
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

122

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 151 長井市 致芳小 (主)長井大江線
長井市成田　野川橋～羽前成田
駅前交差点

交通量が多いが車道が狭く、歩道もない　　
外側線が消えかかっていて危険

路面標示（通学路速度落とせ）設置、外側線再
設置

西置賜 済

H24 152 長井市 致芳小 （一）勧進代舟場線
長井市五十川地内　きくち電器前
交差点

交通量多く、通勤時間帯と登校時間が重な
り横断時に危険である

外側線の再表示、路面表示等の設置 西置賜 済

H24 153 長井市 致芳小 （一）勧進代舟場線
長井市五十川地内　地区公民館
付近交差点

交通量多く、通勤時間帯と登校時間が重な
り横断時に危険である

外側線の再表示、路面表示等の設置 西置賜 済

H24 154 長井市 致芳小 国道２８７号
長井市五十川地内　前田口交差
点

道幅が狭く工事車両の通行が多いため危
険である。

外側線の再表示、路面表示等の設置 西置賜 済

H24 155 長井市 豊田小 (一)中時庭線
長井市時庭　(一)椿長井線との交
差点

外側線・ドット線が消えかかっていて危険 外側線・ドット線の再設置 西置賜 済

H24 156 長井市 長井小 (主)長井大江線 長井市本町
交通量が多く、歩道が狭い。電柱を避けて
歩行する際危険

外側線の再表示、路面表示等の設置 西置賜 済

H24 157 小国町 北部小 (一)五味沢小国線
小国町大字長沢・大字太鼓沢　
中荒川橋・太鼓沢橋付近

橋の幅員が狭く、外側線もない　大型車交
通が多く危険

外側線・ドット線・路面表示（速度落とせ）の設置 西置賜 済

H24 158 小国町 沖庭小 (一)五味沢小国線 小国町大字舟渡　川内書道塾前 幅員が狭く、外側線もないので危険 外側線の設置 西置賜 済

H24 159 白鷹町 蚕桑小 （主）長井大江線
白鷹町高玉地内　児玉鉄工所前
十字路

カーブに横断歩道が設置されていて危険
路面表示（通学路速度落とせ等）・ドット線の設
置

西置賜 済

H24 160 白鷹町 鮎貝小 (一)黒鴨鮎貝線
白鷹町大字鮎貝　町道高岡横田
尻線との交差点

優先道路である県道の方が幅員が狭く危
険

路面表示（減速マーク）の設置 西置賜 済

H24 161 白鷹町 荒砥小 (主)長井白鷹線
白鷹町大字荒砥乙　町道横町線
との交差点

ドット線が消えかかっており、危険 ドット線の再設置 西置賜 済

H24 162 白鷹町 荒砥小 (主)長井白鷹線
白鷹町大字荒砥甲　R287交差点
～役場前交差点

交通量が多く、歩道がないため危険 路側帯のカラー舗装化 西置賜 済

H24 163 白鷹町 荒砥小 (主)長井白鷹線
白鷹町大字荒砥甲　荒砥跨線橋
脇の階段付近

大きな水路があるが、蓋・柵がなく危険 防護柵の設置 西置賜 済

H24 164 白鷹町 鷹山小 (主)山形白鷹線 白鷹町大字萩野地内 幅員が狭く、歩道もないので危険 路面表示（通学路速度落とせ等）・ドット線の設 西置賜 済

H24 165 飯豊町
飯豊第一
小

(主)長井飯豊線
飯豊町中地内　町道若宮田尻線
との交差点

交通量が多く、飯豊から長井方面へのカー
ブは見通しが悪く、横断時危険

路面標示（横断者注意）の設置（飯豊→長井方
向のみ）

西置賜 済

H24 166 飯豊町
飯豊第一
小

(一)萩生九野本線
飯豊町萩生地内　町道石原線と
の交差点

信号・横断歩道が無いため、横断時危険 交差点のカラー舗装化 西置賜 済

H24 167 飯豊町 飯豊第一 (一)萩生九野本線 飯豊町萩生～中地内 交通量が多く、横断歩道が薄くなっている 路面表示（通学路速度落とせ等）・ドット線の設 西置賜 済

H24 168 飯豊町
飯豊第一
小

(一)椿長井線
飯豊町黒沢地内　町道二本松歌
丸線との交差点

交通量が多いが信号がなく、横断時危険 交差点のカラー舗装化 西置賜 済

H24 169 飯豊町
飯豊第二
小

(主)長井飯豊線
飯豊町椿地内　町道小原台線と
の交差点

見通しが悪く飛び出し等危険 横断指導線の再表示 西置賜 済

H24 170 飯豊町 飯豊第二 (主)長井飯豊線 飯豊町椿地内　置農飯豊分校付 歩道と法尻水路との高低差が大きいため 転落防止柵の設置 西置賜 済

H24 171 飯豊町
飯豊第二
小

(主)長井飯豊線
飯豊町小白川地内　根沢寺～ま
るきん商店前

交通量が多いが車道・歩道とも狭いため危
険

外側線の再表示、路面表示（通学路速度落とせ
等）の設置

西置賜 済

H24 172 飯豊町
飯豊第二
小

(主)長井飯豊線
飯豊町小白川地内　まるきん商
店前交差点

交通量が多く信号もないため横断危険。横
断歩道が薄い。

外側線の再表示、路面表示（通学路速度落とせ
等）の設置

西置賜 済

H24 173 飯豊町
飯豊第二
小

(主)長井飯豊線 飯豊町小白川地内　大巻橋
交通量が多いが車道が狭く歩道が無いた
め危険

外側線の再表示、路面表示（通学路速度落とせ
等）の設置

西置賜 済

H24 174 飯豊町
飯豊第二
小

(主)長井飯豊線
飯豊町小白川地内　町道上野下
野線との交差点

交通量が多いが横断歩道がなく、横断時
危険

路面表示（横断者注意）、横断指導線の設置 西置賜 済

H24 175 飯豊町
飯豊第二
小

(主)長井飯豊線
飯豊町小白川地内　根沢寺前交
差点

横断歩道がなく横断時に危険である 横断指導線の設置 西置賜 済

H24 176 飯豊町
飯豊第二
小

(一)椿長井線
飯豊町椿地内　町民総合セン
ターあ～す前交差点

交通量が多いが信号がなく、横断時危険 交差点のカラー舗装化、外側線再表示 西置賜 済

H24 177 飯豊町 手ノ子小 (主)米沢飯豊線 飯豊町手ノ子～高峰地内 交通量が多く、歩道がないため危険 現道拡幅及び歩道設置　【西向工区】 西置賜 済

H24 178 飯豊町 手ノ子小 (主)米沢飯豊線 飯豊町高峰地内　高沼神社以南 幅員狭小のうえ歩道が無く危険
外側線の再表示、路面表示（通学路速度落とせ
等）の設置

西置賜 済

H25 110 長井市 平野小 （一）萩生九野本線
長井市谷地寺
横断歩道のない道路の横断、二段
階での横断が必要

横断歩道のない道路の横断、二段階での横断
が必要

カーブ注意や横断者注意の標示を道路に明示 西置賜 済

H25 111 長井市 平野小 （一）萩生九野本線
長井市谷地寺
県道萩生九野本線のカーブが見通し
が悪い

県道萩生九野本線のカーブが見通しが悪い カーブ注意や横断者注意の標示を道路に明示 西置賜 済

H25 112 長井市 平野小 （主）長井飯豊線
長井市舘野
ジョイ前歩道のＵ字側溝のふたがガ
タガタする箇所あり

ジョイ前歩道のＵ字側溝のふたがガタガタする
箇所あり

ゴム等を挟んで、対処する 西置賜 済

H25 113 小国町 小国小 （一）小国停車場線
小国駅から新小国小学校への県
道（県道小国停車場線）

最も多くの児童が通行するルートとなり、歩
道の安全な通行が望まれる。特に路駐車
両が多く、通行の支障となる場合がある。

除雪に配慮した視線誘導標設置の検討（夏期
は設置するが、冬期は除雪に配慮し撤去するな
ど）

西置賜 済

H25 114 小国町 叶水小 （主）川西小国線
主要地方道川西小国線　尾崎橋付
近

歩道の排水箇所がつまっており、雨が降ると泥
の水たまりになる。

歩道及び排水箇所の清掃を実施済み（6/11） 西置賜 済

H25 115 小国町 叶水小 （主）玉川沼沢線 主要地方道玉川沼沢線　新股地区
Ｓ字カーブとなっており、建物や木等で見通しが
効かない。

センターライン・ドットライン・走行注意の路面表示を
実施（6/21）

西置賜 済

H25 116 小国町 叶水小 （主）川西小国線
主要地方道川西小国線　大石沢地
区

道路幅員が狭く、歩道がない。
さらに冬期間は排雪により雪壁が出来、カーブ
の見通しが全く効かない。

除雪方法の改善を検討したが少雪のため支障なし 西置賜 済

H25 117 白鷹町 蚕桑小 （主）長井大江線

白鷹町東高玉地区内　長井大江
線　精米所からカトレア付近まで
の道路（歩道をつけて通学路・バ
ス通学路にしてほしい。現別道で
は、狭く危険）

精米所からカトレア付近までの道路（歩道
をつけて通学路・バス通学路にしてほし
い。現別道では、狭く危険）

路側帯（主要地方道に出てバス待合所まで）に
グリーンベルト

西置賜 済

H25 118 白鷹町 蚕桑小 （主）長井大江線

白鷹町東高玉地区内　長井大江線　
精米所からカトレア付近までの道路
（歩道をつけて通学路・バス通学路
にしてほしい。現別道では、狭く危

精米所からカトレア付近までの道路（歩道をつ
けて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道
では、狭く危険）

両外側線内側にドットライン 西置賜 済

H25 119 白鷹町 蚕桑小 （主）長井大江線

白鷹町東高玉地区内　長井大江線　
精米所からカトレア付近までの道路
（歩道をつけて通学路・バス通学路
にしてほしい。現別道では、狭く危

精米所からカトレア付近までの道路（歩道をつ
けて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道
では、狭く危険）

路面表示（２箇所） 西置賜 済

H25 120 白鷹町 蚕桑小 （主）長井大江線

白鷹町東高玉地区内　長井大江
線　精米所からカトレア付近まで
の道路（歩道をつけて通学路・バ
ス通学路にしてほしい。現別道で
は、狭く危険）

精米所からカトレア付近までの道路（歩道
をつけて通学路・バス通学路にしてほし
い。現別道では、狭く危険）

側溝の蓋がけ（側溝整備） 西置賜 済

H25 121 白鷹町 蚕桑小 （主）長井白鷹線
白鷹町西高玉地区内　桜美館前通
学路（横断歩道がなく横断危険）

横断歩道がなく横断危険。車のスピードが出や
すい。

「横断者注意」の路面表示(２箇所） 西置賜 済

H25 122 白鷹町 蚕桑小 （主）長井白鷹線
白鷹町西高玉地区内　桜美館前通
学路（横断歩道がなく横断危険）

横断歩道がなく横断危険。車のスピードが出や
すい。

横断指導線の表示 西置賜 済

H25 123 白鷹町 蚕桑小 （主）長井白鷹線
白鷹町西高玉地区内　桜美館前通
学路（横断歩道がなく横断危険）

横断歩道がなく横断危険。車のスピードが出や
すい。

両外側線内側にドットライン 西置賜 済

H25 124 白鷹町 鮎貝小 （主）長井大江線 箕和田のカーブ
左側に歩道があり途切れたところで一旦右に
横断。その後学校に向かうために再度横断の
必要。車も見えにくい。

路側帯（片側）にグリーンベルト 西置賜 済

H25 125 白鷹町 鮎貝小 （主）長井大江線 箕和田のカーブ
左側に歩道があり途切れたところで一旦右に
横断。その後学校に向かうために再度横断の
必要。車も見えにくい。

両外側線内側にドットライン 西置賜 済

H25 126 白鷹町 鮎貝小 （主）長井大江線 箕和田のカーブ
左側に歩道があり途切れたところで一旦右に
横断。その後学校に向かうために再度横断の
必要。車も見えにくい。

路面表示（２箇所） 西置賜 済

H26 116 長井市 長井小 （一）椿長井線
県道椿長井線
　台町十字路

・交通量が多く信号もないため、道路を横
断する際に危険である。
・左右確認のために停止線で止まらず、前
に出てくる車が多い。歩道の樹木により標
識が見えにくい。

路面標示の再塗装。 西置賜 済

H26 117 長井市 長井小 （一）椿長井線
県道椿長井線
　台町十字路

・交通量が多く信号もないため、道路を横
断する際に危険である。
・左右確認のために停止線で止まらず、前
に出てくる車が多い。歩道の樹木により標
識が見えにくい。

歩道の樹木伐採 西置賜 済

H26 118 長井市 平野小 （一）木地山九野本線
長井市九野本2197　ヘアサロン
アオキの十字路（横断歩道の設
置）

・横断歩道が片方にしかないため、横断す
る際に危険である。また、２～３段階の横
断を要する。

道路両側のドット線の標示。 西置賜 済

R4.3末

1 / 3 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

H26 119 長井市 豊田小 （一）中時庭線
県道中ー時庭線の「田仲十字路」
から西側へ延びる路線

・H25年度に「拡大路側帯」を設置したが、
拡大路側帯の終わりから西側はまだ歩道
もなく、登下校時に危険である。

路側帯の拡張。 西置賜 済

H26 120 長井市 豊田小 （一）中時庭線
県道中ー時庭線の「田仲十字路」
から西側へ延びる路線

・H25年度に「拡大路側帯」を設置したが、
拡大路側帯の終わりから西側はまだ歩道
もなく、登下校時に危険である。

外側線の再標示。 西置賜 済

H26 121 小国町 叶水小 （主）川西小国線
主要地方道川西小国線　大石沢
地区

道脇のガードレールが橋が架かっている部
分しかない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　街灯が少
なく，日没時は危険。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　冬期は道の両脇に雪が
崩してあり，道幅が狭くなっている。

除雪方法の検討（雪カベの高さ解消） 西置賜 済

H26 122 小国町 小国小 （一）五味沢小国線 西、二本柳バス停
　バス停に渡るとき、交通量が多く道路横
断が心配。横断歩道設置はできないか。

歩道設置工事において交差点形状を改善予定。
横断歩道については、交安委員会で対応予定（引き
直し）。

西置賜 済

H26 123 飯豊町 手ノ子小
下田駅前線
（主）米沢飯豊線

大字手ノ1401付近県道交差点
（金子宅東側）

特に冬期間の交差点見通しが悪いため、
カーブミラー設置を要望。歩道除雪配慮。

（県）歩道除雪時に見通し配慮 西置賜 済

H26 124 飯豊町 手ノ子小 （主）米沢飯豊線
大字手ノ子1707付近学校南側
ガードレール

現状では、冬期間に歩道が確保されてい
ないため危険。また、改良後も歩道を除雪
した雪のやり場等が課題。

道路改良事業完了　【手ノ子】 西置賜 済

H27 091 長井市 致芳小 （主）長井大江線
長井市成田1430付近
（県道長井・大江線（旧はぎスタジ
オ付近～あこしま付近））

歩道がなく狭い。 路側帯の引き直し 西置賜 済

H27 092 長井市 致芳小 （一）勧進代舟場線
長井市五十川2316付近
（致芳児童センター付近の県道交
差点）

地区公民館前には横断歩道があるが、交
差点には横断歩道がない。

交差点内にドット線の標示と、横断者注意の路
面標示

西置賜 済

H27 093 長井市 致芳小 （主）長井大江線
長井市五十川1091
（致芳小学校校門前の信号）

校門から南側がカーブになっており、北進
する車から信号が見えにくく、スピードを落
とさない車が多い。

横断者注意の路面標示 西置賜 済

H27 094 長井市 西根小 （一）寺泉舟場線
長井市寺泉686－3
（山平商店前十字路）

横断歩道が消えかかっている。交差点内
のドット線が消えかかっている。

ドット線の引き直し 西置賜 済

H28 100 長井市 長井小 （主）長井大江線

中央十字路から南側にかけての
歩道
※中央十字路交差点付近の歩道
に電柱があり、はみ出して通らな
ければならないため
※中央十字路から南側、道路拡
張工事が続いているため

中央十字路交差点付近の歩道に電柱があ
り、はみ出して通らなければならないため

街路事業により電柱撤去済み
【街路　（都）粡町成田線】

西置賜 済

H28 101 長井市 平野小 （一）萩生九野本線
長井市九野本１１５１－１(株)タッ
ク様西側T字路

「止まれ」の表示が薄くなり、見えにくい。見
通しが悪いにもかかわらず「止まれ」の道
路標識がない。

ドット線の引き直し 西置賜 済

H28 102 長井市
長井豊田
小

（一）中時庭線

時庭田仲地区
大場印刷前十字路～波化地区ま
での車道

信号がない十字路で横断注意の標識もな
く、横断の際に危険である。飯豊方面から
は緩やかなカーブになっているが、速度を
上げて走行する車も多い。朝夕の通勤車
両が多く、交通量が増加している。

ドットラインの再表示、路肩帯の拡幅 西置賜 済

H28 103 長井市
長井豊田
小

（一）中時庭線
県道中ー時庭線の「田仲十字路」
から西側へ延びる路線

歩道が狭いので危険。 外側線の再表示。一部区間で路肩拡幅 西置賜 済

H28 104 小国町 叶水小 （主）川西小国線
主要地方道川西小国線　大石沢
地区　大石沢川沿い

毎年、雪融けのために崩した雪の塊が歩
道に崩れ落ち，道幅を狭くしている。

状況に応じた除雪作業を継続して実施する。 西置賜 済

H28 105 小国町 叶水小 （主）川西小国線
主要地方道川西　小国線　叶水
基幹集落センター付近

水路の蓋が無く危険。途中まで歩道がな
い。

冬季は、積雪によって道幅が狭まるため状況に
応じた除雪作業を継続して、安全確保を行う。

西置賜 済

H28 106 小国町 叶水小 （主）川西小国線
主要地方道川西　小国線　旧叶
水酒店及び駐在所付近のT字路

旧叶水酒店から駐在所前の道路に出ると
ころが、新股方面から来る車からはカーブ
を曲がってすぐなので，横断時に危険。

冬季は、積雪によって道幅が狭まるため状況に
応じた除雪作業を継続して、安全確保を行う。

西置賜 済

H28 107 飯豊町 手ノ子小 （主）米沢飯豊線
飯豊町手ノ子地内
手ノ子小学校校門付近

冬期間、道路脇に雪の壁ができると県道の
見通しが悪くなり、また、幅員も狭くなるた
め非常に危険
（当初予定箇所と変更して実施）

適切な時期での除雪（排雪） 西置賜 済

H28 108 飯豊町 手ノ子小 （主）米沢飯豊線
飯豊町手ノ子地内　
金子宅前交差点

積雪により交差点西側町道から南側の視
認が困難
（交通安全推進協議会から点検要請あり）

堆雪場所等除雪方法を検討 西置賜 済

H29 72 小国町 叶水小 （主）川西小国線

叶水１４３８－３
（主要地方道川西小国線　叶水
森林事務所及び叶水基幹集落セ
ンター付近）

水路の蓋がなく危険である。途中まで歩道
がない。

ロープ柵により水路位置を明示するとともに、水
路が見えやすいように草刈等の適切な維持管
理を行った。

西置賜 済

H29 73 白鷹町 東根小 （一）高玉広野線
広野地内
新野魚店付近

新野魚店付近の側溝 暗渠整備による段差解消 西置賜 済

H29 74 飯豊町
飯豊町第
一小

（一）萩生久野本線
萩生５８番地付近交差点
（県道萩生九野本線　萩生地内　
町道石原線との交差点）

信号機がないため、横断時危険。
交差点のカラー化は一部剥がれがあるが、今
後の劣化状況により対応を検討

西置賜 済

H29 75 飯豊町
飯豊町第
一小

（一）椿長井線
黒沢493付近交差点
（県道椿長井線　黒沢地内　すわ
んぱーく前交差点）

①信号機がないため、横断時危険
②走行車両のスピードが速く、登校（冬季
はスクールバス待合所までの歩行）に危

交差点カラー化は今後の劣化状況により対応
を検討
外側線、ドットﾗｲﾝ、路面表示の再表示

西置賜 済

H29 76 飯豊町
飯豊町第
一小

（一）椿長井線
県道萩生九野本線
萩生・沖区間

歩道がなく、冬期間は道幅も狭くなり危険。 交差点部の外側線、ドットﾗｲﾝの再表示 西置賜 済

H29 77 飯豊町
飯豊町第
二小

（主）長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線椿地内　　
　　　　　町道小原台線との交差

見通しが悪く、飛び出し等危険 外側線、路面表示の再表示 西置賜 済

H29 78 飯豊町
飯豊町第
二小

（主）長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　町道上野下野線との

交通量が多いが、横断歩道がなく、横断時
危険

外側線、路面表示の再表示 西置賜 済

H29 79 飯豊町
飯豊町第
二小

（主）長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　根沢寺～大巻橋

交通量が多いが、車道・歩道とも狭いため
危険

外側線、路面表示の再表示 西置賜 済

H29 80 飯豊町
飯豊町第
二小

（主）長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　根沢寺前交差点

横断歩道がなく、横断時危険 外側線、ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ、路面表示の再表示 西置賜 済

H29 81 飯豊町
飯豊町第
二小

（主）長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　まるきん商店前交差点

①交通量が多く、信号もないため横断危険
②交差点のカラー舗装

外側線、路面表示の再表示、散水消雪（金気
水）区間のため当面、路面表示等の再表示で対

西置賜 済

H29 82 飯豊町
飯豊町第
二小

（主）長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　大巻橋

交通量が多いが、車道が狭く歩道が無い
ため危険

外側線の再表示 西置賜 済

H30 58 長井市
長井市立
豊田小

県道中時庭線
長井市時庭田仲地区　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　旧大場印刷所前十字路

　信号のない十字路で、朝の登校時間帯
の交通量がかなり多い。波化方面から横
断する際、飯豊側の道路が左カーブになっ
ているため、車が見えづらい状況にある。
また、速度を上げて走行する車が多いた
め、横断の際非常に危険である。今年２月
まで登校時に交通指導員の方が誘導して
くださったが、都合で辞められたため現在
は誘導してくださる方がいない状況であ

「横断者あり」の路面標示 西置賜 済

H30 59 白鷹町
白鷹町立
鮎貝小

主要地方道長井大江
線

箕和田 学校から箕和田方面に下りて行った後、住
宅地へ道路を横断する時の横断歩道がな
く危険

上り線の下り側カーブに減速マーク敷設済み。 西置賜 済

H30 60 飯豊町
飯豊町立
手ノ子小

(主)米沢飯豊線
(主)米沢飯豊線
飯豊町手ノ子地内
手ノ子小学校校門付近

冬期間、道路脇に雪の壁ができると県道の
見通しが悪くなり非常に危険。

パトロールの継続、排雪要望時の迅速対応。 西置賜 済

R1 94 長井市
長井市立
致芳小学
校

主要地方道長井大江
線

長井市成田
長井・大江線（旧はぎスタジオ付
近～あこしま付近の県道）

道幅が狭く電柱なども路肩に立っているた
め、時々車道にはみ出す場合があります。
グリーンベルトまたは、車道との境に、凹凸
のある線を引いてもらうなどしてもらえれば

外側線の引き直し 西置賜 済

R1 95 長井市
長井市立
致芳小学
校

県道勧進代舟場線
県道勧進代舟場線
致芳児童センターグラウンド付近
の交差点

児童センター前には横断歩道があります
が、交差点を３名の児童が横切る際、児童
センターまで歩いてはいきません。（遠くな
ることと、歩道もないため歩くことで逆に危
険を伴うので）横断歩道のないところを横
切ってきます。

破線を引くことで運転者に注意喚起する 西置賜 済
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R1 96 長井市
長井市立
致芳小学
校

主要地方道長井大江
線

長井市五十川　　　長井・大江線
（袋地区東側歩道）歩道

長井・大江線の五十川から白兎にかけて
の歩道の除雪は道路西側に比べて東側の
除雪がなされていない時がある。袋のセブ
ンイレブン信号交差点を東に横断し下校す
る（東から横断し登校する）児童が７名い
る。その児童たちが安全に登下校できるよ
うに歩道の除雪をお願いしたい。

除雪の際に、可能な限り対応していく 西置賜 済

R1 97 長井市
長井市立
致芳小学
校

主要地方道長井大江
線

長井市五十川　　　長井・大江線
（学校からかがやき広場の歩道）

長井・大江線の致芳小学校からかがやき
広場間の歩道（道路西側）のブロックが劣
化している。児童がつまずいて転ぶと危険
である。そこで、歩道ブロックの修理、新し
いブロックとの入れ替えをお願いしたい。

劣化が激しいブロックから、交換していく 西置賜 済

R1 98 白鷹町
白鷹町立
鮎貝小学

主要地方道長井白鷹
線

ファーストカーゴ（白鷹町大字山
口2878-2）付近

トラックがたくさん通るため危険。車のス
ピードも速い。

ドットライン、停止線、交差点注意の区画線整備 西置賜 済

R1 99 白鷹町
白鷹町立
鮎貝小学

主要地方道長井白鷹
線

ファーストカーゴ（白鷹町大字山
口2878-2）付近

トラックがたくさん通るため危険。車のス
ピードも速い。

交差点部、側溝蓋の破損　蓋の交換 西置賜 済

R1 100 飯豊町
飯豊町立
第一小学
校

県道萩生九野本線
萩生５８番地付近交差点
（県道萩生九野本線　萩生地内　
町道石原線との交差点）

信号機がないため、横断時危険。 交差点のカラー化（ドット線の再表示） 西置賜 済

R1 101 飯豊町
飯豊町立
第一小学
校

県道椿長井線
黒沢493付近交差点
（県道椿長井線　黒沢地内　すわ
んぱーく前交差点）

①信号機がないため、横断時危険
②走行車両のスピードが速く、登校時に危
険。

交差点カラー化の再表示の検討、ドット線の再
表示

西置賜 済

R1 102 飯豊町
飯豊町立
第一小学

県道椿長井線
県道萩生九野本線
萩生・沖区間

歩道がなく、道幅も狭く危険。 交差点部にドット線、路面表示の設置 西置賜 済

R1 103 飯豊町
飯豊町立
第二小学
校

主要地方道長井飯豊
線

主要地方道長井飯豊線
伊藤嘉男宅（椿1873）前の手押し
信号のある交差点

交通量が多く、路面表示も消失しており通
学時危険

路面標示、外側線の再表示 西置賜 済

R1 104 飯豊町
飯豊町立
第二小学

主要地方道長井飯豊
線

主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　町道上野下野線との

交通量が多いが、横断歩道がなく、横断時
危険

路面標示、横断指導線の再表示 西置賜 済

R1 105 飯豊町
飯豊町立
第二小学

主要地方道長井飯豊
線

主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　根沢寺～大巻橋

交通量が多いが、車道・歩道とも狭いため
危険

外側線の再表示、路面表示の設置 西置賜 済

R1 106 飯豊町
飯豊町立
第二小学

主要地方道長井飯豊
線

主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　根沢寺前交差点

横断歩道がなく、横断時危険 外側線の再表示、路面表示の設置 西置賜 済

R1 107 飯豊町
飯豊町立
第二小学

主要地方道長井飯豊
線

主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　まるきん商店前交差点

①交通量が多く、信号もないため横断危険
②交差点のカラー舗装

外側線の再表示、路面表示の設置、カラー舗装
の再表示検討、横断指導線設置

西置賜 済

R1 108 飯豊町
飯豊町立
第二小学

主要地方道長井飯豊
線

主要地方道長井飯豊線小白川地
内　　　　　大巻橋

交通量が多いが、車道が狭く歩道が無い
ため危険

外側線の再表示、路面表示の設置 西置賜 済

R2 075 長井市
長井市立
長井小学
校

主要地方道長井大江
線

中央十字路から南側にかけての
歩道

道路の両側を工事していることにより、砂
利道の中を児童が登下校している。通行す
る道の間を工事車両が通るので注意が必
要である。

児童の登下校時における交通整理のための人
員の配置
【街路　（都）粡町成田線】

西置賜 事業中

R2 076 長井市
長井市立
平野小学

県道木地山九野本線
長井市九野本２１９７ヘアーサロ
ンアオキ前T字路

多くの児童が横断する横断歩道が消えか
けているため引き直しをお願いしたい。

交差点部の舗装補修及び横断歩道の線の引き
直し

西置賜 済

R2 077 白鷹町
白鷹町立
蚕桑小学

県道高玉広野線
県道高玉広野線
権現堂付近

路側帯が狭い
スクールバス待合場が狭い

スクールバス待合のためゼブラゾーンを敷設 西置賜 済

R2 078 白鷹町
白鷹町立
蚕桑小学

県道高玉広野線
県道高玉広野線
権現堂付近

路側帯が狭い
スクールバス待合場が狭い

外側線引き直し実施 西置賜 済

R2 079 白鷹町
白鷹町立
鮎貝小学
校

県道黒鴨鮎貝線
白鷹町鮎貝３２４２（旧東餅屋前
丁字路付近）

見通しが悪く児童の横断が不安である。
交差点内路側帯が狭く歩行者が巻き込ま
れる可能性あり

外側線に沿って、ガードパイプ設置 西置賜 済

R3 153 長井市 長井小学校 一般県道長井停車場線
【県道長井停車場線】
長井駅前から国道287号線との
交差点まで

長井市役所の新設により交通量が増加し
ている。また、歩道は整備されているが、
冬期間に積雪が妨げになり、歩行しにくくな
ることがある。

歩道設置・拡幅（水路蓋掛け等）
【街路　(都)長井駅海田線】

西置賜 事業中

R3 154 長井市 長井小学校 国道287号

【国道287号線】
長井市東町地内
旧長井小学校第一校舎の東側十
字路

交差点の車両の交通量が多く、児童の信
号待ちの際に危険がある。

防護柵の設置 西置賜 済

R3 155 長井市 長井小学校 一般県道寺泉舟場線
【県道寺泉舟場線】
長井市十日町地内
十日町郵便局前十字路

交差点の車両の交通量が多く、児童の信
号待ちの際に危険がある。

ラバーポールの設置 西置賜 済

R3 156 長井市 長井小学校 一般県道椿長井線
【県道椿長井線】
長井市四ツ谷地内
長井高校グラウンド南西側十字

交差点の車両の交通量が多く、児童の信
号待ちの際に危険がある。

車止め（鉄製ポール等）の設置 西置賜 済

R3 157 長井市 致芳小学校 主要地方道長井大江線

【主要地方道長井大江線】
長井市成田地内
旧はぎスタジオ付近から市道草
岡成田線との交差点（Ｔ字路）付
近まで

道幅が狭く、電柱なども路肩に立っている
ため、登下校中に時々車道にはみ出してし
まう場合があり、危険である。

・路側帯のカラー舗装化
・警戒標識、路面標示等の設置
・路面標示、外側線の引き直し

西置賜 済

R3 158 長井市 致芳小学校 主要地方道長井大江線

【主要地方道長井大江線】
長井市五十川地内
袋地区東側歩道（セブンイレブン
付近）

冬期間、道路東側の歩道除雪がされてい
ない場合があり、児童の歩行に支障をきた
す。

除雪対策 西置賜 済

R3 159 長井市 平野小学校 一般県道萩生九野本線

【県道萩生九野本線】
長井市谷地寺地内
生涯学習プラザ南西十字路の南
２００ｍ地点の市道石塚線との交

児童が横断歩道を渡ろうとしているにも関
わらず停車しない車が多い。

・警戒標識、路面標示等の設置
・路面標示、外側線の引き直し

西置賜

R3 160 長井市 豊田小学校 一般県道椿長井線

【一般県道椿長井線】
長井市時庭地内
県道椿長井線と県道中時庭線の
交差点

信号のない横断歩道で、登下校時の交通
量が多い。以前は交通指導員が立ってい
たが、現在は安全を確認する者がいない。

・横断歩道内カラー化
・路面標示、外側線の引き直し

西置賜 済

R3 161 長井市 豊田小学校 一般県道椿長井線
【一般県道椿長井線】
長井市時庭地内
水口公民館前の道路付近

防雪柵が設置されていないため、冬場、降
雪量が多い際には吹き溜まりになりやす
い。

除雪対策 西置賜 済

R3 162 小国町 叶水小学校 主要地方道川西小国線 主要地方道川西小国線　尾崎橋～下大石沢公民館 直線道路で見通しが良く、車の速度が上がりやすい。

・路側帯のカラー舗装化
・ラバーポールの設置
・警戒標識、路面標示等の設置
・路面標示、外側線の引き直し

西置賜 済

R3 163 白鷹町 白鷹町立蚕桑小学校 主要地方道長井白鷹線
主要地方道長井白鷹線横田尻地
内遠藤商店付近

道幅が狭く、児童の通行が危険である。 植栽の剪定 西置賜 済

R3 164 白鷹町 白鷹町立蚕桑小学校 主要地方道長井大江線
主要地方道長井大江線横田尻地
内

道幅が狭く、児童の通行が危険である。
また、緩やかなカーブになっていて、見通し
も悪い。

路側帯のカラー舗装化 西置賜 済

R3 165 白鷹町 白鷹町立蚕桑小学校 一般県道高玉広野線
県道高玉広野線第2高玉踏切付
近

路肩が狭く、歩行者が危険である。
また、車もスピードを出して走行している。

路面標示、外側線の引き直し 西置賜 済

R3 166 白鷹町 白鷹町立鮎貝小学校 一般県道黒鴨鮎貝線
県道255黒鴨・鮎貝線赤坂サイク
ルショップマツオカ近くT字路

歩行者を守るためのポールが破損してい
る。

・ラバーポールの設置
・路面標示、外側線の引き直し　
・道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕

西置賜

R3 167 飯豊町 飯豊町立第一小学校 一般県道萩生九野本線

萩生５８番地付近交差点（県道萩
生九野本線萩生地内　町道石原
線との交差点）・県道萩生九野本
線

車の通りが多く、特に朝はスピードを出した
車が多い。通学班での通学路にはなって
いないが、歩道もなく集合場所である交差
点まで数名の児童が歩いてくる。

・路側帯のカラー舗装化
・路面標示、外側線の引き直し

西置賜

R3 168 飯豊町 飯豊町立第一小学校 主要地方道長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線と町道石
原線の交差点及び町道石原線の
グリーンベルト区間

主要地方道長井飯豊線と町道石原線との
交差点では事故があったこともあり、ガード
レール等の設置を希望する。また、グリー
ンベルトの区間はあるが、大型トラックが通
るため不安がある。

防護柵の設置 西置賜 済

R3 169 飯豊町 飯豊町立第一小学校 一般県道萩生九野本線 県道萩生久野本線と町道酒町線とのＹ字路近辺

停止線やセンターライン、カーブを示す線
などが消えかけており、一時停止を促す自
主規制看板も立木の陰になっているためス
ピードを落とさない車輌が多く危険。

・警戒標識、路面標示等の設置
・路面標示、外側線の引き直し

西置賜 済

R3 170 飯豊町 飯豊町立第二小学校 主要地方道長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線小白川地
内
町道 上野下野線との交差点契約

「横断者注意」の文字や横断指導線が消え
かかっている。また、横断指導線近辺の見
通しが悪い。

路面標示、外側線の引き直し 西置賜 済

R3 171 飯豊町 飯豊町立第二小学校 主要地方道長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線小白川地
内

道幅も歩道も狭く、大型車がすれ違う時な
どにぶつかりそうになるため危険。

改築対応（バイパス整備等） 西置賜

R3 172 飯豊町 飯豊町立第二小学校 主要地方道長井飯豊線
主要地方道長井飯豊線小白川地
内

「横断者注意」の文字が消えかかってい
る。また、横断指導線が薄くなっており危

路面標示、外側線の引き直し 西置賜 済

R3 173 飯豊町 飯豊町立添川小学校 一般県道椿川西線
上代地区県道250号（県道椿川西
線）

県道を走る車両のスピードが速く、左右の
見通しもよくない。

・警戒標識、路面標示等の設置
・横断歩道内カラー化

西置賜 済

3 / 3 ページ


