
【抑制期間】

ＧＷ・・４/28～５/６　盆・・・８/11～８/19 現在
年末年始・・・12/29～１/３

番号 路線名 規制箇所 規制内容 規制理由 迂回路 備考

113 市道 三明寺西田内線 巌城1607-1～1005地先
車両通行止
片側交互通行

H31.4.24～R2.3.31 9：00～17：00
太陽光発電所自営線設置工事のた
め

作業後開放

222 市道 竹田橋八屋線 八屋150-12～八屋154-3 片側交互通行 R1.5.8～R2.3.31 9：00～17：00
太陽光発電所自営線設置工事のた
め

作業後開放

223
市道 大原山根線
市道 上余戸4号線

八屋150-12～上余戸450-1
先、上余戸450-1～459先

車両通行止
片側交互通行

R1.5.8～R2.3.31 9：00～17：00
太陽光発電所自営線設置工事のた
め

作業後開放

1385 市道 北野17号線 北野地内 片側交互通行 R1.11.15～R2.2.29 8：30～17：00 上下水道引込工事のため
うち4日間程度
作業終了後開放

1762 市道 昭和町1丁目昭和町2丁目2号線 昭和町1丁目地内 片側交互通行 R1.11.28～R2.2.29 8：30～17：00
上水道引込工事による道路掘削の
ため

うち3日間程度
作業終了後開放

1765 市道 立見1号線 立見地内 車両通行止 R1.11.20～R2.1.31 8：00～17：00
携帯電話基地局新設工事・工事車
両の設置のため

うち15日間程度
作業終了後開放

1834 市道 上井18号線 上井地内 片側交互通行 R1.12.1～R2.1.31 8：30～17：00
転落防止保護柵の設置に伴う
工事車両の設置のため

うち7日間程度
作業終了後開放

1835 市道 讃岐井手線 関金町安歩地内 片側交互通行 R1.12.1～R2.3.31 9：00～17：00 給水管引込工事のため
うち2日間程度
作業終了後開放

1917 市道 福吉町1号線 福吉町地内 全面通行止 R2.1.6～R2.2.5 8：30～17：00
フェンス設置工事に伴う工事車両
の設置のため

作業終了後開放

1947 市道 丸山町中河原線 生田地内 車両通行止 R1.12.24～R2.1.20 8：30～17：00
給水管引込・汚水桝設置工事のた
め

うち3日間程度
作業終了後開放

1954 市道 富海中央線 富海地内 片側交互通行 R2.1.6～R2.6.15 8：30～17：00
上水道引込工事による道路掘削の
ため

うち６日間程度
作業終了後開放

1955 市道 七石ヶ平線、上野辺線、森越線、郷原線 堀、泰久寺地内 車両通行止め R2.1.13～R2.1.16 9：00～17：00
電柱立替に伴う電柱建柱電線移設
工事のため

電線工事

1986 市道 仲ノ町明治町線 新町１丁目地内 片側交互通行 R1.12.26～R2.1.31 8：30～17：00
建物改修工事に伴う工事車両の設
置のため

作業終了後開放

2000 市道 上古川住吉１号線 上古川地内 仮設迂回路通行 R2.1.6～R2.1.18 8：00～17：00 函渠工事のため

2046 市道 和田東町井手畑線 小田地内 車両片側交互通行 R2.1.16～R2.3.16 8：30～17：00
壁等改修工事に伴う工事車両の設
置のため

うち１ヶ月半程度

2047 市道 秋喜西町１号線 秋喜西町地内 片側交互通行 R2.1.25～R2.6.30 8：30～17：00
上下水道引込工事による道路掘削
のため

うち４日程度
作業終了後開放

市道 上井３号線
市道 上井４号線

上井２丁目地内 片側交互通行 R1.10.21～R2.2.21 8：30～17：00 水道管布設工事のため

市道 本町大鳥居線（南谷橋） 関金町関金宿、安歩地内 片側通行止 R1.10.21～R2.3.17 8：30～17：00 橋梁補修工事のため

市道 野添１号線 野添地内 車両通行止 R1.10.21～R2.12.20 8：30～17：00 舗装補修工事のため うち２週間程度

市道 大谷茶屋線 不入岡地内 片側交互通行 R1.11.1～R2.3.27 終日 道路改良工事のため 夜間は信号機設置

市道 上井4号線 上井2丁目地内 車両通行止 R1.11.5～R2.2.28 8：30～17：00 側溝改良工事のため

市道 伊木9号線、伊木中央線 伊木地内
片側交互通行
車両通行止※

R1.11.11～R2.3.27 終日 道路改良工事のため ※期間のうち10日間程度

市道 住吉町円谷線 駄経寺町地内 片側交互通行 R1.11.13～R2.2.28 8：30～17：00 側溝改良工事のため
道路横断水路設置時に
全面通行止

市道 三明寺西田内線 巌城地内 車両通行止 R1.12.2～R2.1.31 8：30～17：00 下水道管布設のため
うち12/28～1/5は
通行規制解除

上北条４・５号農道 下古川・新田地内 全面通行止 R1.12.2～R2.2.28 終日 農業用水路の災害復旧工事のため

市道 和田東町馬場町線 馬場町地内 片側交互通行 R1.12.2～R2.3.10 8：00～17：00 上水道管布設工事のため

市道 葵町奏町線 葵町地内
車両通行止
片側交互通行

R1.12.6～R2.2.20 8：30～17：00 水道管布設工事のため 迂回路あり

市道 下古川北条線 中江外地内 片側交互通行 R1.12.6～R2.3.19 8：30～17：00 舗装修繕のため

市道 東巌城町米田町2号線 上灘町地内 片側交互通行 R1.12.9～R2.3.13 8：30～17：00 側溝改良工事のため

市道 西倉吉町鴨川町２号線 福守町地内 片側交互通行 R2.1.6～R2.1.31 8：30～17：00 側溝改良工事のため

市道 鍛冶町１丁目八幡町線 八幡町地内
片側交互通行
車両通行止

R2.1.6～R2.2.28 8：00～17：00 水道管の布設工事のため
作業終了後開放
日曜祝日休工

市道 明治町２丁目２号線
市道 金森町見日町線

明治町２丁目地内 車両通行止 R2.1.6～R2.3.27 終日 雨水排水ポンプ設置工事のため

市道 瀬崎町鍛冶町２丁目線 鍛冶町２丁目地内 全面通行止 R2.1.7～R2.1.18 8：30～17：00 舗装修繕工事のため 施工が完了次第、規制解除

市道 八屋６号線 八屋地内 車両通行止 R2.1.8～R2.1.31 8：30～17：00 舗装工事のため うち３日間程度

市道 福庭町１丁目６号線 福庭町１丁目地内 車両通行止 R2.1.8～R2.1.31 8：30～17：00 舗装工事のため うち３日間程度

市道 半坂別所線 別所地内
4t未満:片側交互通行
4t以上:車両通行止

R2.1.14～R2.1.31 終日 舗装修繕工事のため 施工が完了次第、規制解除

市道 大塚１０号線 清谷町２丁目地内 車両通行止 R2.1.14～R2.1.31 8：30～17：00 舗装工事のため うち５日間程度

市道 馬場町和田線 和田地内 車両通行止 R2.1.14～R2.1.31 8：30～17：00 舗装工事のため うち５日間程度

市道 三明寺西田内線 田内地内 車両通行止 R2.1.14～R2.1.31 8：30～17：00 舗装工事のため うち３日間程度

市道 北野２号線 生田地内 車両通行止 R2.1.22～R2.2.12 8：30～17：00 汚水桝取付管設置工事のため うち３日間程度

市道 沢谷１号線、沢谷中央線 沢谷地内 車両通行止 R2.1.27～R2.2.28 8：00～17：00 舗装復旧工事のため うち数日間程度

市道 富海中央線 富海地内 車両通行止 R2.1.27～R2.2.28 8：30～17：00 舗装復旧工事のため うち数日間程度

市道 上井２４号線 上井町１丁目東地内 車両通行止 R2.1.20 9：30～16：00 公共下水道管修繕作業のため 予備日：R2.1.21
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