
アンケート結果の概要 

1.回答者に関して 

アンケート配布、回収 :2015 年 10 月 

馬路村の人口統計 :941 人(453 世帯) [2015 年 10 月 31 日現在：馬路村 HP より転載] 

 人口（男） 436 人 

 人口（女） 505 人 

       人口（計） 941 人 

アンケート配布部数（全世帯）   :453 世帯 

アンケート回答者総数（回収部数） :244 人(134 世帯) 

 男性に回答者 125 人 

 女性の回答者 119 人 

        回答者（計） 244 人 

アンケート回収率（回収世帯数／配布世帯数×100） :29.6％ 



回答者性別・世代構成
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2.アンケート集計結果 

(問 1)自動車を保有していますか？

集計結果

(問 1)自動車を保有していますか？

a  はい 190

b  いいえ 46

未回答      8

図-1-1 

自動車を保有していますか？

自動車を保有していますか？・・・総数 236 
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図-1-2 



(問 2)自動車を保有している方は、台数及び車種を教えてください。

集計結果

(問 2)自動車を保有している方は、台数及び車種を教えてください。

a  大型車（トラック・バス）

b 普通乗用車 

c 軽自動車 

図-2-1 

自動車を保有している方は、台数及び車種を教えてください。

自動車を保有している方は、台数及び車種を教えてください。・・・総数

大型車（トラック・バス）    2  d 軽トラック 

89  e その他（バイク・原付

89
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図-2-2

自動車を保有している方は、台数及び車種を教えてください。

・・・総数 279 

   64 

その他（バイク・原付）   35 
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(問 3)運転免許証をお持ちですか？

集計結果

(問 3)運転免許証をお持ちですか？

a はい 206

b いいえ 27

未回答  11

図-3-1

運転免許証をお持ちですか？

運転免許証をお持ちですか？・・・総数 233 
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(問 4)（問 1）で“いいえ”を選んだ方：自動車が必要でない理由を下から選んでください。

集計結果

(問 4)（問 1）で“いいえ”を選んだ方：自動車が必要でない理由を下から選んでください。

a 運転免許または自動車を保有していない

b 高齢となり、運転免許を返納した

c 道路が狭いから、怖くて運転するのが嫌

図-4-1

）で“いいえ”を選んだ方：自動車が必要でない理由を下から選んでください。

）で“いいえ”を選んだ方：自動車が必要でない理由を下から選んでください。

運転免許または自動車を保有していない 27   d 公共交通（バスなど）を利用するから

高齢となり、運転免許を返納した 4   e その他 

道路が狭いから、怖くて運転するのが嫌 2   未回答

1 図

）で“いいえ”を選んだ方：自動車が必要でない理由を下から選んでください。

）で“いいえ”を選んだ方：自動車が必要でない理由を下から選んでください。・・・総数 40

公共交通（バスなど）を利用するから  2 

          5 

6 
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集計結果

(問 4)（問 1）で“いいえ”を選んだ方：自動車が必要でない理由を下から選んでください。

a 運転免許または自動車を保有していない

b 高齢となり、運転免許を返納した

c 道路が狭いから、怖くて運転するのが嫌

その他の回答 

・レンタル 

・自分名義の車ではない時々自分で運転をする

・病気療養中ペーパードライバー

）で“いいえ”を選んだ方：自動車が必要でない理由を下から選んでください。

運転免許または自動車を保有していない 27   d 公共交通（バスなど）を利用するから

高齢となり、運転免許を返納した 4   e その他 

道路が狭いから、怖くて運転するのが嫌 2   未回答

  ・近日保有予定 

・自分名義の車ではない時々自分で運転をする ・家族で一台所有の為

・病気療養中ペーパードライバー   ・A が車を保有していて運転してくれる

図-4-3 

図-4-4 

）で“いいえ”を選んだ方：自動車が必要でない理由を下から選んでください。・・・総数 40

公共交通（バスなど）を利用するから  2 

          5 

6 

が車を保有していて運転してくれる(通院) 



(問 5)（問 1）で“いいえ”を選んだ方：日常生活での主な移動手段はなにですか？

回答可) 

集計結果

(問 5)（問 1）で“いいえ”を選んだ方：日常生活での主な移動手段はなにですか？

・・・総数 61 

a バイク・自転車等

b バス 

c タクシー 

図-5-1 

）で“いいえ”を選んだ方：日常生活での主な移動手段はなにですか？

）で“いいえ”を選んだ方：日常生活での主な移動手段はなにですか？

7 d 家族の運転する車

12 e 知り合いの運転する車

3 f その他 

図-5-

）で“いいえ”を選んだ方：日常生活での主な移動手段はなにですか？(複数

）で“いいえ”を選んだ方：日常生活での主な移動手段はなにですか？(複数回答可) 

家族の運転する車         31 

知り合いの運転する車  5 
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集計結果

(問 5)（問 1）で“いいえ”を選んだ方：日常生活での主な移動手段はなにですか？

・・・総数 61 

a バイク・自転車等

b バス 

c タクシー 

その他の回答 

・脳疾患による後遺症により左半身マヒの為すべて

・道路が狭くて怖いけど、不便だから車を使う

）で“いいえ”を選んだ方：日常生活での主な移動手段はなにですか？

7 d 家族の運転する車

12 e 知り合いの運転する車

3 f その他 

・脳疾患による後遺症により左半身マヒの為すべて ・A による車に頼っているレンタル

・道路が狭くて怖いけど、不便だから車を使う ・送迎、バス、徒歩 

図-5-3 

図-5-4 

）で“いいえ”を選んだ方：日常生活での主な移動手段はなにですか？(複数回答可) 

家族の運転する車         31 

知り合いの運転する車  5 

3 

による車に頼っているレンタル



(問 6)県道をどれくらい利用されていますか？

集計結果

(問 6)県道をどれくらい利用されていますか？

a 毎日

b 週 4～5 日

c 週 2～3 日

図-6-1 

県道をどれくらい利用されていますか？

県道をどれくらい利用されていますか？・・・総数 228 

56 d 月数回 

29 e ほとんど利用しない

62           未回答

図-6-3 
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(問 7)県道を利用する主な目的を教えてください。

集計結果

(問 7)県道を利用する主な目的を教えてください。

a 通勤・通学

b 仕事（営業・配達等）

c 買い物

図-7-1 

県道を利用する主な目的を教えてください。(複数回答可)

県道を利用する主な目的を教えてください。(複数回答可)・・・総数

42 d 通院 

仕事（営業・配達等） 46 e 観光・レジャー

129 f その他 

図-7-

・・・総数 386 

100 

観光・レジャー  46 
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集計結果

(問 7)県道を利用する主な目的を教えてください。

a 通勤・通学

b 仕事（営業・配達等）

c 買い物

その他の回答 

・通塾

・美容院・車の整備

・お見舞

・年のいった親や子供の様子を見に行く

・送迎

・目的に関係なく村外に出るのには必ず県道を利用しなければならない。

・何をするにしても用事がある時は必ず利用しなければならない。

県道を利用する主な目的を教えてください。(複数回答可)・・・総数

42 d 通院 

仕事（営業・配達等） 46 e 観光・レジャー

129 f その他 

・日曜日および連休等の買物等

・実家に帰る時に使用

 ・墓参り 

・年のいった親や子供の様子を見に行く ・農作業など 

 ・美容院、帰省 

・目的に関係なく村外に出るのには必ず県道を利用しなければならない。

・何をするにしても用事がある時は必ず利用しなければならない。

図-7-3 

図-7-4 

・・・総数 386 

100 

観光・レジャー  46 
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・日曜日および連休等の買物等

・実家に帰る時に使用



(問 8)利用する県道が整備されたことによって、国道

縮されたり、通行が安全になったと感じますか？

集計結果

(問 8)利用する県道が整備されたことによって、国道

通行が安全になったと感じますか？

a 5～10 分程度短縮された

b 10～20 分程度短縮された

c すれちがいが楽になった

図-8-1 

利用する県道が整備されたことによって、国道 55 号（安田町）までの通行時間が短

縮されたり、通行が安全になったと感じますか？(複数回答可) 

利用する県道が整備されたことによって、国道 55 号（安田町）までの通行時間が短縮されたり、

通行が安全になったと感じますか？(複数回答可)・・・総数 328 

分程度短縮された 65 d 対向車の接近がわかりやすくなった

分程度短縮された 10 e ゆずりあいが楽になった

すれちがいが楽になった 96 f ほとんど感じない

図

図-8-3 

図-8-4 

号（安田町）までの通行時間が短

号（安田町）までの通行時間が短縮されたり、

対向車の接近がわかりやすくなった 33 

ゆずりあいが楽になった  49 

  75 

図-8-2 



(問 9)お住まいの地域に通じる県道に満足していますか？

集計結果

(問 9)お住まいの地域に通じる県道に満足していますか？

a 満足

b ほぼ満足 

c どちらでもない

図-9-1 

お住まいの地域に通じる県道に満足していますか？

お住まいの地域に通じる県道に満足していますか？・・・総数 222

10 d やや不満 

30 e 不満  

36       未回答

図-9-3 

図-9-4 

図-9-2
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(問 10)お住まいの地域に通じる県道について、改善してほしいところを

い。(複数回答) 

集計結果

(問 10)お住まいの地域に通じる県道にについて、改善してほしいところを

・・・総数 694 

a 道幅を広くする

b 急カーブの改善

c 急な坂道の改善

d 見通しを良くする

e ガードレールの整備

f 歩道の整備

図-10-1 

お住まいの地域に通じる県道について、改善してほしいところを

お住まいの地域に通じる県道にについて、改善してほしいところを

158  g 自然災害（落石・崩壊など）に強くする

106  h 豪雨時の冠水をなくす

8  i 事前通行規制の解消

116  j 待避所の設置 

15  k その他 

7 

図-

お住まいの地域に通じる県道について、改善してほしいところを 3 つ選んでくださ

お住まいの地域に通じる県道にについて、改善してほしいところを 3 つ選んでください。 

自然災害（落石・崩壊など）に強くする 190 

豪雨時の冠水をなくす    20 

事前通行規制の解消    48 

   11 

   15 

-10-2 



集計結果

(問 10)お住まいの地域に通じる県道にについて、改善してほしいところを

・・・総数 694 

a 道幅を広くする

b 急カーブの改善

c 急な坂道の改善

d 見通しを良くする

e ガードレールの整備

f 歩道の整備

お住まいの地域に通じる県道にについて、改善してほしいところを

158  g 自然災害（落石・崩壊など）に強くする

106  h 豪雨時の冠水をなくす

8  i 事前通行規制の解消

116  j 待避所の設置 

15  k その他 

7 

図-10-3 

図-10-4 

お住まいの地域に通じる県道にについて、改善してほしいところを 3 つ選んでください。 

自然災害（落石・崩壊など）に強くする 190 

豪雨時の冠水をなくす    20 

事前通行規制の解消    48 

   11 

   15 



(問 10)その他の回答

・舗装の整備 

・1 車線でも急カーブに限り 1.5 車線としてはどうでしょう。安全な道路となると思いますが。 

・1.5 車線化に、大雨のたびに崩壊し通行止めになる⇒自然災害対策の強化 

・山道に広い歩道はいらない 

・改良、災害復旧工事時における迂回路・仮設道の設置 

・崩壊した所を速やかに直せる業者に頼んでほしい。 

・高速道路のような車専用道路の整備で自然災害に影響されない道路の開通を望む 

・整備箇所について高額で整備箇所が短いより、経費が安値の所を整備して、改良の所の延長を伸長して通

り易くする。 

・改善してほしい事は、役場(支所)を通じてやらなくても直接土木事務所等に伝えられるようなシステムづ

くりをしてほしい（危険でないか？と要望しても全然改善されない) 

・県道魚梁瀬公園線は雨の日や冬場の寒い日に霧や靄がかかりやすくて見通しが悪くなります。その時は道

路幅を示す白線があれば本当に助かりますので、白線の整備をお願いします。 

・希望としてはａ､ｂの改善を求めますが、急には無理ではないでしょうか。 

・県道が通行止めになると不便になります(困る)長期の通行止がないことを希望 

・道幅を広くする工事はどんどんして頂きたいが、土砂崩れの復旧工事や舗装工事での通行止めを少なくし

てもらいたい。特に安田に出るまでに 3 か所で時間制限をしている時があった。 

・土木工事用大型ダンプカー、ミキサー車、タンクローリー車木伐運搬用大型トラック、セミトレーラーや

柚子製品運搬用大型トラック等の通行量が多いため、特に急カーブでの行き合いの時危険を感じる 

・カーブミラーが汚れていて見えにくいところがあるのできれいにしてほしい。大型のダンプやトラックな

どの通行が多い為、舗装がすぐ痛み道がガタガタ…仕方のないことですが補修は早めにして頂きたいと思

います。 

・運転マナーの向上（県道自体についてではないが）。カーブでスピードを落とさず、真ん中を走ってきたり、

ひどいものです。 

・久木トンネルから奥の道路の上部に木がかぶさっていて危険です。 

・安田町道の迂回路の整備をしてほしい。特に平山付近県道対岸。 

・未改良の区間で大型車が対向できる幅員が欲しい。 

・大型トラックがたくさん通るので、行き違いに大変苦労している 

・今より高齢になった時も安心して運転が出来る様に、広くてカーブが少なくて見通しの良い県道になって

ほしいです。 



・杉の植林が大きくなり見通しが悪くなった。持主の協力を得て伐採等を行って見通し良い道路整備を行っ

てほしい。 



(問 11)お住まいの地域に愛着があり、住み続けたいと思いますか？

集計結果

(問 11)お住まいの地域に愛着があり、住み続けたいと思いますか？

a はい  197

b いいえ  22

未回答  25

図-11-1

お住まいの地域に愛着があり、住み続けたいと思いますか？

お住まいの地域に愛着があり、住み続けたいと思いますか？・・・総数

図-11-3 

図-11-4 

図-11-2

お住まいの地域に愛着があり、住み続けたいと思いますか？

・・・総数 219 
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 (問 12-1)県道の役割として重要と考えられるものを

集計結果

(問 12-1)県道の役割として重要と考えられるものを

a 地場産品等を安全に搬出できる道

b 通勤通学に安全な道

c 病院へ行きやすい（救急搬送の短縮）道

d 商業施設へ行きやすい道

e 歩行者などが安心して通行できる道

図-12-1

県道の役割として重要と考えられるものを 2 つ選んでください。

県道の役割として重要と考えられるものを 2 つ選んでください。

地場産品等を安全に搬出できる道 47 f 近隣市町村へ行きやすい道

通勤通学に安全な道 96 g 駅や公共施設へ行きやすい道

病院へ行きやすい（救急搬送の短縮）道 153 h 村役場へ行きやすい道

商業施設へ行きやすい道 52 i その他

歩行者などが安心して通行できる道 18 

1 図

つ選んでください。(複数回答) 

つ選んでください。(複数回答)・・・総数 486 

近隣市町村へ行きやすい道 92 

駅や公共施設へ行きやすい道 14 

村役場へ行きやすい道   9 

   5 

図-12-2 



集計結果

(問 12-1)県道の役割として重要と考えられるものを

a 地場産品等を安全に搬出できる道

b 通勤通学に安全な道

c 病院へ行きやすい（救急搬送の短縮）道

d 商業施設へ行きやすい道

e 歩行者などが安心して通行できる道

県道の役割として重要と考えられるものを 2 つ選んでください。

地場産品等を安全に搬出できる道 47 f 近隣市町村へ行きやすい道

通勤通学に安全な道 96 g 駅や公共施設へ行きやすい道

病院へ行きやすい（救急搬送の短縮）道 153 h 村役場へ行きやすい道

商業施設へ行きやすい道 52 i その他

歩行者などが安心して通行できる道 18 

図-12-3 

図-12-4 

つ選んでください。(複数回答)・・・総数 486 

近隣市町村へ行きやすい道 92 

駅や公共施設へ行きやすい道 14 

村役場へ行きやすい道   9 

   5 



その他の回答 

・全部に該当すると思う。全部重要。 

・命をつなぐ道 

・被災時（地震等）に輸送物質（食料・おむつ等）が確実に届く道 

・病気療養中 特に考えない 

・県民が安全に利用できる道。問題点について管理責任者は積極的に取り組んでほしい 

・迂回路もいくつも有るが日常的には通行していない為に整備されてなかったり大型車が通行できなかっ

たりで県道安田東洋線が一番頼れるので今後も通行止めをより少なくする改良工事を願いたい。 



(問 12-2)村を訪れる方に対してはどの様な道が重要と思いますか？

集計結果

(問 12-2)村を訪れる方に対してはどの様な道が重要と思いますか？

a 木材・ゆずなどが加工場へ安全に搬入できる道

b 村で働く人が安心して通行できる道

c 観光地や施設へ来やすい道

図-12-5

村を訪れる方に対してはどの様な道が重要と思いますか？

村を訪れる方に対してはどの様な道が重要と思いますか？(複数回答可

木材・ゆずなどが加工場へ安全に搬入できる道 42 d 緊急車輛が安全に通行できる道

村で働く人が安心して通行できる道 133 e その他

観光地や施設へ来やすい道 130 

図-

図-12-7 

図-12-8 

村を訪れる方に対してはどの様な道が重要と思いますか？(複数回答可) 

複数回答可)・・・総数 436 

緊急車輛が安全に通行できる道 121 

   10 

-12-6 



その他の回答 

・とにかく 2 車線に！！ 

・くねくね道だから、山奥だから味わえることがある。 

・はじめて通る人でも安心して通行できる道 

・A.広い道、安全な道 B.見通しがよい安全な道・病気療養中 特に考えない 

・これも全部に該当。 

・子育てが安心してできる道 

・対向車のスムーズな行き違いができる道 

・2 車線の道路、崩壊のない道路、通行止のない道路、通行止が多すぎる 

・木の枝がたれ下がっていたり、草が生えていると道が狭く感じられ、走りにくい。山崩れ(石がパラパ

ラ落ちたまま)の所は恐ろしいと感じました。 

・ゆず加工場の視察や温泉等へのお客様も多いので、安心して通行できるよう、また、村内にはコンビニ

やスーパーマーケットもなく、毎月の A コープと小さな個人商店があるだけで買い物の選択の巾がなく、

したがって近隣市町に出る機会が多くなる為、更には高校通学も厳しい。



(問 13)今後の道路整備（命の道）で重要と考えるものは何ですか？

集計結果

(問 13)今後の道路整備（命の道）で重要と考えるものは何ですか？

※回答から大きく以下の

1 自然災害に強い道

2 複数ルートの確保（災害時の迂回路）

3 高速道路の整備

未回答

今後の道路整備（命の道）で重要と考えるものは何ですか？

今後の道路整備（命の道）で重要と考えるものは何ですか？・・・総数

※回答から大きく以下の 6 項目に分類しました。 

55 4 二車線化

複数ルートの確保（災害時の迂回路） 39 5 トンネルの整備

10 6 安全安心な道

 105 

図-13-1 

今後の道路整備（命の道）で重要と考えるものは何ですか？(自由回答) 

・・・総数 139 

 16 

トンネルの整備 10 

安全安心な道   9 



 (問 13)自由記載内容

○分類 1 自然災害に強い道 

・自然災害に強い道 

・山崩れに強い道 

・自然災害に強い道路づくり 

・土砂災害に強い道 

・やはり自然災害に強い道を一番に望みます。 

・将来まで活用できる道路 

・魚梁瀬大橋の整備点検 

・自然災害(雨による落石)に強い道 

・自然災害に強く、安全に通行できる道（大型トラックとのすれ違いに十分な広さがある) 

・救急搬送時間及び救急車到着までの時間が短い道 

・自然災害に強い道(風水災害、地震等) 

・災害が起きても生活できる道路 

・自然災害の復旧が遅い 

・台風で山が崩れても安心をして大中小の車が通行できる迂回路が欲しいです。 

・しょっちゅう通行時間制限があり不便なので自然災害に強い道にすること 

・東南海地震または区間災害等に強くするため防災工事で備える。 

・がけ崩れや土砂崩れ等の災害を防ぐための徹底的な調査と対策により、人命を不慮の事故から未然に守

ることだと思います。 

・自然災害に強い道を望む 

・台風等の災害、大雨のたびに村全体が孤立するようでは、村民の生きる道とは言えない 

・通行止をなくす=自然災害に強い道=道だけ強くしても山が崩壊すれば通行止もやむを得ないと思います

が…     

・県道になってから長い期間が経ち経年劣化の為少しの雨量で崩壊等が多くなり通行止めが頻繁になった。 

・自然災害に強く通行止めになりにくい道。 

・自然災害に強い県道、林道の整備 

・南海トラフ地震による孤立だけでなく、その後長期間にわたり頻繁に発生する余震を考えると、とても

現状では不安で県道を通行できない。 

・自然災害に強い道、時に大雨などや山が崩れて通行できなくなる。救急搬送ができない、命にかかわる。

全国の道を整備しているのは分かるが、人口が大きな都市の道路ばかり整備されている。このことにつ



いてきちんと高知県として私たちの言葉を伝えて欲しいです。 

・林内の幹線道は県道 12 号のみでしかも安田町を東西に国道 55 号に出るのに 20km の県道 12 号が命の綱

であり、自然災害に強く通行止めにならない道づくりを願いたい。 

・自然災害に強く安心して通行できること。 

・落石、崩壊のない安全の道 

○分類 2 複数ルートの確保（災害時の迂回路） 

・迂回出来る道が常に有る事 

・迂回路完全整備を希望する 

・複数ルートの確保 

・複数ルートの道路を確保してほしい。小さな土砂崩れでも陸の孤島になるおそれあり。 

・災害等に備えての２通りの安全なルートの確保。小道ではなくて… 

・通行止になった時の迂回路の整備 

・災害などの時、孤立しないよう複数のルートがあれば？ 

・今年も夏の大雨で県道の通行止めにより、長期間不便をきたしました。対岸の町道の整備等による対応

策等考えてほしい。 

・通行止めが頻繁に起きるので複数ルートは必要だと思う。特に魚梁瀬公園線が災害で通行止めになると、

魚梁瀬地区は完全に陸の孤島になります。 

・上記のもの（自然災害に強い道、複数ルートの道路を確保する）が重要だと感じています。1 番怖いの

が孤立です。崩れてしまうのは最悪仕方のないことだとしても、別の道があれば（なるべく同じくらい

の時間で国道へ出られる道）少しは安心して暮らせるのかな…と思います。安田町方面へ買い物に出ら

れないと、赤ちゃんのいる家庭は特に大変です。今年の夏のような綱渡りのような不安定な迂回路でも、

みんな使っていました。もう少ししっかりした道が欲しいです。切実に！！！ 

・災害で県道が通行できなくなった場合の村道、農道、林道等の充実 

・災害時の迂回路の整備 

・迂回路の整備 

・万一不通になっても代替の道路が有る事 

・自然災害に強い道―迂回路の確保―安全に通れる道 

・災害に強い道であることは最重要だが、それと同時に緊急時の搬送が可能なルートも常に整備していて

ほしい。 

・災害が起きたから迂回路を点検するじゃなく、常に通れるように。 



・複数ルートの道路も安全に通行できるように整備してほしい 

・林道の整備（通行止になった時、利用できる林道） 

・迂回路の準備が十分でない事。 

・災害などで道路が分断されると生活に困るから迂回路の確保 

・既存の複数ルートの改良 

・自然災害に強く、県道はもちろん林道などを整備して安全に通行できるようにする。 

・災害ですぐ孤立するのは避けたい 

・安田川の対岸にも道路を 

・複数ルートの道路があることは一番いいこと。迂回路を整備してほしい。 

・陸の孤島にならないよう、複数の安全な道が必要。 

・複数ルートの道路を確保、整備すること。 

・通行止めとなった時、整備がされた複数ルートが必要。 

・安全な複数ルート 

・複数ルートの確保も必要。 

・全ての複線化 

・複数ルートの確保を希望。 

・是非とも複数ルート道路の整備を早急に進める 

・災害発生による通行止対策として複数ルートの道路整備。(市町村道等)市町村への支援。 

・複数ルートの確保…自然災害に弱いので県道と同じレベルの道路整備されたルートが複数あってどこか

は利用できること。特に時間にも大差なくてきつい山道などでないルートが欲しい。  

・村外に出る迂回路が三路線あるが内二路線は林道であり林道と国管林道の併用の為日常的に補修されて

なく通行できなく無いに等しく困るので県道として整備をお願いしたい。 

○分類 3 高速道路の整備 

・北川線を通らねばならない時、高速道路がもっと長くて、時間が短縮できれば良いのにと思う。  

・高速道の開通 

・高速道路の早急な整備 

・高速自動車道の整備…県東部は遅れている。 

・高速道路の整備(8 の字ネットワーク) 

・高速道路の整備(東部) 

・高速道路の早期完成(東部自動車道) 



・高速道路整備でトンネルを少なくしてほしい。 

○分類 4 二車線化 

・道路の二車線化 

・超大型車が通りやすい道 

・県道を二車線にしてほしい 

・小規模の崩壊でも片側通行できる広い道 

・早急な 2 車線化 

・早急に全面 2 車線の道路(災害時でも片側 1 車線は通行できる) 

・二車線道路 

・道路が狭いので広めてほしい 

・安田東洋線の完全二車線化を求める 

・大型トラックや観光バスが楽に通れる道にすること 

・二車線道路。林道一谷～安芸線、及び朝日出～北川線の整備 

・二車線にする 

・山側の排水路を暗渠とし道としてとりあえず巾を確保して欲しい 

・大型車と安全に行き違いができる道に 

・せめて 1.5 車線化へ(安心・安全の獲得)   

・魚梁瀬、馬路にそれぞれヘリポートがあるが、ヘリが飛べない時間帯などがあるため安心して暮らして

いくには道路の早期 2 車線化が必要である。 

・観光・産業の振興のためにも 2 車線化が必要である。 

・見通し良く二車線を望みます！決してカーブでバックしたくないです。 

・大型車の通行が大変多く対向車とのすれ違いが安全にできる道巾を確保 

・県道の拡張工事など数年かからないような工事費の予算を計上して欲しい 

○分類 5 トンネルの整備 

・トンネルなど時間短縮が可能な道路整備 

・安田町⇔馬路間のトンネル 

・距離短縮のためのトンネル工事 

・カーブの多い場所、拡張が困難な場所は早急にトンネル工事を！ 

・自然災害に強い道(トンネル道路) 



・土砂災害が多いのでトンネルを多く作るべきでは無いだろうか？ 

・安全性、時間短縮、災害に対してトンネル希望。 

○分類 6 安全・安心な道 

・安心・安全に通行できる道 

・落石の危険個所の整備 

・見通しの悪い樹木などの伐採など 

・陥没箇所の整備 

・対向車線にはみ出す人が多いので、カーブの是正を行ってもらいたい。 

・事故のリスクの低い道 

・急カーブの解消…見通しの悪いカーブでは対向車に危険を感じる事もしばしばある。 

・崩落や落石の危険の心配がない安全な道 

・見通しの悪いカーブの植林など、所有者に保障をした上で伐採はできないだろうか(旅行者などが実態

を周知しておらず対向で危険な場合が多くある) 

・緊急車両の安心して通行できる道 

・見通しの悪くない道 

・事故につながりにくい安心安全な道 

・国道への時間短縮ができる



(問 14)県道に関する、ご意見やご感想があれば自由に記載してください。

・・・総数 65 

集計結果

(問 14)県道に関する、ご意見やご感想があれば自由に記載してください。

1 道路改良

2 局部改良

3 維持管理

5.その他 

 ライトをつける 

 感謝 

大型車の通行の規制

県道に関する、ご意見やご感想があれば自由に記載してください。

県道に関する、ご意見やご感想があれば自由に記載してください。

32  4 災害時の規制 

1  5 その他 

17         未回答     179

1 人 工事をまとめる 

1 人 工事の時間帯   

大型車の通行の規制 1 人 工事への取り掛かり

図-14-4 

図-14-1 

図-14-2 

県道に関する、ご意見やご感想があれば自由に記載してください。(自由回答) 

県道に関する、ご意見やご感想があれば自由に記載してください。(自由回答)・・・総数 65 

9 

6 

179

1 人 

1 人 

 1 人

図-14-3 

図-14-5 



(問 14)自由記載内容

○分類 1 道路改良 

・改良予算が不足していると思われるので進捗率が悪い、スピード感をもって欲しい。 

・自然災害に強い道で、複数ルートを確保し、孤立する事の無いように。 

・予算や人員など、難しい面もあると思いますが、上記のような道（自然災害に強い道）があれば、安心

して暮らせると思います。よろしくお願いいたします。 

・片側二車線化。人通りはほとんどなく、歩道はあまり考えなくてよいと思う。山道のカーブの所(場所)

の整備をなるだけ早く                  

・県道安田東洋線特に県道魚梁瀬公園線においては、30 年以内に起こると予想される南海地震の際には道

路の災害崩壊が予想され魚梁瀬地区は 100%孤立してしまうことが予想されます。できるだけ早く道路改

良をして頂き災害に強い道路を作ってもらいたい。魚梁瀬地区は千本山をはじめとする観光施設があり、

交流人口を増やすべく努力しています。そこで災害復旧工事の際には、時間制限を極力避けて頂き、時

間制限をしなくて済む工法にて工事を行ってもらえるように希望します。また、魚梁瀬地区は高齢化も

顕著であります。命の道であります。病気の種類によっては 1 分 1 秒を争うこともあります。緊急時に

1 分 1 秒で命を救える道路にしていただきたいと切にお願いいたします。 

・県道通行時に大型車とのすれ違いや倒木等で車を傷つけることがあった。損害について補償もないので、

そのようなことがないように整備をお願いしたい 

・安全な道にしてほしい。 

・山側崩壊が多い為、調査し危険個所を重点に整備してほしい。また崩壊しても片側通行できるぐらいの

幅員が欲しい。大型がすれちがいできて、雑木に接触しないような道路が良い。視距不良箇所の雑木伐

採等をしてほしい。   

・全線の 2 車線整備       

・東部と西部を比べこれほど道路整備の差を感じることはない。町と町を結ぶ海岸線の国道でもいまだに

多車線化が出来上がってなく、台風時等の通行止めが続いている。東部の道路整備を急いでほしい。 

・道が良くなり、安芸までが近くなれば、村民は出ていくだろう。でも、道が良くなってほしい。広くな

ってほしい。難しい問題ですね。「村民が出ていく」とは、居住地を安田や安芸に移すということ。馬

路村を出て行って仕事にだけ馬路に来る。給料は馬路でもらって使うのは安芸。そうなるかも。 

・道幅がとても狭い箇所があり、大型トラックとすれ違う場合危険で困ることが度々ある。崩土で通行止

めが長引くとさまざまな不便があり、迂回路の整備も常日頃からしていただきたいです。 

・道路の改良するのに当り、簡易にできる箇所を早く着手してもらえば、供用区間が延進する。 

・安田町の町道が迂回路として通れないなら、安芸へ向けてトンネルを通してほしい。 



・災害時に孤立しないよう、複数のルートを確保してほしい。         

・道路整備も西高東低にならないように！！           

・安田までの間で、2 車線の所は所々ありますが、せまくなったり(1 車線)、見通しが悪い所があったり(樹

木やユズの木が障害物になっている)スムーズに通行できるように早急に整備してほしい。 

・道幅がせまい所が多すぎ                 

・村内出身者ではないので道の不便を考えた時、子育てすら不安になる。 

・国道 55 号 県道安田～馬路間安全な 2 車線に 1 日も早くされたい。国は地方の活性化を唱えている中

で、地方を良くするためにも道路に金を入れるよう強力に要求されたい。 

・雨が降っても安心して通行できる道           

・落石、崩壊が通行の時心配である。可能な限りトンネルを作ってもらいたい。大型車両同士がバックせ

ずにすれ違いができる道幅を早く希望する。 

・土砂災害がおこるたびに整備に要する経費や通行時間制限がある。お金もムダであるし生活にも支障を

きたす、トンネルを抜いて安全で災害に強い道にしてほしい 

・二車線に早急に改良して下さい。トンネルを二カ所に新設してください。 

・道路をもっと広くしてほしい 

・迂回路の整備 

・村民にとって安田東洋線はまさに命の道です。大雨のたびに崩壊するような県道では困ります。村外へ

の通勤、通学、患者さんの中には迂回路(北川村まわり)が大変で村から転居された方もいます。トンネ

ルや高規格道など考えられる中で災害時に影響されない道路の建設を強く望む。ぜひ早急な改善をご検

討下さるよう重ねてお願いします。 

・トンネルを作る事       

・命の道は一本ではいけないのではないですか？もしなにかあったときどうするのですか？山や僻地に住

んでいる人の命の道は一本であってはならないと私は思います。この前の災害が起こった時に、県道に

寝泊まりしていた方、お疲れ様です。体に気をつけて私たちの道を守ってください。 

・二車線でなくても 1.5 車線で十分だと思う。 

・災害時に行き帰りできる道 

・県道が不通の時は本当に困ります。緊急な整備をお願いします。 

・土砂災害が多すぎ 

・国道までの時間を短縮してほしい 



○分類 2 局部改良 

・大型車トレーラーが多く通る。急カーブが多く見通しも悪いので少しでも直してほしい 

○分類 3 維持管理

・ダム側や川側の見通しが悪いので危険（雑草、雑木を刈り払いしてほしい)山側の高刈りをもっとやっ

てほしい（いろいろな線にかぶさっていて通行時圧迫感あり。線に触って危険個所多数あり) 

・カーブミラーが歪んでいて対向車が見えづらい。カーブの草や木、枝など切ってもらいたい。対向車が

見えづらい。カーブミラーに木の枝が伸び写って見えづらい。 

・カーブミラーの点検・整備を定期的にしてほしい(草刈のように)強い風の吹いた時、台風通過後にミラ

ーが動いている時がある。春先から木の枝が繁り、ミラーに写り前方が見えない 

・路面パトロールをもっとして欲しい。通行しやすいように高刈りをもっとしてほしい 

・カーブミラーを増やしてほしい。山側の高枝刈り        

・道路の凹を舗装してください。 

・道路に法面等より木の枝が覆い被さっているので、高刈の実施をお願いしたい。 

・路肩が少し崩れているような所があるとき、できるだけ早くなおしてほしい。コーンを置いたまま、そ

のままずっと放置していて、いつなおすのか…と思ってしまう。 

・崩壊した場合、放置せず早期に対応してもらいたい。管理責任者の責務だと思う。 

・安田までの道でカーブミラーが必要な箇所が何カ所かありますが、その他川側の木(柚子)等、枝を切っ

ていただければ見通しが良くなる所が多々あります。検討お願いします。 

・雨量規制や崩壊により、時々通行止になり不安を感じます。拡張工事も必要ですが災害等に対応できる

よう、点検調査、改善を希望。 

・カーブの見通しを良くする為、木々の伐採。        

・路肩の陥没などの舗装整備 

・現在の側溝上を通行できるように、フタかけなどをして少しでも巾員を応急的に広げること。 

・舗装が十分でない道路があり、子どもや妊婦にとって揺れが大変大きい。 

・これから増々高齢者のドライバーが増えます。危険ヶ所の点検を行い、その箇所を解消していただきた

い。(山道に慣れていない者が運転するつもりで)道の両側の草や垂れ下がってきている木の枝など刈っ

てきれいにしている時は道の状態も分かりやすく安心して走れるので草刈などは回数も増してやって

いただきたい。この前の災害で平山で山崩れがあった時、短い日数で通行が可能になったのでびっくり

しました。行政が頑張ってくれているのが分かりました。これからも宜しくお願いします。 

・危険箇所にコーンを立てておくだけでなく何がどのように危険なのか短い言葉でも良いから文言で知ら



せる立て看板を設置して欲しい。(特に道巾が確保されず途切れているところなど脱輪する方がいるの

では) 

・悪い路面箇所の補修 

・側溝が落ち葉や落石などで埋まっていて道路との判別がしにくく脱輪しそうな場合があるので巡回し管

理と整備を行ってほしい(台風や豪雨の後など何日も放置しているので) 

○分類 4 災害時の規制 

・雨量 200mm の規制値を越えると急に通行止になる。また、平成 15 年ぐらいから安田町、奈半利町など

にも雨量規制通行止の看板が県道入口より多くの場所に設置され、釣りに入る入漁者の激減等、入漁券

が売れず赤字決算が続いている。魚梁瀬は特別に 400mm 以上ぐらいにして欲しいものである。屋久島、

大谷ヶ原、魚梁瀬は日本 3 大雨量の地であります。何かの事故が起こると責任を問われるのでこんなこ

とを願っても仕方がないでしょう。 

・通行止め・時間規制が多すぎる        

・安田魚梁瀬間の道路において多々時間規制が多すぎる 

・県道の通行規制は仕方ないが、解除の時は少しでも早く知らせてほしい。（有線放送等）以前から比べ

ると、有線放送の回数が増えたが、内容を的確にお願いします。 

・工事のための通行時間制限はやむを得ないと思いますが、年末などの忙しい時期はさけていただきたい。

また、県道が通行止めになった時の迂回路の整備も合わせてしてほしい。 

・県道が 1 日通れないことが村に与える損害が本当に大きいということを感じてほしい。 

・県道崩壊の際の迂回路の対応として本村では（一谷線、朝日出）2 路線ある林道で所管が違うが、いつ

でも通行できるように各道路管理機関との話し合いをされるようお願いする。 

・通行止解除の早期対応(通勤、通学者)及び関連団体への連絡。 

・改良工事や災害復旧工事に伴う通行制限を緩和してもらいたい。特に与床における崩壊箇所の復旧工事

は長期間にわたると思われることから、仮設橋の設置により対応願いたい。 

○分類 5 その他 

・カーブの多い安田東洋線。危険な運転をする人が多い安田東洋線…対向車がいきなり現れたような錯覚

を覚えることも多々…（天気の良すぎる日、陰から日の当たる場所へ続くカーブなどは特に）私はこの

安田東洋線を走る時、ライトをつけることを推奨したいです。クロネコヤマトさんは必ずライトをつけ

て走っていますが、やはりこちらから見てわかりやすいのでとても良いと感じています。村ぐるみでや

ってみてはいかがでしょう？ 



・ここ 20 年近く県道のお世話になっています。この間、飛躍的に整備され感謝しています。今後とも安

心して通行できるように心よりお願いいたします。 

・大型トレーラー車などは、出会うとすれ違いが困難になるので、特定の時間のみの走行や、曜日やルー

トを限定するなどして、一般車が安心して走行できるようにしてほしい。 

・事業費等の関連があるかと思いますが、馬路～安田間で数ヶ所の改良工事を行っているが、２ヶ所ぐら

いにまとめて工事を施工したら？ 

・改良や復旧工事は通行量の少ない時間帯に実施してほしい。 

・対応、工事へ取り掛かるのが遅いように思う。 


