
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

64

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 027 寒河江市 白岩小 国道４５８号 寒河江市大字宮内 〃 区画線の設置 西村山 済

H24 028 寒河江市 柴橋小 国道２８７号
寒河江市大字柴橋（天童寒河江
線との交差点）

車道除雪の置雪により段差ができて危険 除雪方法の検討 西村山 済

H24 029 寒河江市
寒河江中
部小

（一）元町高屋線 寒河江市若葉町 歩道が狭いため児童が歩きにくい 歩道拡幅【若葉町工区】 西村山 済

H24 030 寒河江市 醍醐小 （一）日和田松川線 寒河江市大字日和田
道幅が狭いうえに、スピードを出した通勤
の車が大変多い

歩行空間のカラー舗装 西村山 済

H24 031 河北町 溝延小 （一）皿沼河北線 河北町大字田井
歩道がなく、積雪時には道路の幅員が狭く
なり危険

消雪区間のため、水量調節で冬期幅員を確保 西村山 済

H24 032 河北町 溝延小 （一）皿沼河北線 河北町大字溝延 見通しが悪い交差点で、児童の横断が危 視距改良 西村山 済
H24 033 河北町 北谷地小 （一）樽石河北線 河北町大字吉田 道路が狭く、積雪時はさらに狭くなる 消雪区間のため、水量調節で冬期幅員を確保 西村山 済
H24 034 河北町 北谷地小 （一）樽石河北線 河北町大字岩木（岩木橋） 橋の上が除雪されず、極端に狭くなる 除雪方法の見直し 西村山 済
H24 035 朝日町 西五百川 （主）長井大江線 朝日町大字常磐 歩道がなく児童が歩く際に危険 歩道整備 西村山 済

H25 032 河北町
谷地西部
小

（一）湯野沢寒河江線
県道湯野沢寒河江線（宇野商店の
角）

道路が狭い上に朝晩の通勤車両が多い。横断
歩道もない。

注意喚起の路面表示 西村山 済

H25 033 河北町
谷地西部
小

（一）湯野沢寒河江線
県道湯野沢寒河江線（弥勒寺の交
差点）

道路が狭い上に朝晩の通勤車両が多い。横断
歩道もない。

注意喚起の路面表示 西村山 済

H25 034 西川町 西川小 （一）小山海味線 西川町海味字大下 通学路の除雪について 除雪の配慮・排雪の実施 西村山 済

H26 025 河北町 溝延小 （一）皿沼河北線 田井地内県道皿沼河北線

朝晩の交通量が多く，歩道がなく道路が狭
い。白線の内側を登下校しているが，白線
がかなり薄くなり殆ど消えかかっている。是
非引き直していただきたい。

白線引き直し 西村山 済

H26 026 河北町 谷地西部小 （一）湯野沢寒河江線 学区内の県道寒河江湯の沢線
交通量が多い上に、道路が狭い所が多
い。路側帯や横断歩道の白線がよく見えな

【県】ラインの引き直し 西村山 済

H26 027 大江町 本郷東小 （主）長井大江線
大江町荻野地区長泉寺の下の道
路（大江町）

平成２５年の７月の水害時に、歩道横の斜
面が崩落。崩れた土砂は撤去されたが、大
雨で再度崩れる危険がある。
急な斜面があり、積雪時に落ちてきた雪
で、歩道が通れなくなる。

法面の補修工事 西村山 済

H27 023 寒河江市 三泉小 （主）寒河江村山線 中河原地区
交通量が多いが、歩道が狭く、児童が危険
にさらされている。

歩道整備　【中河原工区】 西村山 事業中

H27 024 寒河江市 寒河江中部小（主）天童大江線
主要地方道天童大江線
奥村酒店前交差点

歩道があるが狭小。交差点で横断を待つ
歩行者のたまり場も狭く、登下校する高校
生の自転車も多く通るため危険。積雪時に
は通行に支障をきたすこともある。

歩道の拡幅
【街路　(都)柴橋日田線】

西村山 済

H28 25 寒河江市 三泉小 （主）寒河江村山線
主要地方道寒河江村山線（三泉
郵便局前の道路）

歩道が狭く、特に、冬期間に歩行者が危険
な状態である。

歩道の拡幅　【中河原工区】 西村山 事業中

H28 26 大江町 本郷東小 （主）大江西川線
主要地方道大江西川線　滝の沢
～葛沢の斜面（本郷乙と本郷甲
の境界）

歩道があるが、歩道脇の斜面の法面が劣
化し、いつ崩れてもおかしくない状況であ
る。

法面の補強工事をして崩落の危険性がなくなっ
た。

西村山 済

H29 20 寒河江市
寒河江中
部小

（主）寒河江西川線
寒河江西川線と若神子跨線橋の
ぶつかる十字路付近
（渋谷会館前の道路）

雪が降ると、歩道が狭くなる。 現在、歩道設置の事業中。【洲崎工区】 西村山 済

H29 21 寒河江市 白岩小 （主）寒河江西川線
主要地方道２６寒河江-西川線
（小松酒店前）

横断歩道の白線が見えにくい。
（主）寒河江西川線沿いに外側線、ドットライン
を設置。

西村山 済

H29 22 寒河江市 高松小 日和田松川線
八鍬県道３７９号線
月山酒造前歩道

歩道の除雪がなされていなく、児童が車道
を歩いて登校しなければならない。

歩道除雪を実施する。 西村山 済

H29 23 河北町
谷地中部
小

（一）天童河北線

谷地字嶋
県道天童河北線　
　
(株)後藤付近

通学路の歩道のすぐ脇に堰が流れており
危険

側溝整備（L=160m）による歩行空間確保を実施
予定。

西村山 済

H29 24 河北町
谷地南部
小

（主）寒河江村山線
河北町谷地字月山堂（要害地区）
の県道寒河江村山線

歩道が西側にしかなく、横断歩道もないた
め、東側に住む子どもが交通量の多い本
道路を横断するのに苦労している。

歩道設置（東側）は事業中。県道曲線部で見通
しが悪く、視距の改善については設計段階で検
討する。【要害工区】

西村山 事業中

H29 25 大江町 左沢小 県道112左沢・浮島線
県道112左沢・浮島線
左沢橋から藤田方面に向かう歩
道

・　道幅の狭い県道で、歩道も同様に狭く、
見通し
　も悪い。住宅の並ぶ道路で、道路幅の拡
張も計画
　されていない。
　　冬期は、積雪で歩道がなくなり、雪でさ
らに狭
　くなった車道を児童及び左沢高生が登下
校してい
　る。

歩車道とも除雪を実施。 西村山 済

H29 26 大江町 左沢小
主要地方道大江・西川
線

薬師ヶ池前　
大江・西川線（追加）

・　交通量の多さに比して、見通しが大変悪
く、本
　郷方面からの下りカーブの出口が、左沢
小児童の
　横断箇所と近く、大変危険である。

歩道設置（左側）と視距改良を含む道路改良事
業を実施中。【左沢工区】

西村山 済

H29 27 大江町 本郷東小
主要地方道大江・西川
線

顔好橋前
主要地方道
大江・西川線
・道路幅が狭くて危険

・　道路幅が狭い。本地区の児童生徒の通
学はバス
　使用であるが、休日等の移動の際に危
険。

路面標示を実施予定。 西村山 済

H30 18 寒河江市
寒河江市
立白岩小

田代白岩線 寒河江市白岩 大字白岩79付近 歩行空間の確保が不十分。 側溝整備による歩行空間整備 西村山 済

H30 19 寒河江市
寒河江市
立三泉小

湯野沢寒河江線
県道285号線入倉地区十字路

（湯野沢寒河江線）

西里方面と中河原地方面からの道路が直
線で交わっていないために、入倉市道から
見ると、車の通行がわかりにくい。また、逆
に、県道を走る車は、入倉市道を通る児童
や車を注意確認しにくい。

外側線を引く 西村山 済

H30 20 河北町
河北町立
西里小

主要地方道寒河江村
山線

河北町西里字下槙47-1付近の西
部街道２５号線（下槙郵便局から
R２８７の交差点まで）

・カーブになっていて見通しが悪い。
・冬、歩道が除雪なっていないことがあり、
車道を歩かなければならなくて危険であ
る。
・途中まで道路整備がなされていて広いた

歩道幅拡張【要害工区】 西村山 事業中

R1 34 寒河江市
寒河江市
立寒河江
中部小学

主要地方道寒河江西
川線

県道26号
旧成人病センター付近

歩道の設置についてPTAから要望 道路・歩道拡幅予定。【洲崎(3)工区】 西村山

R1 35 寒河江市
寒河江市
立醍醐小

県道日和田松川線
日和田～箕輪
（醍醐小裏の道路）

住宅が近接し、
通行する車両が多い

住宅部の道路拡幅整備計画 西村山

R1 36 寒河江市
寒河江市
立三泉小

主要地方道寒河江村
山線

県道２５号線　三泉郵便局付近か
ら、河北町方向に約６００ｍ

交通量が多いが、歩道が狭く、児童が危険
にさらされている。

歩道整備事業にて対策【中河原工区】 西村山 事業中

R1 37 河北町
河北町立
谷地南部
小学校

主要地方道寒河江村
山線

河北町谷地字月山堂(要害地区)
歩道が狭く、視距が悪いため、児童が危
険。

歩道整備【要害工区】 西村山 事業中

R1 38 西川町
西川町立
西川小学

主要地方道大江西川
線

西川町大字志津地内
(弓張平公園から月山志津温泉）

道路が狭く、冬期間すれ違いが危険な状
態である。

道路拡張【志津工区】 西村山 事業中

R1 39 朝日町
朝日町立
宮宿小学

国道287号
朝日町創遊館駐車場横歩道（朝
日町役場～栄町）

道路幅が狭く、児童と大型車が轓輳し危
険。

道路拡幅・歩道整備。【宮宿工区】 西村山 事業中

R1 40 大江町
大江町立
左沢小学
校

主要地方道大江西川
線

クニミネ工場前交差点前の道路
工事

・　道路拡幅工事が終了し、工事以前より
も歩
　道等の整備は進んだ。
・　交差点の形状が変わったわけではない
ので、
　引き続き登下校の安全について指導して
いく。

道路・歩道の拡幅・整備工事が施された。【左沢
工区】

西村山 済

R2 029 寒河江市
寒河江市
立醍醐小
学校

国道287号
寒河江市大字日和田
（R287醍醐小前交差点）

交通量が多く、職員も交差点に立ち対応し
ているが、児童が渡ろうとしても横断するこ
とが難しい。

減速標示、ドットラインの塗りなおし 西村山 済

R2 030 河北町
河北町立
西里小学
校

主要地方道寒河江村
山線

河北町西里字下槙47-1付近の西
部街道２５号線（下槙郵便局から
R２８７の交差点まで）

交通量の多い幹線道路の横断と通行に注
意が必要。

歩道整備、横断位置の変更【要害工区】 西村山 事業中

R2 031 河北町
河北町立
北谷地小

県道樽石河北線
河北町吉田地区
道路（側溝）

コンクリート製の側溝のふたがないところ
があって、落下の危険がある。

側溝整備による歩行空間整備 西村山 済
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R2 032 西川町
西川町立
西川小学

主要地方道寒河江西
川線

吉川４６１
（米月山前）

バス停留所付近が積雪により狭くなり、乗
降に注意が必要。

道路除雪によるスペース確保 西村山 済

R2 033 西川町
西川町立
西川小学

主要地方道大江西川
線

志津１５４－１２付近
（弓張平公園～月山志津温泉）

道路が狭く、冬期間すれ違いが危険な状
態である。

道路拡幅【志津工区】 西村山 事業中

R3 41 寒河江市 寒河江市立寒河江小学校

主要地方道寒河江村
山線
市道本町中線

寒河江市中央一丁目（小松医院前）
信号前児童が車対車の衝突ではじき飛ば
された車に巻き込まれる危険がある。

車止め（鉄製ポールの設置） 西村山 済

R3 42 寒河江市 寒河江市立寒河江中部小学校 陵南宅建前十字路　市立病院南 児童が横断する場所に縁石があり危険。 車止め（鉄製ポールの設置） 西村山

R3 43 寒河江市 寒河江市立寒河江中部小学校 一般県道寒河江西川線
洲崎　寒河江西川線　歩道拡幅
について

歩道が狭くなっている。 歩道設置・拡幅（水路蓋掛け等） 西村山

R3 44 寒河江市 寒河江市立寒河江中部小学校
一般県道皿沼河北線
一般県道元町高屋線

皿沼河北線/元町高屋線　寒河
江市幸町

車止めポールの設置 車止め（鉄製ポールの設置） 西村山 済

R3 45 寒河江市 寒河江市立南部小学校 一般県道皿沼河北線 寒河江市大字島（セブンイレブン前） 歩道がなく通学時危険 視線誘導標等の設置 西村山 済

R3 46 寒河江市 寒河江市立醍醐小学校 一般県道日和田松川線 県道　日和田・松川線

介護施設が開業し、通行量が増している。
国道２８７号線の抜け道になっておりスピー
ドを上げて運転している車もある。通学路
の周知のための手立てやグリーンベルト等
の対策の必要性がある。

路面標示、外側線の引き直し 西村山 済

R3 47 寒河江市 寒河江市立白岩小学校 一般県道寒河江西川線
白岩郵便局付近　横断歩道　横
断指導線　主要地方道寒河江西
川線

横断歩道の白線の引き直し
児童生徒の横断頻度が高い丁字路で横断
歩道や指導線がない。

・ラバーポールの設置
・横断指導線

西村山

R3 48 寒河江市 寒河江市立三泉小学校

一般県道日和田河原
線
一般県道湯野沢寒河

三泉小学校付近 登下校時に除雪されていない時がある。
除雪対策（歩行困難な場合は要請に応じてその
都度対応）

西村山 済

R3 49 寒河江市 寒河江市立三泉小学校
主要地方道寒河江村
山線

中川原地区 交通量が多く歩道が狭いため危険。 歩道設置・拡幅（水路蓋掛け等） 西村山

R3 50 寒河江市 寒河江市立柴橋小学校

主要地方道天童大江
線
一般県道中山三郷寒

寒河江市大字柴橋
信号前児童が車対車の衝突ではじき飛ば
された車に巻き込まれる危険がある。

車止め（鉄製ポールの設置） 西村山 済

R3 51 寒河江市 寒河江市立柴橋小学校

一般県道中山三郷寒
河江線
市道柴橋中郷線

寒河江市中郷（最上堰交差部） 歩道がなく通学時危険 ラバーポールの設置 西村山 済

R3 52 寒河江市 寒河江市立柴橋小学校 主要地方道天童大江 寒河江市大字松川（木ノ沢生活改善センター付近） 歩道が仮設ガードレールのため 防護柵の設置 西村山 済

R3 53 河北町 河北町立西里小学校 主要地方道寒河江村山線
河北町西里字下槙47-1付近の西
部街道２５号線（下槙郵便局から
R２８７の交差点まで）

　県道の歩道設置工事を進めているが、ド
ライバーから歩行者が死角となって見えな
い所がある。特に歩行者の横断が危険。

歩道設置・拡幅（水路蓋掛け等） 西村山

R3 54 河北町 河北町立谷地西部小学校 一般県道湯野沢寒河江線
紅花資料館前
紅花資料館から弥勒寺方面

道路が狭く，児童の登校時間帯，スピード
を出す車が多い。昨年度，死亡事故があっ
た。（老人の飛び出し）

・路面標示、外側線の引き直し
・ラバーポールの設置

西村山 済

R3 55 河北町 河北町立谷地西部小学校 一般県道湯野沢寒河江線 上沢畑五差路
登下校時，児童が横断する。変則的な五
差路である。登校時の車通りも多い。

路面標示、外側線の引き直し 西村山 済

R3 56 河北町 河北町立北谷地小学校 一般県道樽石河北線 岩木橋の南側の交差点（笹川） 橋本商事の前に横断歩道をつけてほし 路面標示、外側線の引き直し 西村山 済

R3 57 河北町 河北町立北谷地小学校 一般県道樽石河北線
北谷地小学校前の道路の両脇の
白線(吉田)

校門前の横断歩道と，両脇の白線が薄く
なっていて危険。

路面標示、外側線の引き直し 西村山 済

R3 58 西川町 西川町立西川小学校 一般県道間沢寒河江山形自転車道 海味区間の自転車道路
小学校の通学路ではないが中学生が毎日
利用。道路の破損・陥没がある。

道路施設の舗装修繕 西村山

R3 59 朝日町 朝日町立宮宿小学校 国道287号 国道287号　創遊館横歩道 道路幅が狭く、大型車も通り危険。 歩道設置・拡幅（水路蓋掛け等） 西村山

R3 60 朝日町 朝日町立大谷小学校 主要地方道長井大江線
大谷1092-11
（主要地方道9長井大江線　大谷
果樹組合集荷所付近T字路周

歩道がなく通学するとき危ない 路面標示、外側線の引き直し 西村山 済

R3 61 朝日町 朝日町立大谷小学校 主要地方道長井大江線
大谷1627
（主要地方道9長井大江線　大谷
四変則十字路付近）

歩道がなく道路も狭く、通学するとき危な
い。バス路線でもある

路面標示、外側線の引き直し 西村山 済

R3 62 大江町 大江町立左沢小学校 一般県道左沢浮島線 藤田区内（(一）左沢浮島線　小見口バス停） 縁石がなく通学時危険 視線誘導標等の設置 西村山 済

2 / 2 ページ


