
山形県（道路管理者）　　　通学路点検対策箇所一覧表　（H24～R3年度）
↓箇所数

212

点検
年度

番号 市町村名 小学校名 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 地区名
実施
状況

H24 036 村山市 西郷小 (一)東根長島線 村山市大字河島乙 交通量が多く横断時に危険 路面標示等の注意喚起 北村山 済

H24 037 村山市 袖崎小 (一)東根尾花沢線 村山市大字土生田
転落防止柵が破損しており、隣接する河川
が深いため転落の危険がある

転落防止柵の修繕 北村山 済

H24 038 村山市 袖崎小 (一)東根尾花沢線 村山市大字土生田 交通量が多い、横断歩道が無い 路面標示 北村山 済

H24 039 村山市 大久保小
(一)大久保村山停車場
線

村山市大字大久保甲
カーブの途中に横断歩道があり、見通しが
悪く危険

横断者注意の路面標示等の注意喚起 北村山 済

H24 040 村山市 冨本小 (一）樽石河北線 村山市大字岩野 蓋が無い側溝に落下の危険あり 側溝蓋の整備 北村山 済
H24 041 村山市 冨本小 (一）樽石河北線 村山市大字岩野 道路脇の水路が深い（転落注意） 転落防止柵の設置 北村山 済

H24 042 村山市 冨本小 (一）樽石河北線 村山市大字岩野
交通量が多い（砕石運搬車等）、横断歩道
が無い

横断指導線の設置 北村山 済

H24 043 村山市 戸沢小 （一）樽石碁点線 村山市大字長善寺
道路脇の水路の幅が広く、水量が多い（転
落注意）

歩道、転落防止柵の整備（道路改良で整備） 北村山 済

H24 044 村山市 戸沢小 （一）樽石碁点線 村山市大字長善寺
見通しが悪い、防護柵が破損している（転
落注意）

防護柵を修繕する 北村山 済

H24 045 東根市 東根小 （主）尾花沢関山線 東根市大字東根 歩道がないため、通学する児童が危険 路側のカラー化 北村山 済
H24 046 東根市 神町小 (一）東根尾花沢線 東根市神町南１丁目 歩道がないうえ車道と路側の判別がしにく 路側のカラー化 北村山 済
H24 047 東根市 長瀞小 （一）長瀞野田線 東根市大字長瀞 歩道がないうえ車道と路側の判別がしにく 路側のカラー化 北村山 済

H24 048 尾花沢市
福原中部
小

（一）東根尾花沢線
尾花沢市大字野黒沢（野尻川橋
付近）

歩道側に道路照明灯がないため夜間に歩
行者を判別しにくい

道路照明灯の移設を検討 北村山 済

H24 049 尾花沢市 尾花沢小 県道鶴子尾花沢線 新町神保せとや前の交差点 交通量が多く、横断する児童が多いため危 横断指導線の検討 北村山 済

H24 050 尾花沢市 寺内小
（一）新庄長沢尾花沢
線

尾花沢市大字寺内（意運寺の急
カーブ）

急カーブで見通しが悪く、横断者が見えづ
らい

減速の路面標示 北村山 済

H24 051 尾花沢市 寺内小
（一）新庄長沢尾花沢
線

尾花沢市大字寺内（意運寺の急
カーブ）

歩道除雪区間でないため、隣接住民が除
雪しないと車道を通行しなければならない

歩行スペースの確保（除雪） 北村山 済

H24 052 尾花沢市 萩袋小 （一）東根尾花沢線
尾花沢市大字荻袋（県道荻袋正
厳交差点南側）

防護柵の袖レールが歩道側に曲がってい
て危険

防護柵の修繕 北村山 済

H24 053 尾花沢市 萩袋小 （一）東根尾花沢線
尾花沢市大字荻袋（県道荻袋正
厳交差点南側）

歩道除雪区間でないため、隣接住民が除
雪しないと車道を通行しなければならない

歩道が狭く除雪車は困難。現場の状況を確認
する。

北村山 済

H24 054 尾花沢市 高橋小 （一）尾花沢最上線
尾花沢市大字高橋（高橋小学校
北側急カーブ）

急カーブで見通しが悪く、横断者が見えづ
らい

外側線の引き直し 北村山 済

H24 055 尾花沢市 高橋小 （一）尾花沢最上線
尾花沢市大字高橋（高橋小学校
北側急カーブ）

歩道除雪区間でないため、隣接住民が除
雪しないと車道を通行しなければならない

歩行スペースの確保（除雪） 北村山 済

H24 056 尾花沢市 高橋小 （一）尾花沢最上線 大字押切地内（県道との交差部 見通しが悪く、横断者が見えづらい 横断者注意の表示 北村山 済

H24 057 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号
尾花沢市大字鶴巻田（玉野小学
校前）

歩道がないうえ車道と路側の判別がしにく
い

路肩のカラー化 北村山 済

H24 058 尾花沢市 玉野小 （一）尾花沢関山線
尾花沢市大字鶴巻田（（国）３４７
号との交差点南側）

歩道がないうえ車道と路側の判別がしにく
い

路肩のカラー化 北村山 済

H24 059 尾花沢市 玉野小 （一）尾花沢関山線 栗生地内
交通量が多いにもかかわらず歩道が路側
帯で区切られているだけで歩道も狭い

歩行スペースの確保 北村山 済

H24 060 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線 尾花沢市大字上柳渡戸（荒坂） 道幅が狭く急なカーブで見通しが悪い 減速の路面標示を検討 北村山 済
H24 061 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線 尾花沢市大字上柳渡戸（寺町） 道幅が狭く、歩道が極端に狭くなっている 減速の路面標示を検討 北村山 済

H24 062 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線
尾花沢市大字上柳渡戸（学校入
口）

緩やかなカーブになっているため見通しが
悪い

減速の路面標示を検討 北村山 済

H24 063 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線
尾花沢市大字上柳渡戸（銀山入
口）

道幅が狭く、カーブが連続しているため見
通しが悪い

減速の路面標示を検討 北村山 済

H24 064 尾花沢市 鶴子小 （一）鶴子尾花沢線 尾花沢市大字鶴子（小学校前） 歩道がないうえ車道と路側の判別がしにく 外側線の設置 北村山 済
H24 065 尾花沢市 鶴子小 （一）鶴子尾花沢線 尾花沢市大字鶴子（水路脇） 防護柵がないため転落の危険性がある 防護柵の設置 北村山 済
H24 066 大石田町 大石田南 （一）村山大石田線 大石田町大字田沢字小菅 防護柵がないため児童等が転落の危険性 防護柵の設置 北村山 済

H24 067 大石田町 大石田小 （一）尾花沢大石田線
大石田町大字大石田（大石田駅
前）

歩道がないうえ車道と路側の判別がしにく
い

外側線の設置 北村山 済

H24 068 大石田町
大石田北
小

県道大石田名木沢線 大石田海谷　北小カーブ付近
歩道がないうえ車道と路側の判別がしにく
くカーブで見通しが悪い

外側線の設置、路側カラー化 北村山 済

H25 035 村山市 西郷小 （一）東根長島線 村山市大字名取 草伊賀溜池北 歩道がない。積雪で道路が狭くなる 拡幅除雪の実施 北村山 済
H25 036 村山市 袖崎小 （一）東根尾花沢線 村山市大字土生田 湯舟沢口 十字路を直進する時の児童の安全確保必 交差点付近のカラー舗装 北村山 済
H25 037 村山市 戸沢小 （一）樽石碁点線 村山市大字長善寺 歩道が無い、交通量が多い グリーンベルト設置 北村山 済
H25 038 村山市 富並小 （主）新庄次年子村山 村山市大字富並 下中原 歩道脇の側溝、蓋が無くて危険 側溝蓋の設置 北村山 済
H25 039 村山市 富並小 （主）新庄次年子村山 村山市大字富並 森

民家の落雪で歩道を通れない、車道歩行にな
り危険

こまめに除雪を実施する 北村山 済
H25 040 村山市 富並小 （主）新庄次年子村山 村山市大字富並 森

民家の落雪で歩道を通れない、車道歩行にな
り危険

安全対策用のぼり旗設置 北村山 済

H25 041 村山市 富並小
（主）新庄次年子村山
線

村山市大字富並 森
民家の落雪で歩道を通れない、車道歩行
になり危険

ガードレールの移設 北村山 済

H25 042 村山市 富並小
（主）新庄次年子村山
線

村山市大字富並 森
民家の落雪で歩道を通れない、車道歩行
になり危険

側溝蓋の設置 北村山 済

H25 043 東根市 東根小 （主）尾花沢関山線
東根市本丸南一・二丁目地内（日塔
橋）

冬期間、道路狭小になり危険 除雪をこまめに実施 北村山 済

H25 044 東根市 東根小 （主）尾花沢関山線
東根市本丸南一・二丁目地内（日
塔橋）

冬期間、道路狭小になり危険 市道との交差点に横断指導線を整備 北村山 済

H25 045 東根市 東根小 （主）尾花沢関山線
東根市本丸南一・二丁目地内（日
塔橋）

冬期間、道路狭小になり危険 キャッツアイ（道路鋲）を検討 北村山 済

H25 046 東根市 東根中部 （一）東根尾花沢線 東根市六田一丁目・四ツ家一丁目 冬期間、道路狭小になり危険 冬季間の歩道スペース確保 北村山 済
H25 047 東根市 東根中部 （一）東根尾花沢線 東根市六田一丁目・四ツ家一丁 冬期間、道路狭小になり危険 歩道部にグリーンベルトを引く 北村山 済
H25 048 東根市 神町小 （一）東根尾花沢線 東根市神町南一丁目 降雪時、交差点周辺が狭くなり危険 除雪をこまめに実施 北村山 済

H25 049 東根市 神町小 （一）東根尾花沢線 東根市神町南一丁目 降雪時、交差点周辺が狭くなり危険
神町駐屯地前の交差点改良工事の推進【神町
南工区】

北村山 事業中

H25 050 東根市 大富小 （国）２８７号 東根市大字羽入
車歩道の区別はあるが、IC入口に高速で
入る車が多く危険

危険回避の対策を講じる 北村山 済

H25 051 東根市 高崎小 （主）尾花沢関山線 東根市大字観音寺
歩道はあるものの、大型車の通行が多く、
またスピードを出す車が多い。

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙの設置等について検討 北村山 済

H25 052 東根市 長瀞小 （一）東根長島線 東根市大字長瀞 徐行に関する路面標示 北村山 済

H25 053 尾花沢市 名木沢小
（一）芦沢停車場実栗
屋線

県道芦沢停車場・実栗屋線
猿羽根大橋（毒沢地区）

落下防止の手すりを止める金具の破損、ねじ
のゆるみ等があり、危険である。（数箇所）

必要に応じた補修 北村山 済

H25 054 尾花沢市 名木沢小
（一）芦沢停車場実栗
屋線

県道芦沢停車場・実栗屋線
猿羽根大橋（毒沢地区）

欄干の一部が腐食（２箇所）している 必要に応じた補修 北村山 済

H25 055 尾花沢市 荻袋小 （一）東根尾花沢線
原（旧国道１３号線沿い学校前信
号の右すぐ）

ガードレールの破損 ガードレール補修 北村山 済

H25 056 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号
尾花沢市北郷～鶴巻田地内
（国道３４７号）

カーブがあり見通しが悪い 注意喚起文字設置 北村山 済

H25 057 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号 尾花沢市鶴巻田３７４ カーブがあり見通しが悪い 注意喚起文字設置 北村山 済

H25 058 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号 尾花沢市鶴巻田６３３付近 カーブのため見通しが悪い。
スクールゾーンの標識・路面表示。速度落とせの標
識・表示。

北村山 済

H25 059 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線
尾花沢市大字上柳渡戸（学校入
口）

カーブがあり見通しが悪い 外側線再設置 北村山 済

H25 060 尾花沢市 鶴子小 （一）鶴子尾花沢線
鶴子久保 伊藤完治商店～久保
停留所

側溝に蓋がないため危険 蓋架を検討 北村山 済

H25 061 大石田町
大石田南
小

（一）村山大石田線 田沢字小菅
カーブが多く見通しが悪い。段差があり、落下
する危険性がある。

ガードレールを設置する。 北村山 済

H25 062 大石田町
大石田南
小

（一）尾花沢大石田線 横山字下宿
「横断歩道線」が消えていて、交差点の横断が
危険であった。側溝グレーチングと側溝蓋に段
差と破損があり危険であった。

グレーチング等を修繕済である。 北村山 済

H25 063 大石田町 大石田小 （一）尾花沢大石田線 庚申町十字路
交通量が多い。「横断歩道」が冬期に凍結しや
すい。

凍結状況を調査し、改善を検討する。 北村山 済

H25 064 大石田町
大石田北
小

（一）大石田名木沢線 校門前T字路付近
砂利が敷かれており危険である。「横断者注
意」の表示が消えかかっている。「横断歩道線」
が消えかかっている。

「注意喚起文字表示」の塗り直しを検討する。 北村山 済

H26 028 村山市 楯岡小 （一）東根尾花沢線
村山市楯岡北町一丁目2番、二
丁目2番付近

交通量が多く横断歩道がないため、交差
点で道路右側へ児童が渡れない。横断歩
道まで距離がある。冬季間、路肩に雪が堆
積し車道内を歩行しているため危険。

歩道側除雪 北村山 済

H26 029 村山市 西郷小 （一）東根長島線
東根長島線
村山市大字河島乙385付近
上宿石碑前丁字路

横断歩道の位置が悪く歩行者が危険、塗
装も薄い。
（H25点検箇所、H26点検時は対策済）
横断歩道の先に縁石があり、通行が不便
で危険

舗道縁石の補修 北村山 済

H26 030 東根市 東郷小
（一）新田神町停車場
線

野川小原線と
県道新田神町停車場線の交差点

野川小原線の道路幅が狭く、加えて太田
新田の十字路付近は，見通しが悪い。道
路も狭いので，横断する時危険である。

横断歩道前後のカラー化 北村山 済

H26 031 東根市 小田島小 （一）長瀞野田線
郡山小田島小学校線と県道長瀞
野田線の交差点

道幅の広い県道で、制限速度が６０ｋｍな
ので、自動車が常時高速で走行している。

横断歩道前後カラー化、速度抑制の路面表示 北村山 済
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H26 032 東根市 長瀞小 （一）東根長島線 県道東根長島線
歩道が狭く、速度超過もみられる。歩行者
が歩くところと車道を分けてほしい。

グリーンベルトをひく 北村山 済

H26 033 東根市 長瀞小 （一）長瀞野田線
長瀞６号線と
県道長瀞野田線と
県道東根長島線

歩道が狭く、速度超過もみられる。 グリーンベルト塗り直し 北村山 済

H26 034 東根市 東根中部小 （一）東根尾花沢線
県道東根尾花沢線
（四ツ家一丁目）

与次郎稲荷前。交通量が多く，横断時は危
険。

横断歩道の前後のカラー化 北村山 済

H26 035 東根市 東根中部小 （一）東根尾花沢線
県道東根尾花沢線
（四ツ家一丁目）

与次郎稲荷前。交通量が多く，横断時は危
険。

速度抑制路面標示 北村山 済

H26 036 尾花沢市 福原小 （一）東根尾花沢線
荻袋
戸津紀行さん宅前

スクールバスの停留所に向かう時に、県道
120号（旧州周街道）を横断することになる
が、交通量も多く、大変見通しが悪い。

横断歩道、若しくは指導線の設置 北村山 済

H26 037 尾花沢市 福原小 （一）東根尾花沢線
寺内
須藤商店前の三叉路

特に、西原方面から寺内に向かう道は急な
登り坂で、建物もあるため、見通しが悪い。

横断指導線、横断退避場所表示を設置していく 北村山 済

H26 038 尾花沢市 宮沢小 （主）尾花沢最上線
正厳地区
（大崎商店～西塚商店前）

交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高
速度を下げる等の対策を取っていただけな

外側線の引き直し、グリーンベルトの設置、前
後のカーブにドット線の設置

北村山 済

H26 039 尾花沢市 宮沢小 （主）尾花沢最上線 高橋地区
交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高
速度を下げる等の対策を取っていただけな

外側線の引き直し、前後のカーブにドット線の設
置

北村山 済

H26 040 尾花沢市 宮沢小 （主）尾花沢最上線 市野々地区
交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高
速度を下げる等の対策を取っていただけな

カーブ部分にドット線、原則マークの設置を検
討。

北村山 済

H26 041 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号
国道３４７号
（北郷～母袋）

区域内に歩道はあるものの、ガードレール
も未設置で、交通量も多く危険である。特
に北郷・坂本間外側線が消えかけている
ので、塗装をお願いしたい。加えカラー歩
道化を要望する。

消えかかった外側線の整備、カーブ部分にドット
線の設置

北村山 済

H26 042 尾花沢市 玉野小 （主）尾花沢関山線
尾花沢関沢線
（鶴巻田～上柳渡戸）

流雪溝整備により歩道が広がった区間も
あるが、ガードレールも未設置で交通量も
多く危険である。道路沿いで住宅のない区
間、道路の狭い区間は、特に冬期間が危

除雪対応。ふきだまりが出来そうな箇所を中心
に、丁寧な除雪・排雪。

北村山 済

H26 043 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線
下柳渡戸～上柳渡戸
寺町地区の
通称「荒坂」付近

銀山温泉への県内外観光客がひっきりな
しに通り、広い道路から、狭い道路かつ急
なカーブで大変見通しが悪い箇所である。
昨年度、路面への減速表示がなされたが、
効果は薄い。現在は12月末までの工期で
直線道路にする改良工事が行われている
が、開通すれば今度は車がよりスピードを
上げた状況で寺町地区内に侵入すること

外側線を一個分広くし、グリーンベルトの歩道に
することで、車道を狭窄化し、スピードを抑えさ
せさせる。

北村山 済

H26 044 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線
上柳渡戸
寺町地区内

道幅が狭いうえに、路側帯自体が狭く、人
が歩けるスペースが確保できないほどの
狭さである。そして、道路両側は、ふたのな
い側溝がある。制限速度を超えて走る車が
多く、大変危険である。

外側線を一個分広くし、グリーンベルトの歩道に
することで、車道を狭窄化し、スピードを抑えさ
せさせる。

北村山 済

H26 045 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線
銀山新畑
銀山温泉入口

道幅が狭く、連続したカーブで見通しが悪
い。
児童の通学路であることを示す標識がな
い。
土地勘の無い観光客が頻繁に通る道路で

グリーンベルトの歩道の設置 北村山 済

H26 046 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線
下柳渡度
鎌田商店前
横断歩道及び停止線

この箇所は、降雪期になると歩道除雪が行
われない為に、バス待ちをする児童が止む
を得ず、左側通行で、特別に依頼している
民家の庭先まで際に活用する場所である。

歩道除雪、外側線の塗直り 北村山 済

H26 047 尾花沢市 常盤小 （一）鶴子尾花沢線
古殿バス停付近から防風柵にか
けての道路

冬期間、積雪により道路幅が狭くなり危険
である。

雪の状況を踏まえて、排雪の回数を増やす。 北村山 済

H26 048 大石田町 大石田南小 （一）村山大石田線

小菅
一般県道村山大石田線
黒沼工務店付近の
カーブ

カーブで見通しが悪く，歩行時に注意が必
要。

注意喚起のための路面標示設置　ドットライン
設置

北村山 済

H26 049 大石田町 大石田小 （一）大石田土生田線
一般県道大石田土生田線
新町歩道

○新町歩道の街灯がほとんど無く夕方の
歩行が危険

道路照明等の移設 北村山 済

H26 050 大石田町 大石田小 （一）大石田土生田線
一般県道大石田土生田線
二丁目と川端のＴ字路

○川端の町道からから県道を横断すると
き、電柱が邪魔になり村山方面から来る車
が見えない。また、冬期間、路面が凍結
し、車がスリップすることがある。

路面凍結防止剤の散布回数の増 北村山 済

H26 051 大石田町 大石田小 （主）大石田畑線
主要地方道大石田畑線
町道南通り線
愛宕町十字路

○登下校時、車の往来が多く、児童だけで
は横断するのが困難な場合があり危険。
朝は、交通指導員の方が立っててくださっ

横断歩道外側カラー化 北村山 済

H26 052 大石田町 大石田小 （一）尾花沢大石田線
一般県道尾花沢大石田線
庚申町十字路

○登下校時、車の往来が多く、児童だけで
横断するのが困難、朝、見守り隊の方が付
き添ってくっださっている。

横断歩道外側カラー化、外側線ドットライン設置 北村山 済

H26 053 大石田町 大石田小 （一）村山大石田線

一般県道尾花沢大石田線
町道朝日町・日照畑線町道昭和
通り線
佐田町と南通りの十字路

○南通りから下ってきて横断するとき、駅
に向かって南通りの道路を横断するとき、
車が見えにくく横断が危険。

外側線ドットライン設置 北村山 済

H26 054 大石田町 大石田北小
（一）大石田名木沢線
（一）萩袋大浦線

一般県道大石田名木沢線と一般
県道荻袋大浦線の交差点（亀井
田郵便局付近）

登下校や日常での使用がある所の横断歩
道表示が消えかかっている。

外側線、ドットラインの引き直し　横断歩道外側
カラー化

北村山 済

H26 055 大石田町 大石田北小 （主）大石田畑線
・主要地方道大石田畑線 川前観
音前

登下校で使用する横断歩道の補修
（橋の移設のため補修がされていない。ほ
とんど見えない状態、橋が完成するまでの
暫定措置でできないか。）

横断指導線の設置 北村山 済

H27 025 村山市 西郷小 （一）村山大石田線 名取51付近
カーブで見通しが悪い上、横断指導線が消
えている。

横断指導線の再設置 北村山 済

H27 026 東根市 東根小 （主）尾花沢関山線
東根市本丸南１丁目５～本丸南
２丁目１

　道路が狭いにもかかわらず、交通量が多
く、走行車の速度も出ている。
　また日塔橋は西側に歩道があり、日塔橋
北側付近で道路を横断しなければ歩道を
通学できない。
　しかし日塔橋北側付近にはカーブがあ
り、横断が危険であるために、日塔橋上の
歩道のない東側を通学していて危険であ

外側線・横断指導線・停止線・グリーンベルトの
引き直し

北村山 済

H27 027 東根市 東根小 （一）中島新田楯岡線 東根市本丸南３丁目１～２
　朝の交通量が多く、歩道部分も狭いため
危険である。

外側線の引き直し・グリーンベルト化 北村山 済

H27 028 東根市 長瀞小 （一）東根長島線
東根市大字東根市甲5194～大字
長瀞974付近

　交通量が多く、道路幅が狭く一部区間に
おいて歩道がない。
　スピードを出す車も多いため、危険であ

外側線引き直し。グリーンベルト化 北村山 済

H27 029 東根市 長瀞小 （一）長瀞野田線 蟹沢橋
　蟹沢橋が道路より高くなっているので見
通しが悪く、横断時危険である。

（道路上に）「横断者注意」の路面標示の設置 北村山 済

H27 030 東根市 長瀞小 （一）長瀞野田線 東根市大字長瀞937～34
　交通量の多い道路だが、歩道がない。
　スピードを出す車も多く危険である。

グリーンベルトの引き直し 北村山 済

H27 031 東根市 東根中部小 （一）東根尾花沢線 東根市六田2丁目地内
　交通量が多く、歩行空間が狭いため危険
である。　グリーンベルトが所々、未塗装で
ある。

グリーンベルト未塗装部分のグリーンベルト化 北村山 済

H27 032 尾花沢市 福原小
（一）新庄長沢尾花沢
線

寺内
須藤商店三叉路

西原方面から寺内に向かう道は急な上り
坂で、建物もあるため、見通しが悪い。

停止線の引き直し、横断指導線の整備 北村山 済

H27 033 尾花沢市 福原小
（一）新庄長沢尾花沢
線

寺内
意運寺前三叉路

カーブになっている三叉路のため、大変見
通しが悪い。指導線を引いていただけるこ
とになったが、まだ引かれていない。

横断指導線（2ヶ所）の設置 北村山 済

H27 034 尾花沢市 福原小 （一）東根尾花沢線
荻袋
戸津紀行さん宅前

スクールバスの停留所に向かう時に、県道
120号（羽州街道）を横断することになる
が、大変見通しが悪い。特に朝は交通量も
多い。
県道120号を横断し登下校する児童は多
い。特に冬季間は歩道が雪のために通れ

除雪・排雪の強化を検討 北村山 済

H27 035 尾花沢市 尾花沢小 （一）鶴子尾花沢線
県道鶴子・尾花沢線沿いの取上
地内の市バス停留所

市バス停留所のバスを待つスペースが狭
い。また、付近は傾斜があり、転落する危
険がある。

側溝に蓋をかける。冬季間の除雪を強化する。 北村山 済

H27 036 尾花沢市 宮沢小 （一）銀山温泉線
高橋地区
旧高橋小学校～東照寺

歩道がとても狭く、人が一人歩くのがぎりぎ
りの状態である。４０㌔制限ではるが、ス
ピードを出す車が多い。冬は特に怖い。

カーブ沿いにドット線整備 北村山 済

H27 037 尾花沢市 宮沢小 （主）尾花沢最上線
正厳地区
農協前倉庫～郵便局前～安久土
に行くカーブのところまで

歩道がとても狭く、人が一人歩くのがぎりぎ
りの状態である。４０㌔制限ではるが、ス
ピードを出す車が多い。冬は特に怖い。

グリーンベルト、ドット線の整備 北村山 済
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H27 038 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号
国道３４７号
（北郷～母袋）
（母袋橋～母袋集落）

外側線に白線が引かれていない。
外側帯の白線が消えかかっている。

外側線（両側）の引き直しを検討 北村山 済

H27 039 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号
国道347号
（坂本～鶴巻田）

外側線の白線が消えかかっている。 外側線（両側）の引き直しを検討 北村山 済

H27 040 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号
国道347号
（北郷～坂本境界付近）

外側線の白線が消えかかっている。 外側線（両側）の引き直しを検討 北村山 済

H27 041 尾花沢市 玉野小 （主）尾花沢関山線
県道29号
粟生地区（玉野小学校区の境界
付近）

外側線の白線が消えかかっている。 外側線（両側）の引き直しを検討 北村山 済

H27 042 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線
銀山新畑
（温泉街からバス停までの道路）

①道路南側のコンクリート崖とその上部に
ある土砂を含む崖からの落石、落雪等が
懸念される。冬期間は特に雪庇が目前に
迫る為、十分な注意が必要である。
②道路幅及び路側帯が狭く、白線が消え
かかっているため、児童がバス停まで歩く
際に、車とすれ違う際に危険と感じる。

雪庇落とし等雪崩対策を検討中。道路除雪を強
化しがい外側線を引き直す。

北村山 済

H27 043 尾花沢市 上柳小 （一）銀山温泉線
寺町
（学校前の横断歩道）

①上下線ともに、カーブと起伏により横断
歩道そのものが見えずらい。銀山側から来
ると広い道路で、しかも下りが長く続くた
め、児童が横断歩道付近で待っていても、
車はかなりのスピードで進入してくる。
②学校を示す看板、横断歩道の存在を予
告する標識、減速を指示する標識などが必
要と考える。

横断歩道を緑色で囲むこと検討 北村山 済

H27 044 尾花沢市 上柳小 （主）尾花沢関山線

下柳
（鎌田商店前丁字路／主要地方
道２９尾花沢・関山線と県道１８８
号線銀山温泉線の交差する丁字
路）

①道路の白線（横断歩道、センターライン、
車道外側線など）が消えかかっている。特
に３方向から来る道路のいずれも、矢印に
よる方向を示す線が不鮮明である。そして
特に銀山方面から来る車が、スピードを上
げてカーブにさしかかり、危険な場面を目
にする。
②六沢側から来る車は「止まれ」の標識は
無いために、横断歩道があっても、丁字路
に差しかかってもそのまま進入して、右左

矢印を塗り直す。 北村山 済

H27 045 尾花沢市 上柳小 （主）尾花沢関山線
下柳
（主要地方道２９尾花沢・関山線）

①本校児童が唯一数百メートルを徒歩通
学する道路である。
②道路の白線（車道外側線など）が消えか
かっている箇所がある。車は上下線ともに
スピードを上げて通るため、路側帯のカ
ラー舗装化などを行い、歩車道を区別する
ことも必要と考える。

消えかかった外側線を塗り直す 北村山 済

H27 046 尾花沢市 常盤小 （一）鶴子尾花沢線
常盤小学校前T字路
(学校敷地内道路含む)

横断歩道並びに停止線・外側線が消えか
かっている。加えて敷地内道路の横断歩
道が消えている。

外側線の塗り直しを検討 北村山 済

H27 047 尾花沢市 常盤小 （一）鶴子尾花沢線 古殿から九日町道路 外側線が消えている箇所がある。 外側線を塗り直す。 北村山 済

H27 048 尾花沢市 常盤小 （一）鶴子尾花沢線 九日町T字路付近（2箇所）
歩道に段差があり、通学途中に転落の危
険がある。（2箇所）

１箇所はグレーチングで対応。１箇所はガードパ
イプの設置を検討

北村山 済

H27 049 尾花沢市 鶴子小 （一）鶴子尾花沢線
ホップ畑脇の道路の側溝の蓋が
ないところ有り（久保地区方面）

ホップ畑沿いの側溝の蓋が所々ない。 側溝蓋かけ 北村山 済

H27 050 大石田町 大石田南小 （一）村山大石田線
小菅
一般県道村山大石田線
ミートショップ付近

外側線の劣化により歩道と車道の境界が
わかりにくい

外側線塗り直し（来年度以降） 北村山 済

H27 051 大石田町 大石田小 （一）大石田土生田線
一般県道大石田土生田線
新町歩道

ガードレール等がなく落下の危険性がある ガードパイプ等の設置（ 北村山 済

H27 052 大石田町 大石田小 （主）大石田畑線
主要地方道大石田畑線
町道南通線
愛宕町十字路

横断歩道や外側線が薄くなっているため見
づらい

外側線の塗り直し（本年度以降） 北村山 済

H27 053 大石田町 大石田小 （一）尾花沢大石田線
一般県道尾花沢大石田線
町道朝日町・日照畑線町道昭和
通り線佐田町と南通りの十字路

・横断歩道や外側線が薄くなっているため
見づらい
・カーブとなっており見通しが悪く児童の横
断が危険

ドットラインの設置（本年度以降） 北村山 済

H27 054 大石田町 大石田小 （一）尾花沢大石田線
一般県道尾花沢大石田線
佐田町十字路（冨樫かん商店前）

外側線がない箇所があり、児童が信号待
ちをしている際に巻き込みの危険が生じて

外側線の塗り直し 北村山 済

H27 055 大石田町 大石田小 （一）尾花沢大石田線
一般県道尾花沢大石田線
佐田町十字路（冨樫かん商店前）

外側線がない箇所があり、児童が信号待
ちをしている際に巻き込みの危険が生じて

横断待機場所の標示の設置（本年度以降） 北村山 済

H27 056 大石田町 大石田小 （主）大石田畑線
主要地方道大石田畑線
町道駅東線
新東町丁字路

・横断歩道や外側線が薄くなっているため
見づらい
・近くを流れる農業用排水路のフェンスが
破損しており落下の危険性がある

外側線の塗り直し（本年度以降） 北村山 済

H27 057 大石田町 大石田北小 （一）大石田名木沢線
一般県道大石田名木沢線と一般
県道荻袋大浦線の交差点（亀井
田郵便局付近）

見通しが悪く通行量も多いため児童が横
断する際に危険。

ドットラインの設置 北村山 済

H27 058 大石田町 大石田北小 （主）大石田畑線
主要地方道大石田畑線　川前観
音前

登下校の際にバス乗車場所まで横断する
必要があるが、横断歩道等がなく危険

横断指導線の設置（今年度以降） 北村山 済

H27 059 大石田町 大石田北小 （一）大石田名木沢線
一般県道大石田名木沢線　大石
田北小前Ｔ字路

・見通しが悪く通行量も多いため児童が横
断する際に危険。

横断者あり等の注意喚起の道路標示の設置 北村山 済

H28 27 村山市
村山西郷
小

（一）東根長島線
草伊賀溜池北
県道東根長島線

歩道が無く、積雪等で道路が狭くなる。 除雪時にできるだけ幅出しを実施 北村山 済

H28 28 村山市 戸沢小 （一）樽石碁点線
長善寺66～22付近
県道樽石碁点線
長善寺公民館付近

道路幅が急に狭くなり、歩道もないことか
ら、朝の登校時などは樽石方面からたくさ
んの通勤車両があり危険である。
注意喚起を呼び掛ける看板や標識が必要
である。

減速マーク・ドットラインの設置。→H30済
「幅員減少」警戒標識の設置。→事業中
歩道整備【長善寺工区】→事業中

北村山 事業中

H28 29 東根市 東根小
（一）東根停車場線
本町通り線
（主）尾花沢関山線

主要地方道尾花沢関山線（三日
町交差点～日塔橋付近）

通学時間帯に歩道除雪が間に合わないと
きがある。

歩道のこまめな除雪。日塔橋付近の道路幅を
確保した除雪

北村山 済

H28 30 東根市 東根小 （主）尾花沢関山線
主要地方道尾花沢関山線と市道
宮崎新田町線の交差部

それぞれの路線の歩道除雪事業者が異な
り、歩道除雪後に道路の除雪が行われる
と、歩道が埋まってしまう。

交差点部など歩道の入口には雪を置かないよ
う除雪業者へ指導

北村山 済

H28 31 東根市 高崎小 （主）尾花沢関山線
主要地方道尾花沢関山線（大字
観音寺地内）

通学時間帯に歩道が除雪されていないこ
とがある。

歩道のこまめな除雪 北村山 済

H28 32 東根市
東根東郷
小

（一）新田神町停車場
線

東根市大字野川
見通しが悪く、道路が狭いため横断する時
危険である。

「横断者注意」、ドットラインの設置 北村山 済

H28 33 東根市 大富小 （国）２８７号
東根市大字羽入地内
国道287号・市道大富中央線　交
差点

交通量が多く、スピードを出す車や、黄色
信号で交差点に進入する車も多いため危
険である。
積雪時、除雪した雪が歩道のところに寄せ
られて、横断するときに危険である。

交差部のきめ細やかな除雪 北村山 済

H28 34 東根市 大富小 （一）山形空港線
県道山形空港線（柏原二丁目・三
丁目）

通学時間帯に歩道が除雪されていないこ
とがある。

歩道のこまめな除雪 北村山 済

H28 35 東根市
東根中部
小

（一）東根尾花沢線
東根市大林一丁目　県道東根尾
花沢線

大林一丁目、県道東根尾花沢線の道路の
両側に歩道の線がないため、歩行空間が
確保されておらず危険である。

西側のグリーンベルト延長、横断歩道のカラー
化

北村山 済

H28 36 東根市 大森小 （一）中島新田楯岡線

東根市大字若木、中島通り一丁
目地内
県道中島新田楯岡線・指導板垣
中島新田線
㈱バレリーナ～中島新田バス亭
付近

大森山南から中島新田バス停までの交通
量が多く、特に、北進車線がカーブしてい
るため歩行者が見づらく危険である。

北進車線（外カーブ）に減速マーク・ドットライン
を設置、きめ細やかな除雪

北村山 済

H28 37 尾花沢市 福原小
（一）新庄長沢尾花沢
線

意運寺前の三叉路（寺内）
カーブになっている三叉路のため大変見通
しが悪い。（特に冬季間は雪の壁になる。）

外側線・中央線の引き直し 北村山 済

H28 38 尾花沢市 福原小 （一）新庄長沢尾花沢 須藤商店前三叉路（寺内） 横断資導線が薄くなっている。 横断指導線の引き直し（平成２９年度） 北村山 済
H28 39 尾花沢市 尾花沢小 （一）東根尾花沢線 セブンイレブン・中央駐車場付近 交通量が多く、児童も歩きにくそうにしてい 外側線・中央線の引き直し 北村山 済

H28 40 尾花沢市 尾花沢小 （一）尾花沢大石田線 ビック前の県道
道路右側に歩道がなく、児童は車道を歩か
ざるを得ず危険である。

きめ細やかな歩道除雪対応 北村山 済

H28 41 尾花沢市 宮沢小 （主）尾花沢最上線
旧高橋小付近から富山方面に向
けての道路

道路が狭い。歩道もない為、自動車との接
触等が心配される。

きめ細やかな歩道除雪対応 北村山 済

H28 42 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号 母袋橋～鶴巻田集落

現在、子どもたちは道の端を安全に登下校
している。冬季降雪のために道路が狭くな
る上に、国道347号の全面開通により仙台
方面に往来する車が予想され、事故が心

スクールバスの検討（尾花沢市）
きめ細やかな除雪対応（県）

北村山 済

3 / 5 ページ



点検
年度

番号 市町村名 小学校名 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 地区名
実施
状況

H28 43 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号
学校前横断歩道～
　　尾崎商店前信号

冬季、消雪道路のために除雪されていな
いことから、子どもたちは道端の積った雪
の中を歩いて登下校している。よって冬季
間の除雪を実施し、歩道を確保してほし

消雪機能低下時の除雪対応 北村山 済

H28 44 尾花沢市 常盤小 （一）鶴子尾花沢線 車段のバス停留所

バス通学者の停留所になっているが、約
100m西側の石碑があるところに変えてほし
いとの保護者からの訴えがある。見通しが
悪く危険であるとの意見もあり、横断歩道
や道路標識、減速の標識を立ててほしいと
の要望もある。

横断指導線の設置 北村山 済

H28 45 尾花沢市 常盤小 （一）鶴子尾花沢線 六沢地区やさく商店前十字路
停止線・横断歩道が消えている。また六沢
の道路西側の外側線が消えている。

外側線の引き直し 北村山 済

H28 46 尾花沢市 常盤小 （一）鶴子尾花沢線 学校前Ｔ字路～九日町～三日町
道路南側の外側線が消えかけている部分
がある。

外側線の引き直し 北村山 済

H28 47 尾花沢市 鶴子小 （一）鶴子尾花沢線 通学路の車道と歩道の境界線 外側線が消えかかっている。 外側線の引き直し 北村山 済

H28 48 尾花沢市 鶴子小 （一）鶴子尾花沢線 学校付近のガードレール
ガードレールが大きく曲がっている箇所が
ある。

ガードレールの補修（平成２９年度） 北村山 済

H28 49 大石田町
大石田南
小

（一）村山大石田線
一般県道村山大石田線
来迎寺
バス停前道路

バス停前の道路の見通しが悪く、横断する
際に危険である
１１月４日フォローアップ調査実施→外側
線・センターラインの塗り直し済み

外側線の引き直し
中央線の引き直し
減速マークの設置

北村山 済

H28 50 大石田町
大石田南
小

（一）村山大石田線
一般県道村山大石田線
小菅
ミートショップ付近

外側線が薄くなっており歩行の際に危険で
ある

外側線の引き直し（平成２９年度） 北村山 済

H28 51 大石田町 大石田小 （主）大石田畑線
主要地方道大石田畑線
町道南通線
愛宕町十字路

横断歩道、停止線、外側線が薄くなってお
り危険である

外側線の引き直し 北村山 済

H28 52 大石田町 大石田小 （一）尾花沢大石田線
一般県道尾花沢大石田線
庚申町十字路

外側線が薄くなっており、歩行時に危険が
生じている

外側線の引き直し 北村山 済

H28 53 大石田町 大石田小 （一）尾花沢大石田線

一般県道尾花沢大石田線
町道朝日町日照畑線
町道昭和通り線
佐田町と南通りの十字路

・横断歩道が薄くなっており危険である
・電柱などにより見通しが悪く危険である

横断歩道内カラー化 北村山 済

H28 54 大石田町 大石田小 （一）尾花沢大石田線
一般県道尾花沢大石田線
町道南通線
駅前交差点

横断歩道が薄くなっており危険である。 ドットラインの設置 北村山 済

H28 55 大石田町
大石田北
小

（主）大石田畑線
主要地方道大石田畑線
川前
川前観音前

児童が横断する際に横断帯がないため危
険である

横断指導線の設置 北村山 済

H28 56 大石田町
大石田北
小

（一）大石田名木沢線
一般県道大石田名木沢線
海谷
郵便局前十字路

カーブの先に横断歩道がある場所となって
いるが、横断者注意の注意喚起がなく危険
である

「横断者注意」表示の引き直し 北村山 済

H28 57 大石田町
大石田北
小

（主）大石田畑線
主要地方道大石田畑線
豊田
豊田公民館付近

外側線が薄くなっており歩行時に危険であ
る

外側線の引き直し 北村山 済

H29 28 東根市 東根小 （一）中島新田楯岡線
県道中島新田楯岡線（中央東一
丁目～本丸南三丁目）

道路が狭いにもかかわらず、登校時の交
通量が多く、路側帯が薄れている

外側線の引き直し及びグリーンベルト化の検討 北村山 済

H29 29 東根市 東根小 （主）尾花沢関山線 市道五間通り線（中央東一丁目）
歩道はあるが交通量が多く、道路が狭い。
路側帯が薄れている。

外側線の引き直し 北村山 済

H29 30 東根市 小田島小 （一）長瀞野田線
市道郡山小田島小学校線・県道
長瀞野田線交差点付近

見通しがよい道路のためスピードを上げて
走る車が多い。交差点が微妙にカーブして
いるところにあるため歩行者がいても気づ
かず、止まってもらえず、横断しにくい。登
校時は交通指導員の立哨があるが、下校
時は注意は必要である。

横断歩道のひび割れ補修 北村山 済

H29 31 東根市 長瀞小 長瀞野田線
県道長瀞野田線・市道白水川堤
防４号線（蟹沢橋付近）

横断歩道手前の橋が南に向かって上り坂
になっており，見通しがかなり悪い。横断者
の確認が遅くなってしまう。また，速度超過
になりがちである。見通しが悪いため，二
中北側の道路から車がせり出してくること
もあり大変危険である。

蟹沢橋上にドットライン・外側線の設置を検討
道路と水田ののり面の雑草が視界を遮らないよ
うこまめな下刈り

北村山 済

H29 32 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号
尾花沢市坂本地区内
３４７号線

冬季の積雪時、消雪道路が機能せず、積
雪のため徒歩通学ができない日がある

積雪状況に応じて除雪の対応 北村山 済

H29 33 尾花沢市 玉野小 （国）３４７号

尾花沢市坂本地区内
３４７号線
行沢方面へのＴ字路
から折原設備まで

通学路の外側線が消えかけている箇所が
ある

消えかかった外側線の引き直し（H30年度実施
予定）

北村山 済

H29 34 尾花沢市 玉野小 （主）尾花沢関山線

尾花沢市鶴巻田
３４７号線
尾崎商店前の信号機のある横断
歩道

横断歩道の線が消えかけているとともに、
地区公民館までの外側線が消えかけてい
る

消えかかった外側線の引き直し（H30年度実施
予定）

北村山 済

H29 35 尾花沢市 玉野小 （主）尾花沢関山線
尾花沢市鶴巻田　
２９号尾花沢・関山線
玉野中学校～前坂

通学路の外側線が消えかけている箇所が
ある

消えかかった外側線の引き直し（H30年度実施
予定）

北村山 済

H29 36 尾花沢市 玉野小 （主）尾花沢関山線
尾花沢市上柳渡戸
２９号尾花沢・関山線
粟生公民館～上粟生

市道側の停止線が消えかかっている
消えかかった外側線の引き直し（H30年度実施
予定）

北村山 済

H29 37 尾花沢市 常盤小 尾花沢関山線 六沢大根屋前Ｔ字路 市道側の停止線が消えかかっている 交差点ドットラインの表示をH30年度実施予定 北村山 済

H29 38 尾花沢市 常盤小 尾花沢関山線 九日町Ｔ字路
T字路となっており、右側と前方の安全確
認をして渡らなければならないので、危険

路面標示「横断者注意」の設置の検討 北村山 済

H29 39 尾花沢市 鶴子小 （一）鶴子尾花沢線 小学校～中里公民館の区間
道路脇の流雪溝の一部ガードレールのな
い箇所があり、児童が落下する恐れがある

防護柵の設置（H30年度実施予定） 北村山 済

H29 40 尾花沢市 鶴子小 （一）鶴子尾花沢線
河原地区から久保地区へ向かう
交差点付近

路側帯が狭く、水田へ落下する恐れがあ
る。道路と水田の高低差が1ｍほどあり、危
険度が高い

視線誘導票の設置（H30年度実施予定） 北村山 済

H29 41 大石田町
大石田南
小

村山・大石田線

一般県道村山大石田線
町道小菅田沢線
小菅
ミートショップ付近から大石田南
小学校にかけて

外側線が薄くなっており歩行の際に危険で
ある。
歩道がなく通学に危険が生じている。

外側線の塗直し 北村山 済

H29 42 大石田町 大石田小 尾花沢・大石田線

県道尾花沢・大石田線
町道庚申町線
庚申町
踏切付近の丁字路

「止まれ」の表示、外側線、ドットライン、中
央線が薄くなっており危険である。

外側線（ドットライン）、中央線の塗り直し（来年
度以降）

北村山 済

H29 43 大石田町
大石田北
小

荻袋・大浦線
県道荻袋・大浦線
駒籠
ソーレ大石田前

外側線、グリーンベルトが薄くなっており危
険である。
グリーンベルトは剥がれていない部分が多
く、塗り直しを行っても劣化が早いため、様
子見を行うこととする。

外側線の塗り直し（本年度以降） 北村山 済

H29 44 大石田町
大石田北
小

主要地方道大石田・畑
線

主要地方道大石田・畑線
町道豊田舟渡線
豊田
旧豊田小前Ｔ字路

「止まれ」の表示、停止線、外側線が薄く
なっており危険である。

外側線の塗り直し（本年度以降） 北村山 済

H30 21 東根市
東根市立
中部小

東根尾花沢線
市道中央8区１号線及び県道東
根尾花沢線　丁字路

県道東根尾花沢線へ合流する丁字路の見
通しが悪い

外側線の引き直し、交差点付近にドットラインの
設置

北村山 済

H30 22 尾花沢市
尾花沢市
立玉野小

（国）３４７号
鶴巻田８７６番地より母袋側３４７
号
（鶴巻田～母袋橋の民家が途切

外側線が消えかかっており、路肩幅員狭小
のため、児童が車道を歩いている。

外側線の引き直し。グリーンベルト、横断指導
線、減速ドットラインの設置。

北村山 済

H30 23 尾花沢市
尾花沢市
立常盤小

（主）尾花沢関山線 九日町Ｔ字路
自主規制の停止線が消えており、車両が
交差点内の左右確認のための停止を行っ

交差点ドットライン、停止線（自主規制）の引き
直し。

北村山 済

H30 24 大石田町
大石田町
立南小

村山大石田線
県道村山大石田線
町道新山寺１号線
新山寺地内

外側線・中央線がないため危険
外側線の塗直しについては歩道の縁石が
あるため保留とする
スクールバス集合場所付近の外側線が消
えており危険

中央線の塗直し（来年度以降） 北村山 済

H30 25 大石田町
大石田町
立北小

大石田名木沢線
一般県道大石田名木沢線
北小前丁字路

カーブミラーのサイズが左右で異なるため
危険
丁字路の標識が曲がっているため危険
冬場はガードレールが撤去されるため危険

丁字路の標識を修繕又は更新 北村山 済
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H30 26 大石田町
大石田町
立北小

大石田畑線
主要地方道大石田畑線
川前地区
県道道路標示

センターラインと外側線が消えかかってい
るため危険
センターラインを引く部分に散水消雪の設
備があるため、センターラインを引くことは
できない。

外側線の塗直し 北村山 済

H30 27 大石田町
大石田町
立北小

大石田畑線

主要地方道大石田畑線
豊田舟渡線
豊田地区
旧豊田小入口県道東外側線

外側線がところどころ消えているため危険
（H29報告箇所）
横断歩道が薄くなっているため危険（H29
報告箇所）
カーブミラーの庇がボロボロで落下の恐れ
があるため危険

外側線の塗直し 北村山 済

R1 41 村山市
村山市立
楯岡小学
校

主要地方道尾花沢関
山線

楯岡地内
観光道路で車通りが多いが、通学路の歩
道が狭い
歩道と車道の境が縁石のみ

歩道の拡幅
【街路　（都）村山駅東沢線】

北村山 事業中

R1 42 東根市
東根市立
東根小学
校

主要地方道尾花沢関
山線

主要地方道尾花沢関山線（日塔
橋付近）

道路が狭いにも関わらず、児童の登校時
刻に通勤時刻が重なっており交通量が多
く、なおかつ走行車両のスピードも出てい
る。
横断時の見通しが悪く危険なため、児童は
やむを得ず、歩道のない橋の東側部分を

「歩行者注意」の路面標示、橋付近に減速マー
クの設置

北村山 済

R1 43 尾花沢市
尾花沢市
立福原小
学校

県道新庄長沢尾花沢
線

寺内
意運寺前三叉路
寺内753付近

カーブになっている三叉路のため、大変見
通しが悪い。（特に冬季は雪の壁になる。）
冬は、大雪のため、歩道の除雪がされてい
なかったので、通学路を変更した。合わせ
て、市道側の停止線及び県道の「横断者
注意」「横断指導線」が消えかかっている。

「横断者注意」「横断指導線」及び外側線（ドッド
ライン）を引く

北村山 済

R1 44 尾花沢市
尾花沢市
立宮沢小
学校

主要地方道尾花沢最
上線

高橋地区
旧高橋小学校～東照寺

歩道がとても狭い。４０キロ制限だが，ス
ピードを出す車が非常に多い。カーブもあ
り，冬は特に怖い。

外側線・減速マークの引き直し 北村山 済

R1 45 尾花沢市
尾花沢市
立玉野小
学校

347号線 （学校前横断歩道）
横断歩道の白線が薄くなっている。また、
カーブとなっているが、上下線の「横断者
注意」が消えかかっているため」危険であ

「横断者注意」の引き直し 北村山 済

R1 46 尾花沢市
尾花沢市
立鶴子小
学校

県道鶴子尾花沢線 中原バス停付近

中原地区の児童が，登下校の際歩道側に
道路を横断しているが，横断歩道がない。
現場はカーブとなっており見通しが悪く，非
常に危険である。横断歩道の設置を希望

「横断指導線」を引く 北村山 済

R1 47 大石田町
大石田町
立大石田
北小学校

主要地方道大石田畑
線

豊田地区
農協豊田支店付近から豊田公民
館までの主要地方道30大石田・

歩道が無い箇所であり、外側線が消えか
かっていることから危険である。
・外側線【県：済】

外側線の塗り直し【済】 北村山 済

R2 034 尾花沢市
尾花沢市
立宮沢小
学校

県道尾花沢最上線
市野々地区スクールバス乗降場
所（市野々公民館）付近

カーブで見通しが悪い。大型車等の交通量
が多い。路側帯の白線や減速マークが消
えかかっている。

外側線・ドットライン・「減速」文字を引き直す 北村山 済

R2 035 尾花沢市
尾花沢市
立常盤小

県道鶴子尾花沢線
鶴子
中原バス停（市バス）付近

「横断指導線」がカーブの先にあることか
ら、視認性が悪い。

カーブの手前に「横断者注意」文字を引く 北村山 済

R2 036 尾花沢市
尾花沢市
立常盤小
学校

主要地方道尾花沢関
山線

六沢
主要地方道尾花沢関山線と北村
山山広域農道花笠ラインとの丁
字路（六沢バス停付近）

道路脇の白線が消えかかっている。
横断歩道がない。
交通量もあり危険である。

県道側の外側線を引き直す 北村山 済

R2 037 尾花沢市
尾花沢市
立常盤小
学校

主要地方道尾花沢関
山線

延沢
主要地方道尾花沢関山線・県道
鶴子尾花沢線（九日町～車段地
内）

主要地方道尾花沢関山線・県道鶴子尾花
沢線（九日町～車段地内）の尾花沢市街に
向かって道路左側の白線が薄くなってい
る。交通量も多く，道路幅も狭く，歩道や
ガードレールもないため非常に危険であ

部分的に外側線を引き直す 北村山 済

R2 038 大石田町
大石田町
立大石田
小学校

県道大石田畑線
四日町地区ほか
四日町T字路～昭和堂前十字路

交差点部において、視認性が悪く、通学児
童の巻き込みが懸念される。

外側線、カーブ巻込線の引き直し【巻込線のみ
済】

北村山 済

R2 039 大石田町
大石田町
立大石田
小学校

県道尾花沢大石田線
駅前通り
大石田駅前十字路

横断歩道、外側線、導流帯が薄い 外側線・ドットライン・導流帯の引き直し【済】 北村山 済

R2 040 大石田町
大石田町
立大石田
小学校

主要地方道大石田畑
線

愛宕町交差点 ドットライン、外側線が薄い ゼブラドットライン、導流帯引き直し【済】 北村山 済

R2 041 大石田町
大石田町
立大石田
北小学校

主要地方道大石田畑
線、一般県道荻袋大浦
線

大浦地区
大浦橋西側T字交差点

ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ、「止まれ」文字が薄く危険である ドットライン、「止」文字塗り直し【済】 北村山 済

R2 042 大石田町
大石田町
立大石田
北小学校

主要地方道大石田畑
線

川前地区
川前公民館から亀井田橋

「横断者注意」などの標示が薄い 「横断者注意」文字の塗り直し【川前工区】 北村山 事業中

R2 043 大石田町
大石田町
立大石田
北小学校

主要地方道大石田畑
線

豊田地区
亀井田橋

歩道が狭い 歩道整備【豊田工区】 北村山 事業中

R3 63 村山市 村山市立西郷小学校 一般県道大久保村山停車場線

村山市河島甲　八反橋から県道
２９４大久保・村山停車場線に至
る交差点

児童の通学路になっているが、横断歩道
がない。車の通行も多く、危険である。

歩道切下げ（警察で横断歩道設置） 北村山 済

R3 64 村山市 村山市立戸沢小学校 一般県道樽石碁点線 樽石碁点線　長善寺公民館付近
道路幅が狭く、歩道もなく、通勤車両が多く
危険。

歩道設置・拡幅（水路蓋掛け等） 北村山

R3 65 東根市 東根市立東根小学校 一般県道東根尾花沢線
東根市大字東根元宮崎字宮崎２
６地先

登校時の通行量が多い。横断することが
必要だが、直近の信号位置まで距離があ
るため、かなりの遠回りを強いられている。

縁石ﾌﾞﾛｯｸ切下げ（警察で横断歩道設置） 北村山 済

R3 66 東根市 東根市立東根小学校 主要地方道尾花沢関山線
東根市大字東根元東根字川原
9266-459地先

登校時の通行量が多い。横断することが
必要だが、直近の信号位置まで距離があ
るため、かなりの遠回りを強いられている。

縁石ﾌﾞﾛｯｸ切下げ（警察で横断歩道設置） 北村山 済

R3 67 尾花沢市 尾花沢市立福原小学校 一般県道新庄長沢尾花沢線
県道新庄長沢尾花沢線　寺内
1170　（校門付近、意運寺前交差
点）

横断歩道の白線が消えかかっている。道
路標示や一時停止線、車道と歩道の境の
線が見えにくくなっている。

路面標示、外側線の引き直し 北村山 済

R3 68 尾花沢市 尾花沢市立尾花沢小学校 一般県道東根尾花沢線
県道東根尾花沢線　梺町三丁目
６　梺町四丁目１，２

県道に面した交差点付近の外側線が薄く
なっている。交通量が多く、ガードレールも
ないため、危険である。

路面標示、外側線の引き直し 北村山 済

R3 69 尾花沢市 尾花沢市立宮沢小学校 主要地方道尾花沢最上線
主要地方道尾花沢最上線　市
野々地区スクールバス乗降場所
（市野々公民館付近）

カーブで見通しが悪い上に交通量が多く、
坂道であり、カーブの「減速」表示手前の線
がほとんど見えないため、スピードが出や
すく危険。

路面標示、外側線の引き直し 北村山 済

R3 70 尾花沢市 尾花沢市立常盤小学校 主要地方道尾花沢関山線
主要地方道尾花沢関山線　六沢
地内

トンネル出口からの白線が薄くなっている 路面標示、外側線の引き直し 北村山 済

R3 71 尾花沢市 尾花沢市立常盤小学校 一般県道鶴子尾花沢線
県道鶴子尾花沢線　中原バス停
付近

バス停前の横断指導線の所在を示す道路
の文字が消えかかっている。

路面標示、外側線の引き直し 北村山 済

R3 72 大石田町 大石田町立大石田小学校 主要地方道大石田畑線
大石田地内　（食堂べにば奈地
内付近）

横断歩道、外側線が薄くなっている。 路面標示、外側線の引き直し 北村山 済

R3 73 大石田町 大石田町立大石田北小学校 一般県道大石田名木沢線
岩ヶ袋地内　（丹生川橋から北小
学校まで）

外側線が薄くなっている。 路面標示、外側線の引き直し 北村山 済

R3 74 大石田町 大石田町立大石田北小学校 一般県道大石田名木沢線
岩ヶ袋地内　（北小学校前丁字路
より海谷地区方面）

横断者注意の標示が薄くなっている。 路面標示、外側線の引き直し 北村山 済

R3 75 大石田町 大石田町立大石田北小学校 一般県道大石田名木沢線
海谷地内　（海谷交差点より鷹巣
方向直進５０ｍ地点）

横断者注意の標示が薄くなっている。 路面標示、外側線の引き直し 北村山 済

R3 76 大石田町 大石田町立大石田北小学校 一般県道大石田名木沢線
鷹巣地内　（野尻川橋より鷹巣信
号前付近まで）

外側線が薄くなっている。 路面標示、外側線の引き直し 北村山 済
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