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路　線　名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 対策内容の見直し 事業主体
対策実施

状況

郷田 3 3
市道　御幸通線
市道　水源地通線

歩道がなく車道も狭い 道路整備、歩行空間の確保 江津市 H30工事完了

郷田 5 5 市道　ウナギ谷線 道路が狭く側溝に蓋が無い 蓋設置・側溝改修 江津市 R01工事完了

郷田 7 7 市道　江津駅裏線 ＪＲ用地の溝に蓋がなく、道路が狭いので落ちる危険性がある 転落防止対策 江津市

郷田 8 8 県道　江津港線（あけぼの通り） 歩道がなく、道路が狭い上車が多く危険 道路拡幅と歩道整備 島根県 Ｈ30完了

郷田 9 9 県道　江津港線（あけぼの通り前から築港線） 車両の通行が多く、道路が狭いので危険 歩道の設置を含めた道路改良 島根県 R01用地買収

郷田 10 新規 市道　上新町団地幹線 側溝に蓋が無い（1年生児童が側溝に落ちてけがをした） 側溝の整備 江津市 H31要望

郷田 11 新規 市道　ウナギ谷線 横断歩道、停止線、スクールゾーン表示が消えかかっている 横断歩道等の表示整備 江津市 H31要望

渡津 5 7 市道　渡津太田線 大型側溝に蓋がなく、転落すると危険 蓋設置・側溝改修 転落防止柵の設置 江津市

渡津 6 8 市道　塩田嘉戸線 側溝に蓋が無い 蓋設置・側溝改修 江津市 H29完了

渡津 7 9 市道　塩田中通線 道路が狭く、側溝に蓋がない 側溝蓋の整備 江津市 H29完了

江津東 5 8
市道　浅利上町宮町線
市道　浅利上町宮町2・3号線

道路が狭く、側溝に蓋が無い 蓋設置・側溝改修 江津市 H29完了

江津東 7 10 市道　下都治線 斜面から落石があり、危険 落石防護柵の設置 江津市

江津東 8 11 市道　浅利黒松線 区画線が消えている 区画線の設置 江津市 R02完了予定

江津東 9 12 市道　浅利黒松線 側溝に蓋が無い 蓋設置・側溝改修 江津市 H29着工（R2継続）

江津東 13 16 市道　黒松吉浦線 道路が狭く、側溝に蓋がない、H28調査：蓋が劣化 側溝蓋の整備 江津市 R02工事予定

江津東 15 18 市道　浅利黒松線 住京前付近で車がスピードを出して走る 減速表示 江津市 R02工事予定

江津東 18 21 県道　大田井田江津線 大型車両の通行が多く、道路が狭いので危険 歩道の設置を含めた道路改良
バイパス整備（都治２工
区）

島根県 R02着手予定

江津東 19 22 県道　川平停車場線 車両の通行が多く、道路が狭いので危険 歩道の設置を含めた道路改良 バイパス整備（後地工区） 島根県 R01用地買収

江津東 20 23 市道　本郷波来浜線 歩道がなく、道路が狭いので危険 道路改良による歩行空間の確保 江津市

江津東 21 24 市道　尾浜東線 側溝に蓋がない 側溝蓋の設置 江津市
H30要望
Ｈ30工事完了

川波 4 5 市道　宇津川線 道路が狭く、川へ転落する危険がある 道路の拡幅改良 江津市

川波 5 6 市道　波子３号線 道路が狭く、側溝に蓋がない 蓋設置・側溝改修 江津市

川波 6 7 市道　波子中央線 道路が狭く、側溝に蓋がない 蓋設置・側溝改修 江津市

川波 7 8 市道　敬川青山線 道路が狭く、側溝に蓋がない 蓋設置・側溝改修 江津市

川波 7 9 市道　敬川青山線 外側線が消えている 区画線の設置 江津市

川波 8 10 市道　敬川川波線 道路が狭い 蓋設置・側溝改修 注意喚起等表示設置 江津市

川波 10 13 市道　江津敬川海岸線 区画線が消えている 区画線の設置 江津市 H30着手（R1継続）

川波 13 18 市道　川波小学校線 児童の歩行スペースが狭く危険 転落防止柵の設置 江津市
H29新規
Ｈ30工事完了

津宮 4 10 市道　都野津二宮線 外側線が消えている 区画線の設置 注意喚起等表示設置 江津市

津宮 7 17 市道　都野津神村線 歩道が狭く段差が多い
路肩のカラー舗装化、ラバーポール
設置

江津市
Ｈ28.29着工（R2完了予
定）

津宮 18 市道　神主敬川境線 大型車両の通行が多く、歩道が必要 歩道の設置 江津市

津宮 19 市道　神主敬川境線 踏切内に歩道がない 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） 歩道幅員減少等の表示 江津市 青陵中学校№5と重複

津宮 9 20 市道　青山４号線 道路が狭い 道路拡幅 注意喚起等表示設置 江津市

津宮 10 21 市道　水尻川西1～7号線 道路が狭い 蓋設置・側溝改修 江津市
H30より着手中
(R2完了予定)

津宮 22 市道　都野津敬川中央線 水尻橋は幅員が狭く歩道が未整備 橋梁の拡幅 江津市

津宮 23 市道　都野津敬川中央線 道路が狭く側溝に蓋が無い 蓋設置・側溝改修 江津市

津宮 12 24 市道　和木都野津線 道路が狭く側溝に蓋が無い 蓋設置・側溝改修 江津市

津宮 13 25 市道　都野津２９号線 道路が狭い 道路拡幅 注意喚起等表示設置 江津市

津宮 14 26 市道　先折居住宅線 道路が狭く側溝に蓋が無い 蓋設置・側溝改修 江津市 R02完了予定

津宮 15 27 市道　都野津４号線 道路が狭く側溝に蓋が無い 蓋設置・側溝改修 江津市

津宮 16 28 市道　人丸海岸線 道路が狭く側溝に蓋が無い 蓋設置・側溝改修 江津市

津宮 29 市道　赤羽根幹線 大浜橋の幅員が狭い 橋梁拡幅 江津市

津宮 30 市道　赤羽根幹線 道路が狭く、側溝に蓋がない 蓋設置 江津市

津宮 18 31 市道　江津敬川海岸線 区画線が消えている 区画線の設置 江津市

津宮 19 32 市道　半田浜団地幹線他
道路が狭く、側溝に蓋がない。また、外側線と停止線が未整備であ
る。

側溝蓋設置、外側線と停止線の整
備

江津市

津宮 20 33 市道　都野津敬川中央線 国道との交差部付近で、歩道と車道の境がない
交差点改良の検討又は側溝改良と
外側線整備

江津市 R01着手（R2完了予定）

津宮
（跡市）

21 4 県道　皆井田江津線 歩道がない 歩道整備 歩道整備＋バイパス整備（跡市工区） 島根県
H29より改良工事
Ｒ02完了予定

津宮 22 36 水尻川左岸 川へ転落する危険がある 転落防止柵の設置 島根県 H29新規、H29完了

津宮 23 新規 都野津北部幹線
十字路において見通しが悪く、また道路交通量及び速度が速いため危険
石見交通バス停側に歩道がない

外側線整備 江津市 R2完了予定

高角 3 4 市道　星島線 踏切部分の歩道が未整備 踏切の拡幅と歩道の整備 江津市 R01工事着手（R2 継続）

高角 6 7 市道　和木新開１号線 道路が狭い 蓋設置・側溝改修 江津市

高角 7 8 市道　北新地2～8号線 歩道が未整備 蓋設置・側溝改修 江津市

高角 8 9 市道　新川団地1～４号線 道路が狭い 蓋設置・側溝改修 江津市 R03工事予定

高角 10 13 市道　中祖線 歩道が未整備 蓋設置・側溝改修 江津市 Ｈ29工事完了

高角 12 15 市道　江津敬川海岸線 区画線が消えている 区画線の設置 江津市

高角 13 16 市道　地下中央線他 道路が狭く、側溝蓋がない。 側溝蓋の整備 江津市

高角 14 17 市道　和木南新地１号線他 外側線が未整備 外側線整備 江津市

高角 17 20 市道 　江津敬川海岸線
歩道がなく、橋梁部では路側帯が狭くなっているので、歩行スペー
スがない。

道路改良による歩道確保 江津市

高角 20 22 市道　江津敬川海岸線 交通量が多く横断が危険 路面表示「横断者注意」設置 江津市 H29新規、H29完了

桜江 3 6 市道　志谷線 大雨の時に冠水して、通行できなくなる 道路改良 江津市 Ｈ29完了

桜江 4 7 市道　山手月の夜線 大雨の時に冠水して、危険 道路改良 江津市 R01工事着手（R2 継続）

桜江 6 10 市道　下市線
歩道が未整備なので、Ｌ型側溝を蓋掛け側溝に改修をお願いした
い

側溝改修 江津市
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