
１ 下堅⽥ 柏江 歩道整備 県道 良  線 



２ ⼋幡 護江 ⾞道拡幅・歩道整備 国道２１７号 (  ＢＰ) 
 
 



3 河内（蒲江翔南学園）蒲江⼤字⽵野浦河内 歩道等の設置 市道⾼⼭元猿線 



4 ⼤⼊島 荒網代 落⽯防護柵 県道⼤⼊島南循環線 



5 ⽊⽴ ⽊⽴ 歩道整備 国道３８８号 (⽊⽴⼯区) 
 



６ 宇⽬緑豊 宇⽬⼤字塩⾒園 歩道整備 県道上⽖横川線 (塩⾒園⼯区) 



７ 渡町台 鶴⾕ ⾃歩道整備 国道３８８号 (鶴⾕⼯区) 
 



８ 楠本 蒲江⼤字楠本浦 ⾞道拡幅・歩道整備 国道３８８号 (畑野浦 楠本ＢＰ) 
 



９ 吹 学校付近 ⾞道拡幅・歩道整備 県道梶寄浦佐伯線 (吹浦⼯区) 
 



１０ ⼋幡 中野地区 ⾞道拡幅・歩道整備 県道床⽊海崎停⾞場線 (海崎 2 ⼯区) 
 



11 ⽊⽴ ⼤野地区 ⾞道拡幅・歩道整備 市道前⽅⼤野線 
 
 



１2 渡町台 ⼥島 ⾞道拡幅・歩道設置 市道⼥島１５号線 
 
 



１３    棚野 ⾞道拡幅・橋梁架替・歩道設置 市道府坂棚野線 
 
 



１４ 渡町台 佐伯市 島町 1 丁⽬ 道路改良・歩道設置 都市計画道路 3・5・16 号野岡中芳島線 
 
 



１５ ⽊⽴ ⽊⽴ 歩道設置 県道⾊宮港⽊⽴線 ( 野 ⼯区) 
 
 



１６ 上野 弥⽣⼤字⼩⽥ 歩道拡張検討 国道１０号 
 
 



１７ 明治 弥⽣⼤字床⽊ 歩道設置 県道佐伯津久⾒線 (床⽊⼯区) 
 
 



１８ 宇⽬緑豊 宇⽬⼤字南⽥原 歩道設置 県道⽇之影宇⽬線 (南⽥原⼯区) 
 
 



１９ 直川 直川⼤字下直⾒ 国道１０号と県道笠掛直⾒停⾞場線交差点 
 
 



２０ ⼋幡    側溝蓋設置 市道折 ２号線 
 
 



２１ ⼋幡    横断歩道更新 国道２１７号 
 
 



２２ 下堅⽥ 市⾕ 歩道設置、路⾯標⽰ 県道 良  線 
 
 



２３       法⾯⼯(落⽯防護対策) 市道伏⽊川線 
 
 



２４ 明治 弥⽣⼤字⼤坂本 ⾥道整備 ⾥道(地区) 
 
 



２５ 明治 明治⼩学校周辺 横断歩道更新 国道１０号ほか 
 
 



２６ 上野 弥⽣⼤字上⼩倉 歩道整備 県道三重弥⽣線 
 
 



２７ 本匠 本匠⼤字波寄 横断歩道更新 県道三重弥⽣線 
 
 



２８ 蒲江翔南学園 蒲江⼤字楠本浦 路側帯設置 国道３８８号 
 
 



２９ 蒲江翔南学園 蒲江⼤字⽵野浦河内 法⾯⼯(落⽯防護対策) 市道⾼⼭元猿線 
 
 



３０ 蒲江翔南学園 蒲江⼤字⽵野浦河内 トンネル内修繕 国道３８８号 
 
 



３１ 蒲江翔南学園 蒲江⼤字 野浦 トンネル照明(ＬＥＤ)の交換 県道 野浦河内線 
 
 



３２ 佐伯東 常盤 町 ⾞道拡幅・歩道設置 市道⾅坪東常盤線 
 
 



３３ 佐伯東 常盤 町 路側帯の引き替え 市道宮前常盤線 
 
 



３４ 佐伯東 平野町 路⾯標⽰(グリーンライン)の新設設置 市道平野１号線 
 
 



３５ ⼋幡  字   区画線の更新 市道⼤宮河内線 
 
 



３６ ⽊⽴ ⼤字⽊⽴ 路⾯標⽰ 市道⽊⽴中央線 
 
 



３７ ⽊⽴ ⼤字⽊⽴ 取締強化 市道前⽅⼤野線 
 
 



３８ ⽊⽴ ⼤字⽊⽴ 横断歩道の更新 県道⾊宮港⽊⽴線 
 
 



３９ 東雲 上浦⼤字最勝海浦 樹⽊伐採 県道四浦港津井浦線 
 
 



４０ 東雲 上浦⼤字津井浦 横断歩道更新 国道２１７号 
 
 



４１ 東雲 上浦⼤字浅海井浦 横断歩道更新 国道２１７号 
 
 



４２ 明治 弥⽣⼤字⼤坂本 横断歩道、路⾯標⽰更新 国道１０号 
 
 



４３ 蒲江翔南学園 蒲江⼤字葛原浦 丸市尾浦 ⾞道拡幅・歩道設置 県道古江丸市尾線 (葛原 丸市尾⼯区) 
 
 



４４ 蒲江翔南学園 蒲江 津留 路⾯標⽰更新 市道蒲江縦貫線 
 
 



４５ 蒲江翔南学園 蒲江⼤字森崎浦 森崎バス停 路⾯標⽰更新 国道３８８号 
 
 



４６ 佐伯東 駅前地区 横断防⽌柵設置 国道２１７号 



４７ 佐伯東 常盤地区 転落防⽌柵 市道常盤橋北中線 



４８ 佐伯東 蟹⽥地区 路⾯標⽰更新 市道⼤⼿前蟹⽥線 



４９ 鶴岡 王⼦丸区 横断歩道更新 県道佐伯弥⽣線 



５０ ⼋幡 海崎郵便局前 信号機移設 国道２１７号 



５１ ⼋幡 ⼤宮地区Ｔ字路 信号機設置 国道２１７号 



５２ ⼋幡 旧信⾦海崎⽀店前 歩⾞分離式信号 国道２１７号 



５３ 下堅⽥ 汐⽉地区 交通規制 県道３７号線 (県道佐伯蒲江線) 



５４ ⽊⽴ ⽊⽴ショッピング前 路側帯更新 国道３８８号 (⽊⽴⼯区) 



５５ ⽊⽴ ⼤中尾橋周辺 歩道設置 国道３８８号 



５６ 東雲 (上浦⼤字浅海井浦 浅海井トンネル⼊⼝) 横断歩道更新 国道２１７号 



５７ 明治 蕨野区 路⾯標⽰更新 市道⽯丸⼩崎 2 号線、⽯丸⼩崎線 



５８ 上野 (弥⽣⼤字井崎 蕨野橋 国道１０号) 路⾯標⽰更新 市道⽯丸⼩崎線 



５９ 上野 弥⽣⼤字上⼩倉 ⼩野設計前 横断歩道設置 県道三重弥⽣線 



６０ 本匠 (本匠⼤字波寄宇津々Ｔ字路) 横断歩道設置 県道三重弥⽣線 



６１ 宇⽬緑豊 旧重岡  豊藤公 館 路⾯標⽰更新 市道豊藤線 



６２ 松浦 (鶴⾒⼤字地松浦 鶴⾒振興局横) 横断歩道更新 市道沖松浦線 



６３ 松浦 (鶴⾒⼤字地松浦 松浦⼩学校前) 横断歩道更新 市道沖松浦線 



６４ 松浦 (鶴⾒⼤字吹浦 吹浦簡易郵便局付近) 横断歩道更新 県道梶寄浦佐伯線 



６５ ⽶⽔津 ⽶⽔津⼩学校正⾨下 法⾯除草、側溝内⼟砂撤去 市道⼩⽵線 



６６ ⽶⽔津 旧⾊宮⼩学校⼊⼝バス停 横断歩道更新 県道⾊宮港⽊⽴線 



６７ 蒲江翔南学園 ⾼⼭トンネル 植栽撤去、ガードパイプ設置 国道３８８号 



６８ 渡町台 新⼥島区 9 班・10 班 路⾯標⽰更新・ゾーン 30 設置 市道⾺場先新⼥島線 



６９ 鶴岡 脇地区 道路拡幅、歩道設置 市道脇古市線 (市道  上岡線) 



70　佐伯　城下西町　市道山際線 （市：定期的な植栽の伐採）



71　佐伯東　常盤西町　市道平野1号線　（市：踏切の拡幅）



72　佐伯東　臼坪区　市道大手前蟹田線　（市：道路拡幅・歩道の設置）　都市計画課



73　渡町台　長島町3丁目　市道長島南8号線　駐車禁止標識　（警察：児童公園横交差点）　



74　鶴岡　鶴岡町（脇区）　市道脇古市線　（市：グリーンライン等）



75　八幡　大字戸穴　（管理者不明：橋梁の点検及び橋の塗装）



76　八幡　大字戸穴　市道前潟笹良目線　（市：トンネル内が暗い）　大宮トンネル



77　八幡　大字戸穴　国道217号（警察：横断歩道　更新）　



78　下堅田　大字長良　（県道、市道交差点：カーブミラー新設・地区）



79　木立　大字木立　県道色宮港木立線　（県：Ｒ3年4月から事業着手）



80　東雲　上浦大字最勝海浦　県道四浦港津井浦線　（県：除草・伐採）



地区：カーブミラー設置（ ）81　明治　弥生大字大坂本　市道所賀津留線　 警察：横断歩道の設置



82　明治　弥生大字大坂本　（市：市道札場線・所賀津留線交差点）スクールゾーン標示・カーブミラー設置）



83　上野　弥生大字山梨子　県道三重弥生線　（県：縁石嵩上、ガードパイプ設置）



84　上野　弥生大字山梨子　（地区：カーブミラー設置）



85　上野　弥生大字山梨子　県道三重弥生線　（県：区画線更新）



86　宇目緑豊　宇目大字大平　（警察：横断歩道の新設）　県道小野市重岡線　



87　蒲江翔南学園　蒲江大字蒲江浦　国道388号線 警察：横断歩道設置
県：交差点マーク更新等（ ）



88　蒲江翔南学園　蒲江大字竹野浦河内　県道西野浦河内線　（県：歩道拡幅）



89　蒲江翔南学園　蒲江大字竹野浦河内　国道388号　（県：側溝補修等）



90　昭和中　弥生大字門田　国道10号　（国：歩道設置）



91　鶴見中　鶴見大字吹浦　県道梶寄浦佐伯線　（県：除草及び伐採）



92　鶴見中　鶴見大字吹浦　県道梶寄浦佐伯線　（県：道路改良）



93　米水津中　米水津大字浦代浦　県道色宮港木立線　(警察：信号機設置)



94　米水津中　米水津大字宮野浦　県道色宮港木立線　（県：R3年度、暫定的に路面標示を検討）



95　米水津中　米水津大字竹野浦　市道小竹線　（市：照明灯修繕、除草）



96　佐伯　城下西町　市道山際線　規制標識　（警察：教員による交通安全誘導を要請）



97　佐伯　向島　市道向島4号線　（教育委員会：通学路の変更）



98　佐伯東　常盤西町　市道山手東常盤線と市道宮前常盤線の交差点　横断歩道設置　(警察：横断歩道設置不可)



99　渡町台　長島町　市道長島南10号線　横断歩道設置　(警察：横断歩道設置不可)



100　渡町台　長島町　市道長島南8号線と長島東9号線の交差点路面標示　(市：交差点マークの更新)



101　渡町台　長島町　市道鶴谷中芳島線　カーブミラー設置・信号機設置　(市：原材料支給での対応が可能)
  (警察：信号機設置不可)



102　渡町台　長島町　市道長島角石線　横断防止柵設置　(市：カーブ区間にガードパイプ設置)



103　鶴岡　鶴岡町　市道高畑線　(市(下水道課)：下水道工事により横断歩道の更新)



104　上堅田　大字長谷　県道赤木吹原佐伯線　歩道部の水の処理　(県：グレーチングでの対応済、パトロール等での監視)



105　八幡　大字海崎　県道床木海崎停車場線　道路改良　(県：道路改良計画あり　L=1,200ｍ)



106　八幡　大字霞ヶ浦　市道前潟笹良目線(大宮トンネル)　(市：照明灯の設置)



107　下堅田　大字長良　県道佐伯蒲江線　横断歩道更新　(警察：横断歩道の更新)



108　木立　大字木立　市道木立中央線　橋の拡幅　(市：橋梁の拡幅・歩行者用の橋梁計画なし)



109　木立　大字木立　雑木の伐採　(土地の所有者に伐採を依頼すること)



110　切畑　弥生大字細田　市道細田線　側溝蓋の設置・雑木の伐採　(市：側溝蓋の設置不可)(土地の所有者に樹木撤去を依頼すること)



111　切畑　弥生大字門田　市道深田線　カーブミラー設置　(市：原材料支給対象外)(学校：予算等で対応)



112　切畑　弥生大字門田　市道樫野須平線　(市：転落防止柵設置)



113　上野　弥生大字井崎　国道10号　ガードレール設置　(教育委員会：通学路ではない)



114　上野　弥生大字山梨子　県道三重弥生線　ガードレール設置　(県：縁石嵩上又はガードパイプ設置)



115　上野　弥生大字井崎　国道10号　民地と歩道の境界部にパイプ　(国：所有者と協議後撤去)



116　明治　弥生大字井崎　市道木ノ瀬元田線　(警察：横断歩道設置不可)



117　明治　弥生大字井崎　市道石丸小崎線　(市：転落の危険性がないため、ガードレールの設置予定なし)



118　明治　弥生大字井崎　植松橋　国道10号　歩道部の舗装補修　(国：令和3年度中の補修を検討)



119　松浦　鶴見大字地松浦　県道梶寄浦佐伯線　(県：舗装工事の計画あり、警察と協議しラインを施工する)



120　松浦　鶴見大字沖松浦　県道梶寄浦佐伯線　トンネル照明　(県：照明の更新時にLED照明へ交換)



121　松浦　鶴見大字沖松浦　市道沖松浦線　区画線更新　(市：年次計画により施工)



(市：動線の確保不可)(警察：横断歩道の設置不可)
122　佐伯城南中　大字稲垣　市道池船竜護寺線と市道金欄橋田の口線のT字路　区画線更新・横断歩道設置　



123　佐伯城南中　大字稲垣　市道金襴橋田の口線　区画線設置・横断歩道設置　(市：動線の確保不可)(警察：横断歩道の設置不可)



(市：破損箇所の確認後、補修する)
124　佐伯城南中　城南町　市道角石城南線と市道池船竜護寺線の交差点(城南橋)インターロッキング破損　



125　佐伯南中　大字池田　県道佐伯蒲江線　歩道拡幅　(県：要望箇所は地元と立会済であり対策検討中)



126　佐伯南中　大字長谷　市道蛇崎下城線　防護柵設置・横断歩道更新　(市：カーブ区間の防護柵等設置を検討)(警察：横断歩道の更新)



(警察：歩道が設置されたら検討)
(国：歩道整備計画はあるが、地権者の同意が得られないため事業化できない)

127　昭和中　弥生大字門田　国道10号　歩道設置・横断歩道設置　



128　直川　直川大字仁田原　国道10号　歩道部の除草　(国：除草施工)



129　直川　直川大字下直見　国道10号　(国：視線誘導標を撤去済。歩道の拡幅、ガードパイプ設置の予定なし)



130　蒲江翔南学園　蒲江大字蒲江浦　国道388号線ほか　歩道部の除草　(県：年2回草刈りを実施済であり、実施時期については調整する)



131　蒲江翔南学園　蒲江大字蒲江浦　カーブミラー設置　(市：カーブミラーの支給は可能だが安全性は確保されている)



(県：Ｒ2に学校付近にドットライン等を施工済であり、追加対策の必要性なし)
132　蒲江翔南学園　蒲江大字蒲江浦　国道388号　通学路の安全対策　速度抑制　


