前バス停に向かっ
て数メートル）

水路の蓋がなく、子供たちの通学に危険である。
◇水路の蓋を設置

規格以上の幅員あり、また子どもの遊び場にもなってい
ます。危険回避の場所なのか確認していただきたいで
す。様々な方面の意見を伺い、対応を検討します。

島根県 未定

23
県道印賀奥出雲線（王子橋
～日向側公会堂まで）

鳥取方面に向かう車など交通量が多い状況であるが、歩道がない
ため危険である。
◇安全を確保するために、歩道の設置

現在整備中であり、早期完成に努めま
す。なお、本年度は王子橋の架替に着
手します。

島根県
未定
(整備中)

24
県道横田伯南線（門脇俊吉
宅～西側）

鳥取県へ抜ける道で、大型車両の通行も多く、スピードを出している車も通っている
が、歩道の途切れている箇所があるため危険である。
◇安全に通行できるように、途切れている部分の歩道の設置

交通安全（歩道整備）事業については、現在
複数個所で実施中であり、早期の事業着手
は困難な状況です。

島根県 未定

25
国道314号線（藤原輝夫宅～
木次横田線入口までの国道）

国道沿いで通行車両も多く、またスピードを出している車もあるが、歩道が
切れている箇所があり、登下校の際に危険である。
◇歩道が切れている部分（法面側）に歩道の設置

歩道が良い対策なのか等、地元と相談
したいです。蓋は検討します。

島根県 未定

26
県道下横田出雲三成停車場
線（土橋住宅～松崎スミ子宅
までの間）

児童の登校時には交通量が多く、またスピードを出している車も多いため、
危険である。
◇安全が確保できるように、歩道の設置

交通安全（歩道整備）事業については、現在
複数個所で実施中であり、早期の事業着手
は困難な状況です。

島根県 未定

27 国道314号線（美好乃前）
歩道に穴が開き、砂で埋めてあるが、児童が登下校する際につまづき、け
がをすることが予想され危険である。
◇歩道の修理

対応済 島根県 H27

点検実施日　：

点検参加者数：

点検参加者　：

仁多中学校

布勢小学校

三成小学校

高尾小学校

三沢小学校

鳥上小学校

横田小学校

八川小学校


