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島根県内における

主要渋滞箇所の

抽出指標（案）について

資料①



損失時間が多いBN交差点の抽出

昼間12時間の総損失時間が多い交差点 一部の時間において損失時間が多い交差点
０箇所 ０箇所 ２７箇所

周辺交差点において、休日昼間の時間帯で
20km/h以下の時間帯が発生

主要渋滞箇所の抽出フロー（案）

０箇所 １２箇所

大規模商業施設周辺

２箇所
特定期において旅行速度が20km/h以下の時間帯が発生

朝、昼、夕の損失時間が182.6人・時間/時昼間12時間の損失時間が80万人時間/年 平日昼間12時間の旅行速度
地域にとって重要な位置付けとなる箇所（世界遺産、重要な観光資源等）

主要渋滞箇所【案】 パブリックコメントによる渋滞箇所の検証主要渋滞箇所【決定】
継続検討箇所【案】

継続検討箇所【決定】

80万人時間/年以上 朝、昼、夕のいずれかが182.6人時間/時以上
昼間12時間の総速度低下時間数が多い交差点20km/h以下時間帯が交差点全流入部の合計で8時間以上

評価軸に該当しないが道路管理者等が渋滞を認識している箇所
評価に用いているデータの妥当性確認（データ取得後に変化があった、データ数が少ない等）

交差点交差点交差点交差点にににに着目着目着目着目したしたしたした渋滞箇所渋滞箇所渋滞箇所渋滞箇所 地域特性地域特性地域特性地域特性にににに着目着目着目着目したしたしたした渋滞箇所渋滞箇所渋滞箇所渋滞箇所
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主要渋滞箇所の抽出指標（案）について

事例：西津田交差点事例：西津田交差点・速度20km/h以下時間数（①～④計）：８方向・時間（２７方向・時間なので特定）

国道９号下り方向・２０km／h以下時間数：４時間帯（８時、１６時、１７時、１８時）

国道９号上り方向・２０km／h以下時間数：１２時間帯（７時～１８時） 国道４８５号上り方向・２０km／h以下時間数：９時間帯（７時、９～11時、13時、15時～18時）

国道９号 西津田交差点
国道

4
8
5号

2

181716151413121110９８７ 時間帯

181716151413121110９８７ 時間帯

181716151413121110９８７ 時間帯

181716151413121110９８７ 時間帯松江島根線下り方向・２０km／h以下時間数：２時間帯（８時、18時）

1314325 7 812111014 15 16松江市 69島根県 32
33

西津田▼位置図

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

平均旅行速度平均旅行速度20km/h20km/hが延べが延べ88方向・時間以上の箇所）の総時間数方向・時間以上の箇所）の総時間数の算定の算定



主要渋滞箇所の抽出指標（案）について

地域にとって重要な位置付けとなる箇所（世界遺産、重要な観光資源等）地域にとって重要な位置付けとなる箇所（世界遺産、重要な観光資源等）

■キララ多岐道の駅前交差点：

夏季（海水浴シーズン）において渋滞発生

3

至 大田
至 出雲

至 キララ多伎
至 大田国道国道国道国道９９９９号上号上号上号上りりりり方向方向方向方向（（（（出雲方面出雲方面出雲方面出雲方面））））・・・・２０２０２０２０kmkmkmkm／／／／hhhh以下以下以下以下のののの時間帯時間帯時間帯時間帯がががが１６１６１６１６時時時時、、、、１８１８１８１８時台時台時台時台でででで発生発生発生発生 国道国道国道国道９９９９号下号下号下号下りりりり方向方向方向方向（（（（大田方面大田方面大田方面大田方面））））

国道９号 キララ多岐道の駅前交差点
道の駅キララ多岐

▼位置図

26道の駅キララ多岐 キララ多岐
国道９号 キララ多岐道の駅前交差点

①①①①

②②②②

-23.7-

181716151413121110９８７ 時間帯
5.5-3.3

181716151413121110９８７ 時間帯
①①①①

②②②②



主要渋滞箇所の抽出指標（案）について

(案)①旅行速度が20km/h以下となる時間が、全方向全方向全方向全方向のののの合計合計合計合計でででで延延延延べべべべ８８８８方向方向方向方向・・・・時間以上時間以上時間以上時間以上で発生

参考（検討参考（検討((案案))））

合計合計合計合計8888方向方向方向方向・・・・時間以上時間以上時間以上時間以上となるとなるとなるとなる交差点交差点交差点交差点

朝朝朝朝7777～～～～8888時台時台時台時台（（（（2222時間時間時間時間））））
20km/h以下（信号待ち2回以上）

20km/h以下（信号待ち2回以上） 20km/h以下（信号待ち2回以上）20km/h以下（信号待ち2回以上）
夕夕夕夕17171717～～～～18181818時台時台時台時台（（（（2222時間時間時間時間））））■交通状況のイメージ（例）
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■交通状況のイメージ（例）
20km/h以下いずれかの方向14141414時台時台時台時台 20km/h以下15151515時台時台時台時台

20km/h以下
16161616時台時台時台時台(案)②旅行速度が20km/h以下となる時間が、いずれかの方向で３時間

いずれかの方向 いずれかの方向
３３３３時間以上時間以上時間以上時間以上連続連続連続連続でででで発生発生発生発生



利用者の実感として混んでいる箇所利用者の実感として混んでいる箇所

主要渋滞箇所の抽出指標（案）について

■■■■事例事例事例事例：：：：五反田交差点五反田交差点五反田交差点五反田交差点

評価軸には該当しないが、道路管理者等が渋滞を認識している箇所

30
31 五反田交差点

国道９号上り方向・２０km／h以下時間数：３時間帯（８時、１６時、１７時）
国道９号

国道９号下り方向・２０km／h以下時間数：２時間帯（16時、17時）五反田線上り方向・２０km／h以下時間数：データなし

五反田線下り方向・２０km／h以下時間数：データなし

▼位置図五反田
5

181716151413121110９８７ 時間帯

181716151413121110９８７ 時間帯
①①①①

②②②②

③③③③

④④④④



【平成２４年度第１回協議会】

平成２４年７月２６日

交通基礎データの共有

意見交換 等

平成２４年８月３１日

【平成２４年度第２回協議会】

パブリックコメント等を含めた

地域の主要渋滞箇所の特定

ソフト・ハードも含めた対策の検討

検討結果のとりまとめ

主要渋滞箇所の検討の流れ（検討の流れ）
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島根県内における

主要渋滞箇所の

抽出箇所（案）について

資料②



主要渋滞箇所リスト

1

損失時間が多い交差点 昼間、速度低下時間数が多い交差点 大規模商業施設周辺で混雑している箇所 評価軸に該当しないが管理者・利用者の実感として混んでいる箇所◆昼間12時間の損失時間が80万人時間/年以上◆朝、昼、夕の損失時間が182.6人・時間/時以上 ◆20km/h以下時間帯が交差点全流入部の合計で8時間以上 ◆周辺交差点において、休日昼間の時間帯で20km/h以下の時間帯が発生 ◆特定期において、旅行速度が20km/h以下となる時間が、全方向の合計で延べ8時間以上で発生 ◆特定期において、旅行速度が20km/h以下となる時間が、交差点のいずれかの方向において3時間発生 ◆旅行速度が20km/h以下となる時間が、交差点のいずれかの方向で発生 ◆評価に用いているデータの妥当性確認（データ取得後に変化があった、データ数が少ない等）1 付属中前 松江市 一般国道４３１号（バイパス） 一般国道４８５号 - ○2 城山入口 松江市 松江鹿島美保関線 本庄福富松江線 - ○3 米子町 松江市 一般国道４３１号 本庄福富松江線 - ○4 総合体育館前 松江市 一般国道４８５号 本庄福富松江線 - ○5 幸橋 松江市 一般国道４３１号 松江鹿島美保関線 - ○6 幸橋北 松江市 松江鹿島美保関線 松江しんじ湖温泉停車場線 - ○7 東京橋 松江市 一般国道４３１号 母衣町雑賀町線 - ○8 鍛冶橋 松江市 一般国道４３１号 松江島根線 - ○9 宍道湖大橋北詰 松江市 一般国道４３１号 松江鹿島美保関線 - ○10 宍道湖大橋南詰 松江市 松江鹿島美保関線 宍道湖公園線 - ○11 天神町 松江市 宍道湖公園線 母衣町雑賀町線 - ○12 朝日町 松江市 松江島根線 松江停車場線 宍道湖公園線 ○13 くにびき大橋南詰 松江市 一般国道４８５号 松江停車場線 - ○14 袖師 松江市 一般国道９号 松江鹿島美保関線 - ○15 相生町 松江市 一般国道９号 一般国道４３２号 松江島根線 ○16 西津田 松江市 一般国道９号 一般国道４８５号 松江島根線 ○17 上乃木三差路 松江市 一般国道４３２号 八重垣神社線 - ○18 上乃木東 松江市 一般国道４３２号 松江島根線 - ○19 上乃木９丁目 松江市 一般国道９号（松江道路・側道） 松江木次線 - ○20 上乃木８丁目 松江市 一般国道９号（松江道路・側道） 八重垣神社線 - ○21 山代（ホック前） 松江市 一般国道４３２号 - - ○22 出雲大社正門前 出雲市 一般国道４３１号 斐川出雲大社線 - ○ ○23 渡橋北 出雲市 一般国道９号（出雲バイパス） 出雲大社線 - ○24 市役所前 出雲市 一般国道９号 出雲市停車場線 遙堪今市線 ○25 出雲商工会館前 出雲市 一般国道９号 多伎江南出雲線 - ○26 道の駅キララ多伎 出雲市 一般国道９号 多伎インター線 - ○27 熱田 浜田市 一般国道９号 西浜田停車場線 - ○28 萩・石見空港入口 益田市 一般国道１９１号 蟠竜湖線 - ○29 あげぼの本町 益田市 一般国道１９１号 益田吉田線 - ○30 五反田 東出雲町 - - - ○31 中海大橋南詰 松江市 - - - ○32 東津田 松江市 一般国道９号 - - ○33 春日（みしまや前） 松江市 - - - ○34 里方 雲南市 一般国道５４号 松江木次線 - ○35 渡橋中央 出雲市 一般国道９号 一般国道１８４号 出雲大社線 ○36 大島 出雲市 一般国道９号 一般国道４３１号 出雲インター線 ○37 嘉久志町 江津市 一般国道９号 江津インター線 - ○38 浜田バイパス東口 浜田市 一般国道９号 - - ○39 浜田バイパス西口 浜田市 一般国道９号 - - ○40 新福井 浜田市 一般国道９号 浜田美都線 - ○41 高津ＩＣ 益田市 一般国道１９１号 久城インター線 - ○

交差路線② 交差路線③No 交差点名称 市区町村 交差路線① 交差点に着目した渋滞箇所 地域にとって重要な位置付けとなる箇所 地域特性に着目した渋滞箇所 特定期において旅行速度20km/h以下が発生

参考

検討（案）

評価軸に該当しないが道路管理者等が渋滞を認識している箇所

計27箇所 計2箇所 計12箇所



▼島根県全体図

①③④
⑤⑥

⑦

②

凡 例主要渋滞箇所（案）

島根県広域図
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4133 32 13121110 8756914 15 16 3218172019 31
30

松江市島根県
松江工高松江南高 大庭小松江商高湖南中

松江商高松江西高乃木小松江農林高 古志原小 湖東中 竹矢小
東出雲中出雲郷小

朝酌小市立女子校第二中松江北高 島根大附小島根大附中
中央小 開星高・中

内中原小
第四中第三中 津田小

立証大淞南高

松江東高川津小母衣小
雑賀小

市立病院生協リハビリ病院
松江病院

揖屋小みしまや ホック

みしまや松江城

松江玉造
IC

主要渋滞箇所案 箇所図（No.１：松江市周辺）▼主要渋滞箇所案（松江市周辺）No 交差点名称1 付属中前2 城山入口3 米子町4 総合体育館前5 幸橋6 幸橋北7 東京橋8 鍛冶橋9 宍道湖大橋北詰10 宍道湖大橋南詰11 天神町12 朝日町13 くにびき大橋南詰14 袖師15 相生町16 西津田17 上乃木三差路18 上乃木東19 上乃木９丁目20 上乃木８丁目21 山代（ホック前）30 五反田31 中海大橋南詰32 東津田33 春日（みしまや前）▼島根県全体図松江市安来市奥出雲町雲南市出雲市飯南町大田市江津市浜田市益田市津和野町古賀町 美郷町巴南町川本町③ ②⑤⑥⑦ ①④ 国道（直轄）国道（県管理）主要地方道一般県道凡 例主要渋滞箇所（案）00 高速道路
3



雲南市
34

加茂小

平和記念病院 木次小三刀屋高
斐伊小 大東中雲南総合病院

西小

三刀屋中 三刀屋木次 IC

主要渋滞箇所案 箇所図（No.２：雲南市周辺）主要渋滞箇所案（雲南市周辺）No 交差点名称34 里方

▼島根県全体図松江市安来市奥出雲町雲南市出雲市飯南町大田市江津市浜田市益田市津和野町古賀町 美郷町巴南町川本町③ ②⑤⑥⑦ ①④ 国道（直轄）国道（県管理）主要地方道一般県道凡 例主要渋滞箇所（案）00 高速道路
4



36

22
3523 25出雲市第二中 出雲高 第一中 出雲商高

大社小大社中荒木小 遙堪小大社高
浜山中出雲農林高長浜小 大津小

出雲北陵高・中高浜小
県立中央病院四路小 24 パラオイオン

出雲西高 南中河南中 島根大附属病院
今市小

出雲大社

出雲
IC

主要渋滞箇所案 箇所図（No.３：出雲市周辺）▼主要渋滞箇所案（出雲市周辺）No 交差点名称22 出雲大社正門前23 渡橋北24 市役所前25 出雲商工会館前35 渡橋中央36 大島

▼島根県全体図松江市安来市奥出雲町雲南市出雲市飯南町大田市江津市浜田市益田市津和野町古賀町 美郷町巴南町川本町③ ②⑤⑥⑦ ①④ 国道（直轄）国道（県管理）主要地方道一般県道凡 例主要渋滞箇所（案）00 高速道路
5



26道の駅キララ多岐 岐久小多伎中
田儀小

いづも大社カントリークラブ
湖陵中湖陵小

主要渋滞箇所案 箇所図（No.４：道の駅キララ多岐周辺）▼主要渋滞箇所案（道の駅キララ多岐）No 交差点名称26 道の駅キララ多伎

▼島根県全体図松江市安来市奥出雲町雲南市出雲市飯南町大田市江津市浜田市益田市津和野町古賀町 美郷町巴南町川本町③ ②⑤⑥⑦ ①④ 国道（直轄）国道（県管理）主要地方道一般県道凡 例主要渋滞箇所（案）00
6



37 江津市郷田小高角小江津中 江津工高
江津高青陵中 津宮小

石見智翠館高渡津小江津総合病院江津
IC

江津西
IC

主要渋滞箇所案 箇所図（No.５：江津市周辺）▼主要渋滞箇所案（江津市周辺）No 交差点名称37 嘉久志町

▼島根県全体図松江市安来市奥出雲町雲南市出雲市飯南町大田市江津市浜田市益田市津和野町古賀町 美郷町巴南町川本町③ ②⑤⑥⑦ ①④ 国道（直轄）国道（県管理）主要地方道一般県道凡 例主要渋滞箇所（案）00 高速道路
7



394027

38
浜田市 浜田高石見小第一中

浜田東中 上府小国府小

三階小 後野小雲雀丘小第二中
原井小 松原小浜田水産高 西川病院

周布小 浜田商高長浜小
美川小第四中

浜田東
IC浜田

IC

主要渋滞箇所案 箇所図（No.６：浜田市周辺）▼主要渋滞箇所案（浜田市周辺）No 交差点名称27 熱田38 浜田バイパス東口39 浜田バイパス西口40 新福井

▼島根県全体図松江市安来市奥出雲町雲南市出雲市飯南町大田市江津市浜田市益田市津和野町古賀町 美郷町巴南町川本町③ ②⑤⑥⑦ ①④ 国道（直轄）国道（県管理）主要地方道一般県道凡 例主要渋滞箇所（案）00 高速道路
8



4128 29益田市益田中 明誠高益田高東高益田東中吉田小萩・石見空港 高津中
安田小

豊川小
中西中中西小

医師会病院
東陽中

高津小 益田運動公園

主要渋滞箇所案 箇所図（No.７：益田市周辺）▼主要渋滞箇所案（益田市周辺）No 交差点名称28 萩・石見空港入口29 あげぼの本町41 高津ＩＣ

▼島根県全体図松江市安来市奥出雲町雲南市出雲市飯南町大田市江津市浜田市益田市津和野町古賀町 美郷町巴南町川本町③ ②⑤⑥⑦ ①④ 国道（直轄）国道（県管理）主要地方道一般県道凡 例主要渋滞箇所（案）00
9



資料③

島根県内における

パブリックコメントの

実施について



パブリックコメントの方法（案）について

１１１１．．．．パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントのののの概要概要概要概要

（１）趣 旨：島根県内の主要渋滞箇所を特定するため、別添「アンケート調査」を実施する。

①交通渋滞対策部会で作成した主要渋滞箇所に対する意見

②道路利用者として渋滞していると感じているか箇所の確認

（２）対 象：日頃から道路を利用されている方

（３）期 間：平成２４年○月○日（○）～平成２４年○月○日（○） ○週間程度

（４）方 法：①インターネットによる閲覧

島根県（http://www.pref.shimane.lg.jp/○○○○/）

松江国道事務所（http://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/○○○○/）

浜田河川国道事務所（http://www.cgr.mlit.go.jp/ｈａｍａｄａ/○○○○/）

ＮＥＸＣＯ西日本 http://www.w-nexco.co.jp/drive_porter/chugoku/○○○○/）

②道の駅における閲覧（２７施設）

掛合の里、頓原、ゆうひパーク浜田、ゆうひパーク三隅、瑞穂、グリーンロード大和、

大社ご縁広場、サンエイト美都、奥出雲おろちループ、広瀬・富田城、赤来高原、

かきのきむら、キララ多伎、湯の川、シルクウェイにちはら、秋鹿なぎさ公園、

津和野温泉なごみの里、さくらの里きすき、本庄、匹見峡、酒蔵奥出雲交流館、

インフォメーションセンターかわもと、むいかいち温泉、ロード銀山、サンピコごうつ、

あろちの里、あらエッサ

③サービスエリアにおける閲覧（１施設）

宍道湖サービスエリア

1



パブリックコメントの方法（案）について

（５）提出方法 ：ＦＡＸ、電子メール、郵送、意見箱（道の駅・サービスエリア）のいずれかの方法

（６）提出先 ：①島根県 土木部 高速道路推進課 道路企画調査グループ

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地（県庁南庁舎２階）

Fax：0852-22-5190 E-mail：highway@pref.shimane.lg.jp

②国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所 調査設計課

〒690-0017 島根県松江市西津田2丁目6-28

Fax：0852-25-9438 E-mail：info-matsukoku@cgr.mlit.go.jp

③国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 調査設計課

〒69７-0034 島根県浜田市相生町3973

Fax：0855-22-2485 E-mail：info-hamada@cgr.mlit.go.jp

2



パブリックコメントの方法（案）について

島根県の主要渋滞箇所に関するパブリックコメント
調査期間：平成２４年○月○（○）～平成２４年○月○日（○）このアンケート調査は、渋滞の解消を目的として、道路を利用される皆様からのご意見をお伺いするものです。多くの意見を渋滞箇所の把握に活用します。調査へのご協力を宜しくお願いします。調査の目的とお願い
回答の方法①調査票をダウンロードしてください。②質問にしたがって、調査票に回答をご記入ください。※印刷出力後、手書きによりご記入ください③回答をご記入いただいた調査票をページ最下部の「問い合わせ先・回答提出先」までお送りください。※提出は調査票をＦＡＸまたはE-mail（スキャニングの上、添付が必要）にてお願いします。※郵送の場合は、費用は恐れ入りますが、ご自身でご負担をお願いいたします。

調査票 右クリックで「対象ファイルを保存」からダウンロードとしてください。 調査票問い合わせ先・回答提出先【お問い合わせ先】島根県幹線道路協議会 交通渋滞対策部会◆島根県土木部高速道路推進課道路企画調査グループ〒690-8501島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎２階)

Fax：0852-22-5190

E-mail：highway@pref.shimane.lg.jp◆国土交通省中国地方整備局松江国道事務所調査設計課〒690-0017島根県松江市西津田2丁目6-28

Fax：0852-25-9438

E-mail：info-matsukoku@cgr.mlit.go.jp◆国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所調査設計課〒69７-0034 島根県浜田市相生町3973

Fax：0855-22-2485

E-mail：info-hamada@cgr.mlit.go.jp

実施イメージ（調査ＷＥＢページ）
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島根県の渋滞箇所に関するアンケート調査（案）

このアンケート調査は、渋滞の解消を目的として、道路を利用される皆様からのご意見をお伺いするものです。多くの意見を渋滞箇所の把握に活用します。調査へのご協力を宜しくお願いします。
調査の目的とお願い

あなたが日頃利用している中で、島根県の主要渋滞箇所（案）のリストのうち、渋滞していないと感じる箇所を回答欄に○をご記入ください。問１
問２の主要渋滞箇所以外で、あなたが他に日頃渋滞していると思う箇所があれば、地図上に丸印をつけるか、交差点番号をご記入ください。問２問３ 問３で回答頂いた箇所で、渋滞している時期、または、渋滞している時間帯が分かれば、ご記入ください。
あなたの居住地（市町村）や性別等をお教えください。

問４回答欄①問１あなたのことをお教えください。居住地：（ ）市・町・村性 別：【 男性 ・ 女性 】年 齢：【10代・20代・30代・40代50代・60代・70歳以上】問２主要渋滞箇所（案）のリスト（右表）のうち、渋滞していないと感じる箇所に○をご記入ください。

渋滞箇所を把握するため、あなたの声を聞かせてください。
主要渋滞箇所の抽出は、最新の交通データを活用し、島根県内で渋滞が発生していると考えられる箇所を抽出いたしました。主要渋滞箇所（案）

▼主要渋滞箇所（案）のリスト（番号は上図 印）00

アンケート項目

裏面に続きます

▼島根県全体図松江市安来市奥出雲町雲南市出雲市飯南町大田市江津市浜田市益田市津和野町古賀町 美郷町巴南町川本町③②⑤⑥⑦ ①④
番号 交差点名称 市町村 渋滞していない（該当すれば○） 番号 交差点名称 市町村 渋滞していない（該当すれば○） 番号 交差点名称 市町村 渋滞していない（該当すれば○） 番号 交差点名称 市町村1 付属中前 松江市 12朝日町 松江市 23 渡橋北 出雲市 34 里方 雲南市2 城山入口 松江市 13 くにびき大橋南詰 松江市 24 市役所前 出雲市 35 渡橋中央 出雲市3 米子町 松江市 14袖師 松江市 25 出雲商工会館前 出雲市 36 大島 出雲市4 総合体育館前 松江市 15相生町 松江市 26 道の駅キララ多伎 出雲市 37 嘉久志町 江津市5 幸橋 松江市 16西津田 松江市 27 熱田 浜田市 38 浜田バイパス東口 浜田市6 幸橋北 松江市 17上乃木三差路 松江市 28 萩・石見空港入口 益田市 39 浜田バイパス西口 浜田市7 東京橋 松江市 18上乃木東 松江市 29 あげぼの本町 益田市 40 新福井 浜田市8 鍛冶橋 松江市 19上乃木９丁目 松江市 30 五反田 東出雲町 41 高津ＩＣ 益田市9 宍道湖大橋北詰 松江市 20上乃木８丁目 松江市 31 中海大橋南詰 松江市10 宍道湖大橋南詰 松江市 21山代（ホック前） 松江市 32 東津田 松江市11 天神町 松江市 22出雲大社正門前 出雲市 33 春日（みしまや前） 松江市

1314325 7 812111014 15 1617 1819 21
松江市 69島根県 ①

20 32
33

3031
▼松江市周辺図

出雲市23 25
22

2435
36

▼出雲市周辺図 ③

26▼道の駅キララ多岐周辺図道の駅キララ多岐 ④ ▼江津市周辺図37 江津市 ⑤ 浜田市▼浜田市周辺図
27

38
3940

⑥ 28 29
▼益田市周辺図

益田市
⑦41

国道（直轄）国道（直轄）国道（県管理）国道（県管理）主要地方道一般県道一般県道凡 例主要渋滞箇所（案）00 主要渋滞箇所（案）00
▼雲南市周辺図 ②

34雲南市

4



回答欄②表面の問２の主要渋滞箇所以外で、あなたが他に日頃渋滞していると思う箇所があれば、図上に直接丸印をつけてください。または、渋滞していると思う番号をご記入ください（いくつでも）。または、交差点のある市町村名と交差点名等をご記入ください。記入例：○○市の○○交差点、○○市の○○（施設名）の交差点 等
問３

▼益田市周辺
ご協力ありがとうございました。 42

▼安来市周辺
▼出雲市周辺

▼道の駅ｷﾗﾗ多岐周辺
▼大田市周辺
▼浜田市周辺

▼江津市周辺

▼松江市周辺

4344454849
50

515453555632601
413163259 10 1214 15
17 18201962

6364 58 2159 57

65697172742575
70 682279 76 73 66673577237836818283 2684

37 97989928 102 10129100103
3891949594

858687888990 83 93 9239402796

876 1161
3452

80

②② ①
①

③

③

④⑤⑥⑦⑧

⑨
⑨

④
⑤⑥
⑦

⑧

松江市島根県
松江市島根県

安来市 4647

出雲市道の駅キララ多岐
大田市

江津市

益田市

▼島根県全体図

国道（直轄）国道（直轄）国道（県管理）国道（県管理）主要地方道一般県道一般県道凡 例主要渋滞箇所（案）00 主要渋滞箇所（案）00 代表的な交差点00 代表的な交差点00 【お問い合わせ先】島根県幹線道路協議会 交通渋滞対策部会◆◆◆◆島根県島根県島根県島根県 土木部土木部土木部土木部高速道路推進課 道路企画調査グループ〒690-8501島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎２階)Fax：0852-22-5190E-mail：highway@pref.shimane.lg.jp◆◆◆◆国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省 中国中国中国中国地方整備局地方整備局地方整備局地方整備局松江松江松江松江国道事務所国道事務所国道事務所国道事務所 調査設計調査設計調査設計調査設計課課課課〒690-0017島根県松江市西津田2丁目6-28Fax：0852-25-9438E-mail：info-matsukoku@cgr.mlit.go.jp◆◆◆◆国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省 中国中国中国中国地方整備局地方整備局地方整備局地方整備局浜田河川国道浜田河川国道浜田河川国道浜田河川国道事務所事務所事務所事務所 調査設計調査設計調査設計調査設計課課課課〒69７-0034 島根県浜田市相生町3973Fax：0855-22-2485E-mail：info-hamada@cgr.mlit.go.jpお問い合わせは、ＦＡＸ、電子メール、郵送でお願いいたします。
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問３で回答頂いた箇所で、渋滞している時期（①１年中、②平日、③休日、④観光時期、⑤その他）、または、渋滞している時間帯（⑥朝：７時～９時、⑦昼間：９時～１７時、⑧：１７時～１９時、⑨その他）が分かれば、①～⑨をご記入ください。問４


