
No． 学校名 路線名 危険箇所の状況等 対策実施者 対策内容

対策
完了
（予定）
時期

1 横田中学校 国道314号線
八川トンネル出口付近の小八川橋バス停は雪深い場所である
が、バス停付近に雨風や雪等から身を守る屋根がない。バス停
用の小屋設置を要望する。

奥出雲町
（地域づくり推進課）

中八川自治会、小八川自治
会により設置していただきま
した。

対策完了

2 横田中学校 町道樋口多久野線

横田幼児園から鳥上小学校に向かう道路は、道幅が狭く、歩道
がない。設置が可能ならば歩道を設置していただきたい。
また、夕方など街灯もなく危険である。交差点や街灯までの間が
広いところには街灯を設置して欲しい。

奥出雲町
（建設課）

新規路線の改良には多額の
費用と計画から完了まで長い
年月を要します。

R８以降

3 布勢小学校
町道八代郡線
町道宮廻線

区画線が消えている箇所が多くある。特に狭隘部、連担地、カー
ブ区間では子供たちの存在に気付くタイミングが遅れれば大きな
事故につながる危険性を感じている。よって、区画線の線引きの
し直しを早急にお願いしたい。特に玉湯吾妻山線～八代駅区
間、八代東部区間、町道宮廻線郵便局前～防火水槽付近を早
急に対応いただきたい。

奥出雲町
（建設課）

【八代郡線(馬馳)】
今年度舗装工事を実施して
いる箇所については、区画線
を併せて実施します。

【八代郡線(八代)】
一部区画線を実施します。

【宮廻線】
交通安全事業の中で優先順
位を定めて、予算の範囲内で
実施します。

【八代郡線（馬馳）】
Ｒ５以降

【八代郡線（八代）】
Ｒ５以降

【宮廻線】
Ｒ４以降

4 布勢小学校
町道馬馳八代線
町道宮廻線
町道新宅線

町道馬馳八代線と町道宮廻線の三叉路及び町道馬馳八代線と
町道新宅線の三叉路は見通しが悪い。子供たちの通学時、運転
手の注意がカーブミラーや直進車に集中され、子供たちの存在
に気付かない恐れがある。実際点検時においても車の停車が遅
れ、危険な状態も確認された。よってこの三叉路に停止線を設置
し、運転者への注意喚起を促して欲しい。

奥出雲町
（建設課）

昨年度停止線を２箇所設置し
ました。

対策完了

5 布勢小学校
主要地方道玉湯吾妻山線
町道八代郡線

主要地方道玉湯吾妻山線と町道八代郡線の三叉路にある横断
歩道及び停止線について、主要地方道の歩道も完成間近とな
り、今後、通学路とする予定である。しかし、この横断歩道や停
止線が見えにくい上、交通量の多い三叉路であるため横断歩道
付近と停止線前のカラー舗装を設置いただき運転者への注意喚
起を促して欲しい。

奥出雲町
（建設課）

公安委員会

（建設課）
八代郡線の舗装整備工事に
併せて検討します。

（公安委員会）
道路標示の補修を来年度以
降に実施します。

（建設課）
Ｒ４以降

（公安委員会）
Ｒ４以降

6 布勢小学校 県道木次横田線

玉湯吾妻山線から三所方面に向かう県道木次横田線の上三所
地内は、歩道がない上、車がかなりのスピードを出すため危険で
ある。特に、大きなカーブの地点は「この先カーブ」の表示しかな
く、見通しも悪い。よって、縁石やガードパイプを設置していただ
きたい。

島根県
（仁多土木事業所）

馬馳方面からの車が内回りし
て路肩内に入り児童と接触す
るのを防止するため、クッショ
ンドラムを設置しました。

対策完了

7 布勢小学校 主要地方道玉湯吾妻山線

小学校前に設置されたバイパスの歩道が開通し、7月から2つの
登校班が利用している。広くて歩き易いが、朝の通行量の多さに
加え、スピードを出す車が往来する怖さも感じている。佐白地区
にはガードパイプが設置され、安全性が高まったので、同様な処
置を小学校から丸京石油までの間にしてもらいたい。

島根県
（仁多土木事業所）

(有)サンコー付近の下りカー
ブ付近についてガードパイプ
の設置を検討します。 Ｒ４予定

8 三成小学校 国道４３２号線
滝坂交差点押しボタン信号機付近は、見通しが悪く登校時に警
察官の見守りを希望する。

公安委員会
登下校時間帯の街頭活動を
強化しています。

実施中

9 三成小学校 国道３１４号線

国道３１４号線を亀嵩方面に直進する車がコンビニ（ファミリー
マート）に入る車や右折車を追い越すため、左側の歩道に入るこ
とが多々あり、大変危険である。歩道を守るためのポール等の
設置を要望する。

島根県
（仁多土木事業所）

沿道家屋の出入りに支障が
ない範囲でポストコーンを設
置しました。

対策完了

10 高尾小学校 主要地方道玉湯吾妻山線

鬼の舌震の駐車場付近の道路は片側が歩道になっており、その
歩道側へ移動するために交差点のところを横断しなければなら
ない児童がいる。中学生も登校時は歩道の反対側に渡り、バス
に乗車する。児童、生徒の安全な横断のため横断歩道の設置を
希望する。
朝夕の交通量が多く、スピードも出やすい場所であるため、運転
者に注意を促すため、「横断者あり」等の注意看板の設置を希望
する。

奥出雲町
（教育魅力課）

合同点検後にお願いした通
り、学校や地域住民によるボ
ランティアでの見守り対応とし
ます。

実施中

11 亀嵩小学校 国道432号線

町道から国道へ出る交差点の見通しが悪いため、スクールゾー
ンを目立つようにしてほしい。（特に、学校、幼児園近くの横断歩
道の片側（湯野神社側）からの見通しが悪い。）
また、横断歩道が薄くなっているので、引き直して欲しい。

公安委員会
道路標示の補修を来年度以
降に実施します。

Ｒ４以降

12 阿井小学校 町道堀下口線
側溝の蓋（金網）が下に落ちるので、たまたま児童が踏んでし
まったら危険である。児童の通学路であるので、金網が落ちない
ようにして欲しい。

奥出雲町
（建設課）

グレーチングを交換しました。
対策完了

13 阿井小学校 国道432号線
児童が国道を横断し、登校している。通行車両が多いが、横断
歩道が全く見えない状態にあり危険である。早急に横断歩道の
引き直しを要求する。

公安委員会
道路標示の補修を来年度以
降に実施します。 Ｒ４以降

14 阿井小学校 国道432号線

複数の児童が登下校時に国道を横断する必要があるが、近くに
横断歩道がなく危険である。（「横断者あり」の表示はあるが、運
転手からは見えにくく大事故につながる可能性がある。）
カラー舗装等スピード原則のために対応をお願いしたい。また
は、運転手から児童が見えるようにカーブミラーの設置をお願い
したい。

奥出雲町
（教育魅力課）

合同点検後にお願いした通
り、学校や地域住民によるボ
ランティアでの見守り対応とし
ます。 実施中

15 三沢小学校 町道三沢線

三沢小学校の坂を下りたところであるが、溝蓋をはめる枠の部
分（コンクリート）が欠けて穴状になっている。
登下校中及び校内ロードレース中に足を取られ転倒する児童が
相次いでいる。コンクリート部分の補修を要望する。

奥出雲町
（建設課）

修繕しました。
なお、転倒等危険な状況があ
れば、随時情報共有をお願い
します。

対策完了

16 鳥上小学校 県道印賀奥出雲線
卜藏橋前横断歩道。横断歩道や停止線の白線が消えかけてお
り、運転手が気付きにくい可能性がある。白線の引き直しを要望

公安委員会
道路標示の補修を来年度以
降に実施します。

Ｒ４以降
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17 横田小学校 国道314号線

歩道が途中で途切れているため、自動車と接触をすることが考
えられる。
実際、昨年度冬に車がスリップして児童に接触（怪我なし）をして
いる。
現在は、歩道が切れたところで横断をして、反対側の歩道を歩く
ように指導している。事故が発生しているので、早急に歩道の設
置を求める。

奥出雲町
（教育魅力課）

関係機関と協議した結果、
歩道の設置は難しいです。
合同点検時に依頼した通
り、川側の歩道を使ってい
ただきますようお願いしま
す。また、川側の歩道を使
用するにあたり、補修箇所
の要請がありましたら、仁
多土木事業所と共有し、対
策を実施します。

依頼済み

18 横田小学校 県道草野横田線
道幅が狭く、歩行者が通りにくい。細い道の割には歩行者が多
い。
道路を拡張して安全な歩道を敷設できれば良い。

島根県
（仁多土木事業所）

家屋が連担しているため、道
路拡張を行い、歩道を設置す
ることは難しいと考えますの
で、路肩部のカラー化をおこ
ない車への注意喚起をおこな
います。

Ｒ４予定

19 横田小学校
県道横田伯南線
県道草野横田線

三叉路は交通量が多く、自動車側からの見通しも悪いため、歩
行者を発見しずらい状況にある。また、それに続く県道横田伯南
線には歩行者専用道路がなく、危険である。三叉路の見通しをよ
くし、県道横田伯南線には歩行者専用道路をつけて欲しい。

島根県
（仁多土木事業所）

道路両側に建物が建ち並ん
でおり交差点改良や歩道新
設は困難な状況ですので、水
路部を含めた路肩のカラー化
をあらためておこない車への
注意喚起をおこないます。

Ｒ４予定

20 八川小学校 県道下横田出雲三成停車場線

スピードを出す車が多い。上り車線には「横断者あり」の表示が
あるが、よりスピードの出る下り車線側には何も表示がない。
よって「減速」等の表示、または看板の設置を要望する。T字路で
の「止まれ」表示もやや薄くなっているので、もう一度はっきり見
えるよう要望します。

公安委員会

島根県
（仁多土木事業所）

（公安委員会）
道路標示の補修を来年度以
降に実施します。

（仁多土木事業所）
土橋バス停付近には両車線
とも「横断者あり」の路面標示
を、国道に向けた下り車線に
は車線内側に破線（ドットライ
ン）を設置済みであり、これ以
上の対策は考えておりませ
ん。

（公安委員会）
　Ｒ４以降

（仁多土木事業所）
　対策完了

21 八川小学校 国道３１４号線
見通しが良くないため、北進する車は見えにくいです。バス停近
くの足型は「止まれ」の表示だとは思いますが、看板設置ができ
るよう要望します。

島根県
（仁多土木事業所）

「横断者あり」の路面標示を
実施しました。

対策完了

22 八川小学校 国道３１４号線

八川小学校前の押しボタン式信号機付近の横断歩道ですが、薄
くなってきているため、はっきり見えるように要望します。
また併せて、①「総合衣料ひがしや」近く、②八川小学校前、③
八川コミセン前について、横断旗が破れていたりする状態にある
ため、新規のものへ交換していただくことを要望します。

公安委員会

交安協八川支部

（公安委員会）
道路標示の補修を来年度以
降に実施します。

（公安協八川支部）
数本新調し、古市の公民館前
等で使用しています。

（公安委員会）
　Ｒ４以降

（交安協八川支部）
　対策完了

23 馬木小学校
町道矢入線
町道川東下垣内線

矢入の十字路（四反田橋付近）が停止線のみ「止まれ」の道路標
示がない。幅もほぼ同じで、知らない人は優先道路がわかりにく
い。子供も歩くため、道路に「止まれ」の印字をお願いしたい。
（以前初心者の方が止まらず進まれ、怖い思いをしたことがあ
る）

奥出雲町
（建設課）

昨年度「トマレ」表示の印字を
行いました。

対策完了

24 馬木小学校 主要地方道玉湯吾妻山線

一部歩道ができたため、ずいぶん安心になったが、直線が多く、
速度を出す車が多いため、「速度を落とすメッセージ看板」の設
置を望む。また、徒歩通学エリアの歩道の早期完成を要望する。

島根県
（仁多土木事業所）

道路管理者によるメッセージ
看板の設置は困難ですが、
歩道整備については、現在小
学校側から行っていますの
で、予算確保を行い早期完成
に努めます。

未定

25 馬木小学校 町道馬木三成線
馬木駐在所から大馬木分かれまで歩道がなく、特に冬季、積雪
があると歩けなくなるため、道路を広げていただきたい。

奥出雲町
（建設課）

新規路線の改良には多額の
費用と計画から完了まで長い
年月を要しますのでご理解く
ださい。
なお、今年度も一部区画線を
実施します。

Ｒ１１以降


