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雲南加茂スマートインターチェンジが開通しました！
高速道路推進課

雲南市とＮＥＸＣＯ西日本が進めてきた雲南加茂スマートICが

令和4年８月７日（日）午後３時に開通しました。

このスマートICの開通は、中国横断自動車道尾道松江線の利便性

向上に寄与し、周辺の企業団地からの物流の効率化やさらなる企業

誘致の促進など、地域経済の活性化に加え、定住対策にもつながる

ことが期待されています。

雲南加茂スマートＩＣは三刀屋木
次ＩＣ～宍道ＪＣＴ間のうち、三
刀屋木次ICから4.5㎞、宍道JCT
から6.1㎞に位置しています。

令和4年8月７日（日）に開催された開通式典には、丸山達也島根県知事、石飛厚志雲南市長、
地元選出国会議員らが出席し、万歳三唱、はさみ入れ・くす玉開きなどが行われました。

雲南市役所
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邑智郡邑南町上田

安心安全で快適に走れる
道路が増えました

道路建設課
県央県土整備事務所
浜田県土整備事務所
隠岐支庁県土整備局

一般県道三隅井野長浜線 田橋２工区

主要地方道甲田作木線 日南川工区

国道４８５号 西村２工区

Before

位置図

田橋２工区

浜田市役所

浜田港
島根県立大

文

Before

位置図

西村２工区

白島

水若酢神社

隠岐の島町
五箇支所

隠岐の島町
布施支所

位置図

日南川工区

邑南町
羽須美支所

Before

浜田市田橋町～内村町

隠岐郡隠岐の島町西村
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十間川広域河川改修事業とあわせて橋梁の架け替えを実施している一般県道多
伎江南出雲線神門工区で施工中の持田橋において、地元の神門コミュニティセン
ターの提案により、持田橋の橋名板を地区の子供たちに書いてもらいました。
令和４年8月２０日（土）には、現地にて橋名板の除幕式を行い、施工業者よ
り記念品の贈呈を行いました。当日は、悪天候が心配されましたが、式の最中は
雨が降ること無く、無事に除幕式を行うことができました。

道路建設課・出雲県土整備事務所

（一）多伎江南出雲線（神門工
区）持田橋では、橋下を流れる二
級河川十間川水系十間川の河川改
修事業に伴って川幅を広げるため、
橋梁の架け替え工事を実施してお
ります。
令和３年度から、河川事業と平
行して迂回路の設置、橋梁下部工
の施工に着手し、令和4年6月に橋
梁上部工の桁架設を行いました。
今後、全面開通に向けて舗装工
事等を行ってまいります。

（一）多伎江南出雲線 神門工区 持田橋

地元小・中学生に橋名板を書いてもらいました

たきこ う な ん い ず も か ん ど も ち だ ば し

神門工区 L=70m

持田橋 L=25m

平面図

位置図

凡例

十間川　河川改修前
十間川　河川改修後
持田橋
多伎江南出雲線　神門工区

橋名板と記念撮影

完成した持田橋

橋名板は現場近くにある、地区
の習字教室に通う、小学生２名、
中学生２名の計４名にそれぞれ書
いてもらいました。
思いのこもった作品はどれも大
人顔負けの立派な出来映えでした。

じっけんがわ
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農村整備課

　本農道は、島根県東部の飯南町上赤名に位置し、国道54号線に通じる町道赤名井戸谷線と接続する延
長７７０mの農道です。約７haの農地に隣接しており、農道としての役割の他に地域住民の生活用道路として
も活用されています。
　整備前は、幅員がおよそ３mと狭小であり、車両同士のすれ違いや農業用機械の輸送に支障がありまし
た。このため、平成３０年度から幅員を５．０mに拡幅する整備に着手し、このたび、用地を提供いただいた地
権者ならびに関係者の方々のご協力により、令和４年６月に整備が完了しました。
　この整備により、車両の走行性、安全性が向上し、大型農業用機械の搬入も可能となりました。また、救急
車等の緊急車両や福祉車両車の通行も容易となりました。

向谷農道 位置図

整備状況

整備前の現道 整備後の農道

県内位置図向谷農道

向谷農道

Ｌ＝７７０ｍ

町道赤名井戸谷線
国道５４号線

広島方面

＜事業概要＞

事業名 ： 農山漁村地域整備交付金

（中山間地域総合整備事業）

地区名 ： 飯南地区

延○長 ： ７７０ｍ

幅○員 ： 全幅５．０ｍ、車道幅員４．０ｍ

- 4 -



道路維持課 

道路愛護等に努めた方々が表彰されました

◇受賞の皆様

８月24日、松江テルサ（松江市）において、「道路交通の安全、道路の正しい利用、道路愛

護等に努めその功績が特に顕著な民間の団体又は個人に対する国土交通大臣表彰」の伝達式と

「みんなで守り育てるしまねの道と川の愛護活動表彰」の授与式が行われました。 

～国土交通大臣表彰～ 

国土交通省では、８月の「道路ふれあい月間」中に「道路交通の安全、道路の正しい利用、道路愛護等に

努めその功績が特に顕著な民間の団体または個人に対する表彰」という名称の国土交通大臣表彰を行ってい

ます。島根県からは３団体が表彰されました。 

●美郷町立大和中学校（邑智郡美郷町） 

  中学校の年間行事として、地域の美化活動を行う

ことにより郷土愛を育てることを目的に、道路上の

ゴミ拾い等のボランティアを毎年実施されていま

す。 

  生徒会の委員会が実施方針を計画され、全校生徒

が活動に参加いただいています。

●椛谷森の会（鹿足郡吉賀町） 

 当団体は、吉賀町椛谷地域で森や川に関わる活動を

行うことで、持続可能な地域作りを目的とし設立され

た団体です。 

県管理道路10Km以上を、毎年４回定期的に草刈

活動をされており、道路本来の維持機能だけでなく、

景観の維持にも大いに貢献しておられます。 

（伝達式は、津和野土木事業所において実施） 

左から：知事、美郷町立大和中学校 

●反辺自治振興協議会（出雲市）

 県管理道路約15Km及び市管理道路約10Kmを

対象に、当協議会の各自治会が除草や清掃等の活動

を行っておられます。 

また、団体としての一斉活動以外にも日常的に道

路愛護活動を行っておられ、地域の環境整備に大い

に貢献しておられます。 

左から：津和野土木事業所長、椛谷森の会 
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道路維持課 

～島根県知事表彰～ 

 島根県では、「みんなで守り育てるしまねの道と川の愛護活動表彰」という知事表彰を行っています。 

道路部門では、長年の功績を称えられた９団体が表彰されました。 

◇受賞の皆様

●下山佐本郷下口自治会（安来市） 

  団体としての定期的な活動以外にも会員が自主的

に道路の状況を見て草刈や樹木の剪定を実施されて

おり、また、集落全体の草刈りを行うなど地域の環

境整備に大いに貢献しておられます。

●屋内東自治会（雲南市） 

自分たちの地域は自分で守る、また子ども達に危険

が及ばないように、毎年 2 回、自治会の全世帯で熱

心に草刈活動に取り組んでいただいています。 

●亀嵩郡自治会（仁多郡奥出雲町）

結成当初は有志による団体でしたが、平成18年か

ら会員数を増やし、自治会全体で活動に取り組んでい

ただいています。 

また、資機材を活用し作業負担の軽減に取り組んで

おられます。 

左から：知事、宇山自治会 

●宇山自治会（雲南市）

 地域の維持存続のため、10 年以上継続して活動

に取り組んでいただいています。 

会員の高齢化が進む中、自治会の全世帯で協力し

道路の草刈活動やカーブミラーの清掃等により地域

の環境整備に大いに貢献しておられます。 

左から：知事、屋内東自治会 

左から：知事、亀嵩郡自治会 

左から：知事、下山佐本郷下口自治会 
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道路維持課 

●延里自治会（大田市）

隣接自治会で協力して多くの方が道路の草刈に取

り組んでいただいています。団体活動日には事前に出

席者の活動範囲の調整を行う等作業を行う方の負担

軽減に努めておられます。 

左から：知事、延里自治会 

●野尻東自治会（出雲市） 

当会は活動日を複数に分け、箇所によっては法尻ま

で丁寧に草刈を実施していただいています。 

また、歩道の縁石から草が生えている箇所草刈をさ

れており、地域の環境整備に大いに貢献しておられま

す。 

左から：知事、出来州ボランティアグループ 

●出来州ボランティアグループ（出雲市）

町内会とは別の有志団体として20年以上熱心に道

路愛護活動に取り組んでいただいています。 

草刈だけでなく、路面にたまった泥の撤去実施され

ており、地域の環境整備に大いに貢献しておられま

す。

左から：知事野尻東自治会 

●南町自治会（益田市）

道路の草刈だけではなく、清掃や樹木の剪定も実施さ

れており、地域の環境整備に大いに貢献されています。 

また、チラシを自治会の各世帯に配布することで、参

加者の呼びかけや活動の広報を積極的に実施されてい

ます。 

●近石・真杉自治会（隠岐郡隠岐の島町）

自治会のほぼ全世帯が協力して多くの方に沿道の

草刈やゴミ拾い等の活動に取り組んでいただいおり、

地域の環境整備に大いに貢献されています。

左から：知事、南町自治会 

左から：知事、近石・真杉自治会 
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