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１．概要 

  平成 27 年 5 月 15 日に国土交通省中国地方整備局より、平成 27 年度予算を踏まえた中国地方

内の直轄道路事業の見通しについて発表がありました。 

  島根県内においては、国道 9号 湖陵多伎道路・大田静間道路・三隅益田道路が平成 27 年度よ

り新たに工事着手する箇所として発表がありました。 

２．中国地方内の主な開通予定 

３．平成 27 年度に新たに工事に着手する箇所 

※同日、中国地方整備局より平成 27 年度の直轄事業の事業計画通知の発表もあり、県内の山陰

道整備の平成 27 年度当初予算は 234.2 億円（対前年度比 1.01 倍）となっています。 

平成 27年度予算を踏まえた直轄道路事業の見通しの発表がありました 

※今回新たに開通年次の発表があった箇所 

島根県内の路線  

高速道路推進課 



高速道路推進課 

１．概要 

  ゴールデンウィーク期間中、下記実施機関にて、高速道路での交通事故防止を目的とした交通

安全キャンペーンを実施しました。 

  併せて、島根県立松江農林高等学校、島根県立松江商業高等学校の生徒の皆さんによる販売、

島根県による観光ＰＲも行いました。 

① 実施日時 平成 27 年 5 月 2 日（土） 

        10 時 30 分～14 時 00 分 

② 実施場所 山陰自動車道 宍道湖サービスエリア 下り線（松江市玉湯町湯町 1296-1） 

 ③ 実施機関 NEXCO 西日本 中国支社 松江高速道路事務所 
        島根県警察本部 交通部 高速道路交通警察隊 
        島根県立松江商業高等学校 
        島根県立松江農林高等学校 
        社団法人 日本自動車連盟島根支部 
        島根県（高速道路推進課）  

 ④ 実施内容 チラシ・グッズの配布、模擬衝突体験、パトカー乗車体験 etc 

２．キャンペーンの状況（写真） 

≪会場の全景≫               ≪県による観光ＰＲ≫ 

「春の交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ in 宍道湖ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ」が行われました 



道路維持課 

社会奉仕活動(道路美化)に努めた方が表彰されました

                 （左）受章者代表を務める杉原さん （右）西村副大臣

◇受章者の活動 

５月１５日、国土交通省において、「平成２７年春の緑綬褒章伝達式」が行われました。 

島根県からは出雲市の杉原 誠さんが受章されました。 

2５年もの長きにわたり、出雲大社門前の勢溜や周辺の歩道・側溝の落ち葉やゴミ、空き缶など

の清掃活動を続けてこられました。 

地元の方々や観光客の方々に気持ちよく通行していただくことに喜びを感じ、清掃活動中に地域

の方々、児童たちから声を掛けられることが励みになっているそうです。 

～緑綬褒章～ 

自ら進んで社会に奉仕する活動に

従事し、徳行顕著な方に対して緑綬褒

章が授与されます。 

 杉原さんは、緑綬褒章を受けられた

方々を代表して西村副大臣から褒章

を受け取られました。 

 また、伝達式の後には受章者の方々

とともに皇居での拝謁に参加されま

した。 

○平成 2年 出雲大社門前の清掃活動を 

始める 

○平成17年 「みんなで育てるしまねの道 

づくり表彰」知事表彰 

○平成21年 「道路交通の安全、道路の正 

しい利用、道路愛護等に努め 

るその功績が顕著な民間の 

団体又は個人に対する表彰」 

国土交通大臣表彰  



道路維持課 

道路維持課では、通行止めなど道路の規制情報をホームページで公開しています。 

また、携帯電話やスマートフォンなどへ規制情報をタイムリーにお知らせする“携帯メール”も配信し

ていますので、下記手順により登録手続きのうえ、ご活用のほどよろしくお願いします。 

道路の規制状況 を「ホームページ」や「携帯メール」でお知らせ 

（ ※ メールの受信には、「しまね防災メール」への登録が必要です）

【 携帯メール ： 通知文（例）】

災害時における全面通行止めのお知らせ イベントによる車両通行止めのお知らせ

道路規制情報

情報発信時刻： 2014/04/02 10:44:56

（新規） 道路規制情報（島根県）

「車両通行止」のお知らせです。

①路線名

(一)木次停車場線

②規制理由

行事

③規制内容

車両通行止

④規制箇所
＜始＞雲南市木次町木次

＜終＞雲南市木次町木次

⑤規制延長

0.03km

⑥規制開始
2014年04月05日18:55

⑦解除(予定)

2014年04月05日21:15

⑧時間帯

時間規制

⑨迂回路

（主）安来木次線～（市）木次上宇山

線

⑩お知らせ

「さくらフェス」のイベントのための
一時的な規制

⑪連絡先１

連絡先２

⑫検索番号
2014000002

道路規制情報のHP (googleマップ)

http://info.bousai-

shimane.jp/RoadInformation/Default.

aspx?mode=99

道路規制情報

情報発信時刻： 2014/04/09 15:48:25

【緊急】 （新規） 道路規制情報（島根

県）

「全面通行止」のお知らせです。

①路線名
(一)美都匹見線

②規制理由

法面崩落

③規制内容

全面通行止

④規制箇所

＜始＞益田市美都町山本（野乃峠）

＜終＞益田市匹見町落合（出合橋）

⑤規制延長

9.5km

⑥規制開始

2014年04月09日14:30

⑦解除(予定)

未定

⑧時間帯

終日

当分の間

⑨迂回路

国道191号～県道波佐匹見線～国道

488号

⑩お知らせ

無し

⑪関連情報

・孤立集落 無

・人的被害 無

・物損被害 無

・路線の交通量 67台
・バス路線の有無 無

⑫検索番号

2014000012

道路規制情報のHP (googleマップ)

http://info.bousai-
shimane.jp/RoadInformation/Default.a

spx?mode=99



道路維持課 

携帯メールの登録手順

① 島根県のトップページから、「防災・気象」のボタンをクリックします。 

    ② 「しまね防災メール」のボタンをクリックします。 

    ③ 表示された“ＱＲコード” を利用して空メールを送信します。 

    ④ 登録用のメールを受信したら、画面にしたがって登録を行います。（次ページ参照） 



道
路
維
持
課
 

携帯メール登録画面の流れ 



平成２５年８月豪雨
県央県土管内
邑南町・美郷町を中心に激しい雨

時間雨量 71mm/h
２４ｈ雨量 432mm/24h

(日貫観測所)

山間地を中心に被害

林道被害 ３６路線
７１箇所
※県央県土分

１．平成２５年災害の概要

県央県土整備事務所　治山・林道課

２．災害復旧事例

石見高原線 原山線 柚ノ木谷線

よみがえった林道 ～ 災害復旧 ～
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被害額：百万円 林道被害額：百万円

平成２５年７月・８月に発生した豪雨は県西部に甚大な被害をもたらし、県央県土管内でも邑南町・美郷

町を中心に林道災害が発生しました。

発生より２年近くがたち、復旧もほぼ完了しましたので、その林道被害状況と災害復旧を紹介します。

【復旧状況】

平成27年4月現在、すべての被災箇所（36
路線71箇所）が完了しました。

最後に県央県土管内を襲った豪雨災害における林道被害も市町担当者さんや各請

負業者さんの御協力や御努力により速やかに復旧されました。この場を借りまして

お礼申し上げたいと思います。


