
                                                                                                                 

通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署

1

市道1067号と市道
1610号との交差点
（沢村2丁目1-3。
木下整形外科の近
くの交通量の多い道
路の横断。）

１　朝の登校時、沢村方面から降りてきた場合、横
断歩道が左側にしかないため、横断してから再びわ
き道を横断し、右側に移る必要が出てきてしまいま
す。その時に、車の出入りが激しいため、かなり危
険な状態になっています。横断歩道を沢村方面から
下ってきて右側にも設置することを希望します。
（Ｈ26）
２　（朝）沢村方面から来た児童が交差点を横断す
る際２段階に道路を横断する必要がある。この場所
は交通量も多く、信号もない交差点であるので、大
変危険である。
（Ｈ27）

歩道の拡張。（Ｈ27）
横断旗を設置してほしい
横断歩道の増設（H29)

市（交安）　　警
察

警察
道路（交安）

2

市道1549号（蟻ヶ崎
交差点～開智小の
間）

学校周辺ということで多くの児童の通学路となって
いるが歩道の幅が狭く、危険である。歩道の中に電
柱が建っている箇所もあり、よけるために車道に出
て、通ることもある。（Ｈ24～）

歩道の拡張か電柱の地中化。（Ｈ27
～）

市（交安）
学校教育課

道路

3

市道1549号（蟻ヶ崎
交差点～㈱アスピ
ア前付近の間）

車両の通行量が多いにも関わらず、歩道が狭かっ
たり、場所によっては、歩道がなく、児童のすぐ横を
車両が通り抜けていったりする。（Ｈ24～）

歩道の設置及び拡張。（Ｈ27～） 道路（交安）

4

市道1057号（二の丸
交差点）

歩道がないうえに交通量が多く、登下校時の児童に
限らず歩行者が大変危険な状態。（Ｈ25～）

歩道設置（H25～） 合同点検実施箇所
Ｈ26.2.6

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

城下町整備本
部

危険箇所 現地状況及び対応

横断歩道設置要望を松本警察署に伝達しました。
（Ｈ26）  「止まれ」標示が消えかけているため復旧し
停止を促します。また、横断歩道の停止線手前にカ
ラー舗装を設置し注意を促します。(H27)
横断歩道の停止線手前にカラー舗装を設置しまし
た。(H29交安)　幅員の狭い従道路との交差点には2
本の横断歩道は設置できません。さらに歩行者の待
機場所が確保できないので、原状新たな横断歩道
は設置できません。（H29警察）　　　　　　　　　　　　・
横断旗は地元安協の方へご依頼ください（H30)

現状でご理解願いたい。
（以上Ｈ24）
歩道の拡張等は困難です。現状でご理解願いたい。
車道に出ないよう注意して通行してください。(H27)
学校での安全指導を行うよう学校に依頼します（学
校教育課）

  歩道設置は、関係地権者の同意、家屋の移転等に
時間と事業費が掛かるため非常に困難です。注意し
て歩行してもらうよう指導をお願いします(H28)

開智小学校

【エリア　　第一、城北、中央、田川、白板】

通学路安全対策実施・方針決定箇所一覧

小中学校から点検報告のあった危険箇所について、関係機関が現地調査、点検を行っています。 令和４年３月末現在の取組状況は以下のとおりです。 対策検討中の箇所は、随時更新（追加）し

ていきます。 対応部署分類は、次のとおりです。
（１）学校、ＰＴＡ ・・・学校 （２）道路管理者（維持課） ・・・市（維持）（３）学校教育課 ・・・学校教育（４）農道、用水路、山林関係 ・・・耕地林務（５）道路管理者（長野国道事務所） ・・（国（６）松本警察署 ・・・警察（７）道路管理者（松本

建設事務所） ・・・県（維持）、県（計調）（８）市地域づくり課・・・市（地域づくり）（９）道路管理者（建設課） ・・・市（建設） （１０）町会 ・・・町会 （１１）道路管理者（交通安全・都市交通課） ・・・市（交安） ※ 赤字は令和３年度に対策実

施又は方針決定をしたものです
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

5

大手２丁目信号機コ
ンビニ前歩道

大手２丁目信号の西付近で、車両の交通量が多く、
セブンイレブンへ入る車も多い。車は歩道を横切る
ため、歩道を歩く児童は危険。特に冬場に雪が多く
降ると、雪かきの為に山ができ、車や児童が見えに
くくなったりする。（Ｈ27）

安全協会の方で承知はしていて、雪
の日には監視に出てくださっていた。
雪の日には特に、児童には呼びかけ
をしていくが、車が勢いよく入ってこ
られないような段差などをお願いで
きたらありがたい。（Ｈ27）

道路（交安）

6

こまくさ通り こまくさ通りの歩道が狭い。場所によってはすれ違う
時に、どちらかが自転車用道路にはみ出さなけれ
ばならない。雨天になったとき、傘を差しながら歩く
となお危険である。また歩道に電柱がある。（H28)

歩道の拡張と電線の地中化（H28) 道路（交安）

7

蟻ケ崎2丁目から蟻
ケ崎3丁目の一車線
の道

児童は右側を通行しているが、深志高校方面から
自転車がスピードを出して下りてくることがあり、危
険である。歩道の真ん中に電柱があって車道には
み出してしまう。（H28)

歩道の設置・拡張（H28） 道路（交安）

8

（都）内環状北線
市道１５１７号線
（松本城信号機～二
の丸信号機､二の丸
信号北道路）

朝、車の通行量が多く、中にはスピードを落とさずに
学校前の横断歩道を通り過ぎる車があり危険。

道路拡幅、歩道整備 城下町整備本
部

合同点検実施箇所
H26. 2. 6

現在、事業中

城下町整備本
部

9

開智小学校
校門前Ｔ字路

Ｔ字路のコーナーにポールを１本立てていただいた
が、横断しようとする児童のすぐそばを車が通り過
ぎている（内輪差による）ため危険。

コーナーポールの増設

10

蟻ヶ崎高校
南側一方通行道路

横断歩道がない一方通行の道路（変則的に２車線）
を横断しなければならない児童が24名おり、大変危
険である。

横断歩道の設置 警察

11

開智小学校正門前
の丁字路

T字に道が交差し、交通量も多い。大勢の子どもた
ちが両側の道を渡るが、スピードを出して止まること
なく通り過ぎていく車もあるため、大変危険である。

信号機の設置を希望 警察

警察

12

木下整形外科東側
道路

開智小方面から延びているグリーンベルトが途中で
切れてしまっている。木下整形外科東付近のカーブ
が見通しが悪いため、南下してくる車が見えず、横
断歩道のない場所で道路を東から西へ渡っている
（Ｈ３０～）

１　グリーンベルトの延長　　　　　　２
カーブ部分へのカラー舗装による注
意喚起

市（交安） 市（公安）

ポールを設置します（H29)　→増設しました

段差の設置はできないので、注意して通行してくださ
い（Ｈ２７）学校で交通安全指導をお願いいたします
（H29）

歩道設置は、関係地権者の同意、家屋の移転等に
時間と事業費が掛かるため非常に困難です。注意し
て歩行してもらうように指導願います(H28)

歩道設置は、関係地権者の同意、家屋の移転等に
時間と事業費が掛かるため非常に困難です。
外側線を復旧します。(H28)

(城下町整備本部）
松本城の堀復元整備事業に関わる周辺道路の整備
により､道路の拡張及び歩道の設置を計画していま
す｡
二の丸信号北道路については､まだ未定であるが､
歩行者が安全に通行できるような道路整備を検討し
ています。

要望を県警本部へ上申して検討します。（R1警察）

１　グリーンベルト設置について地元町会と協議して
ください。町会の了解が得られれば、設置計画に加
え順次設置します。（R1公安）
２　カーブ手前に「速度落せ」の路面標示を設置しま
す。
薄くなった外側線、破線を復旧します。（R1公安）

歩行者保護のため、両側に歩行者の待ち場所がな
いと横断歩道を設置できません。（Ｈ30警察）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

13

市道1067号（沢村1
丁目2-20付近から
沢村1丁目11-28付
近まで）

朝の通勤時間帯はこまくさ道路の抜け道として交通
量が多く、危険である。（Ｈ25）

安全に登下校するための整備の方
法・方向については、地元連合町会
（北部）に検討をしていただいてい
る。（Ｈ27～）

市（交安） 市（公安）

1

白板1丁目8番
「メゾン白板」前のＴ
字路

道幅が広いが、横断歩道がないために危険（Ｈ25
～）

横断歩道の設置。（Ｈ25～） H25.12.24
合同点検実施箇所

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

警察

2

折井町
踏切から白板一丁
目交差点まで

パチンコＡＢＣ駐車場出入り口付近の車が多く、児
童が歩いているときに危険。（Ｈ26）

保護者から、注意喚起の掲示物を設
置してほしいという要望があった。（Ｈ
26）

道路（交安） その他（民間）
学校
道路（交安）

3

新田川橋～松島橋
に向かうところ

なぎさライフサイトの裏（奈良井川沿い）を松島橋の
方に向かって走る車が多く、危険。（Ｈ26～）

歩行者用信号の設置してほしい。（Ｈ
26～）

道路（交安） 合同点検実施箇所
H28.5.18

別紙「合同点検実施結果」のとおり警察
道路（交安）

4

渚1丁目～巾上線
つり具の三平付近

川沿いの道から出る車、川沿いの道に入る車があ
り、見通しも悪く危険。（Ｈ26）

注意表示、カーブミラー設置をお願
いしたい。（Ｈ26）

合同点検実施箇所
H26.12.17

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）

5

ウェルトンホテル前
の道路

細い道路ではあるが、国道への抜け道になってお
り、横断歩道があっても停止をしない。危険。（Ｈ26、
Ｈ27、H28）

警察署へお願いをしていく。
交通規制をお願いしたい。（Ｈ26～）

歩行者用にグリーンベルトの設置希
望（H30)
一部白線内に電柱があり移設をお
願いしたい（R1）

警察
道路（交安）

警察
道路（交安）

町会、小学校との協議によりグリーンベルトを設置し
ました。（R2交安)

田川小学校

東の駐車場出入り口は歩道であることを認識しても
らえるよう歩道に似た色でカラー舗装を実施しまし
た。（Ｈ26）

松本警察署に要望を伝達しました。また、川沿いの
道路を走行する車両に対し、路面標示の「止まれ」を
赤く囲み、一時停止を強調しました。（Ｈ26）

グリーンベルトについては、延長を検討中です。
→グリーンベルトの延長に向けて調整中です。(R1交
安)

電柱の移設は所有している電力・通信事業者の判
断となり、移動先の問題もありますので事業者と協
議したい。支障となる具体的な場所を教えてくださ
い。(R1交安)→学校から回答を
横断歩道標識の補修をします（R3警察）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

6

巾上交差点 橋が狭く、歩きづらい。
交通量が多い。
雪が積もると、歩くところがない。（Ｈ26、Ｈ27）

巾上交差点に横断歩道の設置。（Ｈ
26）
通学路の安全の確保。（Ｈ27）

道路（交安）
建設課

合同点検実施箇所
H28..5.18

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

7

巾上交差点北
三叉路（西川整骨院
前）

歩道側へ渡る横断歩道がない。
ＡＢＣ（パチンコ店）前からの車両が多い。（Ｈ26）

１　横断歩道の設置。
２　横断旗の設置。
（以上Ｈ26）

道路（交安） 合同点検実施箇所
H28.5.18

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

警察

8

白板宮本交差点 宮渕方面からの自動車が、白板の交差点方法に右
折する自動車を避けるため、歩道の上を通り抜けて
いる。そのためファミリーマートの駐車場に逃げて歩
いている状況がある。（Ｈ27～）

車道と歩道を明確に区別できるよう
にしてほしい。（路肩ができるといい
が、歩道に色を塗る簡易的な方法で
もいいので早く対応をお願いした
い。）（Ｈ27～）

道路（交安） 合同点検実施箇所
H28.5.18

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）

9

なぎさ幼稚園の交
差点（田川小南東
側）

スクールゾーンの文字が消えかかっている（H28） 塗り直しをお願いしたい（H28） 道路（交安） 道理（交安）

10

田川小南東の交差
点

スクールゾーンの文字や横断歩道が消えかかって
いる（H28）

塗り直しをお願いしたい（H28） 道路（交安） 道路（交安）

11

（都）中条白板線
市道2002号線

協立病院から中条にかけて、交通量が多い路線で
あるが､児童の安全な歩行空間が確保されていな
い。(歩道がないうえに交通量が多く登下校時の学
童に限らず､歩行者が危険な状態｡）

歩道整備 建設課

合同点検実施箇所
H25.12.24

現在、事業中

12

渚橋
市道2522号線

国道19号線と松本駅を結ぶ､交通量が多い路線で
あるが､児童の安全な歩行空間が確保されていな
い。(朝夕の通勤ラッシュ時には､幹線道路の迂回路
となり交通量が多く､学童に限らず､歩行者が危険な
状態｡）

歩道整備 建設課

合同点検実施箇所
H25.12.24

現在､事業中

13

朝夕の時間帯は車
の抜け道になってい
て、スピードを出す
車が多い。

取り締まりの強化。標識の設置 外側線等を復旧します。(Ｈ29) 道路（交安）

14

パチンコABCの出入
り口

駐車場から車が出る際，車体をずいぶん出さないと
道路の左右が確認できないため，危険である。以前
も自転車と接触していた。

カーブミラーの設置 道路(交安）

横断歩道は設置されています。（Ｈ26）巾上交差点か
ら白板宮本交差点に至る道路
・両側に歩道を設置し、児童・生徒の安全な歩行空
間を確保します。
　現在、事業化に向けて事務手続きを進めていま
す。（建設課）

横断歩道設置要望を松本警察署に伝達しました。
（Ｈ26）
横断旗の設置は、地元で対応をお願いします。（町
会、安協、ＰＴＡ）（Ｈ26）

カラー舗装の設置を設置しました。（Ｈ27）

スクールゾーンの文字を復旧します（Ｈ２８）　→復旧
済み

スクールゾーンの文字を復旧します（Ｈ２８）
→　復旧済み

(建設課）
当該区間において､歩道を設置し､児童の安全な歩
行空間を確保します。

(建設課）
当該区間において､歩道を設置し､児童の安全な歩
行空間を確保します。

私有地から出るためのカーブミラーは市で設置でき
ません。（Ｈ29）
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危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

15
県営渚ビル近くの歩
道橋（渚歩道橋）143
号

歩道橋の階段などが割れていて歩きずらい。（Ｈ２８
～）落下防止パネルの破損がある。

早めの補修希望。実施時期の目途
を教えてほしい

道路（県維持）

道路（県維持）

16
渚一丁目歩道橋（ロ
イヤルホスト北側）
158号

歩道橋の通路や階段のコンクリートが欠けていて，
歩きづらい。（Ｈ２６～）　　　　　　　　　　追加：外から
歩道橋を渡っている人の姿が見えないので、防犯
上危険。不審者にいたずらされる危険がある。外壁
がさびている。

補修希望。外からでも見られるような
柵状の壁にするか、透明パネルにし
てほしい。

道路（県維持）

道路(県維持）

17

田川小学校南門渚
整骨院からなぎさこ
ども園～渚横断歩
道橋までのルート
利用児童：84名

南門から，渚横断歩道橋までのルートは抜け道と
なっており，多くの車が通るため危険。特に下校時
はスクールゾーンになっていないために不安が大き
い。

１　児童の通る側を一方とし，グリー
ンベルトの設置を希望　　　　２　コイ
ンランドリー渚前のT字路に斜めに
横断歩道が設置できないか。もしく
は横断帯。→斜めでなくてもいいの
で、横断帯・横断歩道の設置を希
望。待ち場所の確保についても考え
てほしい。（R1秋）

市（公安）
警察

市（公安）
警察

18

巾上交差点～白板
宮本交差点　　　利
用児童数：110名

１　シモンズベッド前の丁字路が横断歩道がないの
で渡るときに危険
２　交通量が多いが片側のみの狭い歩道であり、一
部歩道がない部分もある（ファミリーマート～宮渕1
丁目交差点まで）

１　５０ｍ先に横断歩道があるが、そ
ちらは使用頻度が少ないので移設を
お願いしたい　→　駐車場の位置か
ら少しずらして設置はできないか
２　ファミリーマート前に続けて歩道
の設置はできないか、またはグリー
ンベルトの幅を歩道の幅と同じにす
る

警察 警察

19

渚二丁目信号　　利
用児童：35名

横断歩道はあるが、歩行者用信号がなく、車用の信
号は高い位置にあって、反射して見にくい。
19号から右左折する車が子どもを気にせず進入し
てくる。（H26～）

歩行者用信号の設置(2箇所)。（Ｈ26
～）　　　　仮の信号でもいいので歩
行者信号をつけてほしい（R1秋）

市（交安）
警察

市（交安）
警察

1

城山公園入口信号
から正鱗寺に抜ける
道路

歩道の白線が狭く、見通しが悪いため、通学に際し
危険。（Ｈ26）

歩道の設置。（Ｈ26） 道路（交安） 道路（交安）

松本警察署に要望を伝達しました。（Ｈ26）
歩行者用信号は、令和2年に設置しました（R２警察）

丸ノ内中学校

１　南東側に駐車場があり、移設のために歩行者保
護の金属製ポストを設置すれば駐車場の利用がで
きなくなってしまうため、設置ができません。（R1警
察）

歩道は北側に設置されています。（Ｈ26）

１　ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置について地元町会と協議してく
ださい。町会の了解が得られれば設置について検討
します。(R1交安)
２　交差点を斜めに横断させることは歩行者にとって
危険なため、設置はできません。また横断歩道の設
置には待ち場所を確保する必要があります。（R1警
察）

順次補修実施します（H30県維持回答）

順次補修実施します（H30県維持回答）パネルにつ
いては検討が必要。
国道19号拡幅計画と調整しながら必要な修繕を行
いたい。（R3県維持）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

2

蟻ケ崎信号から西
へ道路の左側

歩道の白線が狭く、見通しが悪いため、通学に際し
危険白線が狭いため通学の際危険。（Ｈ26～）

歩道の設置。（Ｈ26）
歩道の設置は困難との回答だった
が、せめて縁石の設置個所を増やす
などして安全な歩行が確保できない
か（H28)

道路（交安） 道路（交安）

3

白板保育園付近の
歩道

歩道の白線が狭いため危険。（Ｈ26） 歩道の設置。（Ｈ26） 道路（交安） 道路（交安）

4

「正鱗寺南」交差点
付近

歩道が狭く危険。（Ｈ26～） 歩道の設置。（Ｈ26）
②と同じく縁石の増設（H28)

道路（交安） 道路（交安）

5

「正鱗寺口」バス停
付近

歩道が狭く危険。（Ｈ26～） 歩道の設置。（Ｈ26）
②と同じく縁石の増設（H28)

道路（交安） 道路（交安）

6

蟻ケ崎４丁目　市営
霊園の坂の道路

カーブが多く、生垣で見通しが悪い。途中、道路が
狭い。路側帯の白線が消えているところがある。（Ｈ
26）

・生垣を低くし見通しをよくする。
・道幅の確保
・白線の復旧とカーブに減速マークを
付ける。
（以上Ｈ26）

道路（交安）
道路（交安）

7

白板中
パチンコＡＢＣの駐
車場北側出入り口

出入口とわかる看板もカーブミラーもないため、車
が不意に出てくる危険がある。（Ｈ25、Ｈ27）

ミラーや看板の設置。（Ｈ25、Ｈ27） 道路（交安） 道路（交安）

8

白板宮本
シモンズ前Ｔ字路

子どもが渡るのに車がスピードを出して通るので危
険。（Ｈ25、Ｈ27）

横断歩道の設置。（Ｈ25、Ｈ27） 警察

9

白板南
パチンコＡＢＣと本
通りの交差点

丸ノ内中に向かって左側にしか歩道がなく、子ども
は道路を横切っている。交通量が多く、パチンコ店
から出てくる車も多い。（Ｈ25、Ｈ27）

横断歩道がほしい。（歩行者用の押
しボタン信号があれば助かる。）（Ｈ
25、Ｈ27）

建設課 警察
建設課

10

放光寺（丸ノ内中東
道路～放光寺方面
に行く道路）

１　街灯が少なく夜間が怖い。（Ｈ25、Ｈ27）
２　かなりのスピードで車が通る。（Ｈ25、Ｈ27）
３　一時停止しない車がある。（Ｈ25、Ｈ27）

１　街灯の設置。（Ｈ25、Ｈ27）
２　スピードの制限。（Ｈ25、Ｈ27）
３　交通安全週間などに取り締まっ
てほしい。（Ｈ25、Ｈ27）

１　学校教育
２，３　道路（交
安）

学校
ＰＴＡ
警察
道路（交安）

住宅が連坦しており歩道の設置は困難です。路側帯
が拡げられるか町会等と検討します。（Ｈ26）
道幅が狭く、縁石の設置は困難です。路側帯の幅も
現状でご理解ください。（Ｈ28）

外側線の薄くなったところを復旧しました。減速対策
としてドット線を設置しました。（Ｈ26）

（Ｈ26）巾上交差点から白板宮本交差点に至る道路
・両側に歩道を設置し、児童・生徒の安全な歩行空
間を確保します。
　現在、事業化に向けて事務手続きを進めていま
す。（建設課）

１　学校またはＰＴＡから地元町会に相談してくださ
い。（Ｈ27）
２、３　速度規制及び取締りについては、松本警察署
に要望を伝達しました。また、スピード抑制対策のた
め、現在表示されている減速マーク等が薄くなって
いますのでので復旧しました。（Ｈ25）

住宅が連坦しており歩道設置は困難です。部分的で
すが、北側に歩道が設置されていますので歩道のあ
る道路では歩道を通行ください。（Ｈ26）
現在の道幅では縁石の設置は困難です。（Ｈ28）

東側に連続してではないが歩道がありますので、こ
ちらを通行ください。車両の減速対策として薄くなっ
たセンターライン、外側線を復旧しました。（Ｈ26）

住宅が連坦しており歩道の設置は困難です。路側帯
が拡げられるか町会等と検討します。（Ｈ26）
道幅が狭く、縁石の設置は困難です。路側帯の幅も
現状でご理解ください。（Ｈ28）

田川小　①番と同じ。（Ｈ25）

田川小　④番と同じ。（Ｈ26）
現状でご理解ください（Ｈ２７）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

11

大糸線白板の踏切 踏切を無視して渡る車がある。（Ｈ25、Ｈ27） 監視カメラの設置。（Ｈ25、Ｈ27） 道路（交安） 警察
道路（交安）

12

丸ノ内中の西に２９
５号道路へ下る細い
道（通称：キツネ坂）

夕方、人通りが少なく、防犯上危険。（Ｈ25、Ｈ27） 見通しが良くなるように枝の除去や
草取り。（街灯は現在3箇所ある。）
（Ｈ25、Ｈ27）

道路（維持） 道路（維持）

13

蟻ケ崎交差点から
城西病院目の一方
通行道路

歩道の道幅が狭く、自転車も多く通り危険である。
（H28)

自転車レーンを設置してほしい（H28) 道路（交安） 道路（交安）

14

石原商店裏～北部
公民館跡地までの
道

道路幅が狭い。照明が少なく、下校時は暗くて危険
である（H28)

歩道幅の拡張と、照明の増設。 道路（交安） 道路（交安）

15

正麟寺から正麟寺
南信号までの道

大型車が通ると自転車、歩行者ともに危険を感じる
（H28)

歩道及び縁石の設置をお願いしたい
（H28)

道路（交安） 道路（交安）

16

兎沢沿い 歩道も狭く、スピードを出して走る車が多いため危
険。

本人が気をつける。自動車の速度を
抑制するための対策

道路（交安） 道路（交安）

17

田川小学校東の道
路

抜け道となっており、スピードを出して走る車が多
い。道幅も狭く、子どもが通学する際に危険。

一列歩行の実施。自動車の速度を
抑制するための対策

道路（交安） 道路（交安）

18

白板宮本の交差点
から巾上の交差点
までの道路

歩道も狭く、交通量も多い。子どもたちが通学する
際に危険。

各自が気をつけ、一列歩行を行う。
速度を出しにくくする対策

道路（交安） 道路（交安）

19

渚一丁目交差点か
ら巾上の交差点ま
での道路

大通りで交通量が多い。歩道はあるが、車と歩行者
の事故もあり危険。

必ず歩道を通り、各自気をつけるに
する。商店へ入る車への注意喚起

学校教育課 道路（交安）

20

丸の内中北　開松
から放光寺階段下
まで

通行量が多いが、道幅が狭く路側帯も狭いため、歩
行の際に危険である。

グリーンベルトの設置 道路（交安） 道路（交安）

安全指導の実施をしています。

監視カメラの設置は出来ませんが、取締り等の強化
を松本警察署に引き続き要望していきます。→要望
しています。
踏切前後の停止線・外側線等の復旧を実施しまし
た。（Ｈ25）停止線が薄くなったときは早急に対応しま
す（Ｈ２７）

市道の管理幅については、支障除去等の管理を行
います（Ｈ２７）

現状の道路幅では狭くて自転車レーンを設置するこ
とはできません。（H28）

住宅が連坦していて歩道の設置は困難です。現在
の道幅もないため外側線は設置できません。（Ｈ28）

薄くなった外側線を復旧します。(H29)

丸ノ内中⑤と同じ
 道幅が狭く、縁石の設置は困難です。路側帯の幅も
現状でご理解ください。（Ｈ28）

安全指導の実施(学校）
薄くなった中央線を復旧します。(H29・交安)

安全指導の実施(学校）
薄くなった外側線を復旧します。(H29・交安)

安全指導の実施（学校）
外側線等を復旧しました。(H29・交安)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

21

宮渕1丁目3番　アス
ピアそばの信号機
のない交差点

信号機のない交差点で、横断者がいても停止しな
い車があり危険。(H30)

信号機の設置または横断歩道の存
在がわかるよう、道路に色をつけ分
かりやすくして欲しい。

道路（交安） 警察　　　　　道
路（交安）

22

県道295号平田新橋
線（大手1丁目信号
北西のカーブ部分）

下校時①白線内の歩道が狭い。②道路がカーブし
ているため建物の陰から車が出てくる感覚になり怖
い③一方通行のためか車がスピードを出しやすい
(H28)

グリーンベルトの設置（H28） 道路（県維持） 道路（県維持）

23

蟻ケ崎西区公民館
～丸ノ内中学校体
育館裏の道

桜並木通り、丸ノ内中学校体育館の裏の通りは照
明がないため、夕方～夜間は真っ暗になり、危険で
ある。（H28)

照明の設置（H28)

24

県道295号平田新橋
線宮渕整骨院そば
の五叉路

道幅狭く、視界が悪い。一方通行で車はスピードが
出ており、横断歩道で生徒が立っていても停止しな
い。(H30)

一方通行から五叉路に進入する道
路に減速を促す標示を記入する。信
号機の設置または横断歩道の存在
がわかるよう、道路に色をつけ分か
りやすくして欲しい。

合同点検実施箇所
2019．2．13

別紙調書のとおり

25

かめやクリーニング
前の十字路
（正麟寺南　交差
点）

交通量が多く、危険。(H30)

歩行者が気をつけて通行する。車に
減速を促す道路標示を記入する。

合同点検実施箇所
2019．2．13

別紙調書のとおり

26

大手1丁目3番～9番
の市道（北松本駅東
側周辺）

歩道のない狭い道だが、交通量が多く危険。（新橋
方面から市街地への抜け道として利用されている。
マンションや駐車場も多い。）(H30) ゾーン３０の指定 警察

27 宮渕一丁目交差点

１　交通量が多く、朝夕の時間帯は特に危険、強引
な右左折により交差点内で停まってしまう。その車
を避ける車が歩行者と近づくので危険　２　登校時
間は南側から進入禁止であるが、進入する車が多
い。

歩車分離信号の設置（青になるまで
の時間が長くなるが、検討をしてもよ
いのではないか）
２　進入禁止の標示をわかりやすくし
てほしい。取締の強化をしてほしい。
（Ｒ１）

警察 警察

28

渚3丁目交差点 交通量が多く、通勤時間帯と重なり、車もスピードを
出して危険(H28)

スクランブル交差点化してほしい
（H28)

国　　　　　　警
察

道路（国）
警察

29

田川大橋付近の道
路

交通量が多く、車がスピードを出して危険。子どもが
横断歩道を渡ろうとする。（Ｈ26～）

注意を促す等の看板の設置。（Ｈ26）
追加要望：警察の取り締まりの強化
(R1) 警察 警察

30

正麟寺前の五叉路 車が止まらず、横断歩道を渡りづらい(H29) 左右確認、車が止まったことを確認
してから渡る。　　　　　　　一旦停止
をしない車をなくす対策を引き続きお
願いしたい

市（交安）

合同点検実施箇所　Ｈ
29．10.24

別紙調書のとおり

市（交安）

パトロール及び取り締まりを強化します（R1警察）

合同点検調書のとおり対応を検討中
→減速を促すドットラインを設置しました。(R1交安)

別紙合同点検調書のとおり

別紙合同点検調書のとおり

エリアを示したうえで、関係する町会と合意形成し、
町会長連名の要望書を提出してください。（Ｈ30警
察）

１　交差点形状が悪く、青の時間が長い歩行者用信
号になるので、大渋滞となってしまいます。現実的に
実現できません（Ｈ30警察）
進入禁止の標示の補修については検討します。パト
ロールは強化します（R1）
進入禁止については、交通取締りを強化します。路
面標示の補修を実施しました（R3警察）

交差点形状が悪く、青の時間が長い歩行者用信号
になるので、大渋滞となってしまいます。現実的に実
現できません（Ｈ３０警察）

停止線の手前にカラー舗装を設置します。（H30)信
号柱を設置できる場所がないため設置できません
（Ｈ30警察）

（H30県維持）外側線及びドットラインが薄くなってい
るため順次塗り直しを行います。グリーンベルトの設
置については検討します。

防犯灯の設置は地元町会に要望をお願いします
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

31

蟻ヶ崎児童館から
神沢池へ向かう道
路

路側帯の白線が消えかかっており、歩行が危険。 路側帯の白線を塗り直して欲しい。

市（交安） 市（交安）

32

蟻ヶ崎高校南側か
ら南に向かう道

蟻ヶ崎高校校庭の南の道に信号機や横断歩道がな
い。蟻ヶ崎高校側に歩道はあるので、歩道に行くた
めに道を渡る歩行者は多い。通勤時間は、車が多く
スピードを出す車が多い。

横断歩道の新設。それまでは、横断
歩道のあるところで渡る。

市（交安）
警察

市（交安）
警察

33

県道256号平田新橋
線（大手1丁目信号
西のカーブ）

白線内の歩行スペースが狭い。道路がカーブして
車が急に出てくるように感じる。一方通行のため車
のスピードが出やすい。

グリーンベルトを設置して歩行ス
ペースを確保してほしい。

県（維持） 県（維持）

1

清水東
清水小学校正門よ
り南に向かい突き当
たりＴ字路

Ｔ字交差点の南北道路に横断歩道がなく、北側の
歩道に渡るのが危険。（Ｈ26）
以前ミラーを設置して頂いたが、場所が悪く一時停
止した車から見えにくい。（Ｈ27）

横断歩道の設置。（Ｈ26）
設置場所を移すか、四角いミラーに
改善して欲しい。また、その場所の
横断歩道の周辺にカラー舗装をし
て、運転者へ注意を促してほしい。
（Ｈ27）

道路（交安）
道路（維持）

警察
道路（維持）

2

清水１丁目７ー１６
山田工務店付近

「止まれ」の白線が消えかかっている。 白線を塗り直していただきたい。

3

清水2丁目鈴木歯科
医院前信号機

交差点の信号待ちスペースが狭い。（Ｈ26） ポールまたは線でスペースをはっき
りさせる。（Ｈ26）

道路（交安） 道路（交安）

4

清水２丁目　清水小
学校南門前

朝、車の通行量が多く、中にはスピードを落とさずに
学校前の横断歩道を通り過ぎる車があり危険。

横断歩道の白線を塗り直して、目立
つようにしたり、通学路であることが
分かる看板を増やしていただきた
い。

道路（交安）
警察

5

あがた薬局から東
部交番までの東西
の道路（アガタ薬局
～サーパス県）

交通量が多いが、歩道がなく危険。（Ｈ26）
電柱が飛び出て歩きにくく、歩道も狭い。県陵生の
自転車も多く通り、危険。（Ｈ27）

歩道設置と速度規制。（Ｈ26） 道路（交安） 道路（建設）
道路（交安）

6

四ツ谷東公民館前
の交差点

道幅が狭いが交通量が多い。（Ｈ26） 車に注意を促す対策を。（Ｈ26） 道路（交安） 道路（交安）

薄くなった外側線等について復旧します。(R1交安)

都市計画道路(幅員16m、両側歩道)について今後整
備予定です。(R2市建設)
待ち場所の整備を待ち、横断歩道を設置します（R3
警察）

グリーンベルトを設置困難なため、区画線による減
速表示等について、検討します。（R2維持）
減速のため、ドットラインを施工済み
（R3県維持）

【エリア　　第二、第三、東部】

清水小学校

薄くなった「止まれ」路面標示を復旧します。(交安
H29)→復旧しました

横断歩道停止線手前にカラー舗装を設置します。
(交安 H29)→横断歩道停止線手前にカラー舗装を
設置しました。(交安 H30)　　　　　　　　　　　　　　　横
断歩道の補修を実施しました（警察H29)

横断歩道設置要望を松本警察署に伝達しました。
（Ｈ26）ミラーの位置形状については現状でご理解を
お願いします（Ｈ２７維持）・横断歩道停止線手前にカ
ラー舗装を設置します。（H27)

ガードポスト修正済み。（Ｈ26）

30km/hの規制済み。（Ｈ26）
歩道設置には用地が必要であるので、町会と連携し
地権者の同意を得てください。（Ｈ26）
電柱移設には隣地の承諾が必要です。(H27)

ドット線を設置します。
薄くなった路面標示を補修しました。（Ｈ26）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

7

ルビー美容院Ｙ字交
差点

一方通行道路に入る車から児童が確認しづらい。
（Ｈ26）
交通量も多く車から歩行者が確認できず危険。（横
断歩道設置は出来ないと回答をもらった）（Ｈ27）
横断する児童が多いが、スピードを出している車や
一方通行だが逆走する車が多い。（R1）

車に注意を促す対策を。（Ｈ26）
柱に「児童通学路」と看板をつけてほ
しい。（Ｈ27）
横断歩道を設置するか、「児童横断
注意」等の看板を設置してほしい。
(R1）

道路（交安）
警察

道路（交安）
警察

8

カットスタジオ小野
西１００ｍ（県2丁目
8-10の先）

停止線とＴ字の標示が消えかけている。（Ｈ26）
横断歩道が消えかかっている。（Ｈ27）

標示。（Ｈ26）
引き直して欲しい。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

9

青木ピアノ教室付近
のＴ字路（里山辺
3915付近三叉路）

Ｔ字の標示が消えかけている。（Ｈ26）
「止まれ」「Ｔ字」の路面表示が消えている。登下校
時間帯の車や自転車が多く危険。（Ｈ27）

標示。（Ｈ26）
引き直して欲しい。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

10

北小松
旧東部保育園西交
差点

西側民家の垣根が陰になり歩行者が見えにくい。
（Ｈ26）

垣根の対策。（Ｈ26） 道路（交安） 道路（交安）

11

北小松　四ッ谷東と
の境目　県ケ丘高
校北東Ｔ字路

自転車が頻繁に飛び出す。 「止まれ」の白線を新たに引いていた
だきたい。

道路(交安）

12

横田団地Ｂ棟東側
道路側溝

子どもが落ちる危険性あり。（Ｈ26） ふたの設置。（Ｈ26） 道路（交安） 道路（交安）

13

惣社公園北十字路 塀が高く安全確認がしにくい。（Ｈ26） 子ども用のミラーの設置。（Ｈ26） 道路（交安） 道路（交安）

14

惣社岡田線
大橋より北の道路

カーブが多くぶどうの葉による見通しが悪く、交通量
も多いので危険。（Ｈ26）

歩道の線と「通学路につき徐行」の
標識設置。（Ｈ26）

道路（交安） 道路（交安）

15

惣社２丁目　深志珠
算塾前南西に向か
う道路

道路が狭いがスピードを出す車が多い。特にカーブ
で児童が車と接触しそうで心配。

通学路と分かり、子どもに注意等の
看板設置等で車が安全に走行する
対策をお願いしたい。

16

清水小北側道路の
清水1丁目、2丁目
の歩道

歩道は狭く、歩行者だけでなく自転車とのすれ違い
も危険。（Ｈ27）

歩道を広くしてほしい。（Ｈ27） 学校教育課 事業中 道路（県）

交差点マークの補修をしました。（Ｈ26）
「止まれ」は、一時停止規制がないため設置できま
せん。（H27)

道路への張り出しはありません。
交差点マークを補修しました。（Ｈ26）

拡幅工事を実施しています。学校前歩道は仮舗装を
県で行います。

交差点マークを設置しました。
ドット線を補修しました。（Ｈ26）
看板設置の適地がないため、停止指導線手前にカ
ラー舗装を設置し注意喚起します。（H27)
「速度落せ」の路面標示、歩行者用「止まれ」マーク
を設置します。(R1公安)
横断歩道について：両側に待機場所が確保できない
ため設置できません（R1警察）

交差点マーク、停止指導線を設置しました。（Ｈ26）

設置可能箇所に外側線と看板を設置しました。（Ｈ
26）

停止指導線、自転車止まれマークを設置します。
→　設置しました（Ｈ３０）
県高校グランドに繋がる道は,市道ではないので対
応できません。(交安 H29)

来年度以降年次計画で実施予定。（Ｈ26）

１　歩行者は、目視での確認をお願いします。
２　減速を促すために交差点を強調する、カラー舗
装をしました。（以上Ｈ26）

通学路の路面標示を設置します。⇒通学路の路面
標示を設置しました。(H30）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

17

清水郵便局の前の
道

歩道が狭くデコボコも多く歩きづらい。（Ｈ27） 段差をなくし歩道に色を付けて、歩く
スペースを確保してほしい。（Ｈ27）

道路（維持）
道路（交安）

道路(維持）

18

芝生公園の北側道
路

道路が広がり、観光客などが迷って入ってきて北方
面に向かい、一方通行を惣社方向へ逆走する車が
多い。（Ｈ27）

何か対策をお願いしたい。（Ｈ27） 道路（交安）

道路（交安）

19

県2-9-1の変形4差
路

垣根で車から子どもが見えづらい。子ども用のストッ
プ標示も消えかかっている。（Ｈ27）

整備をお願いしたい。（Ｈ27） 道路（交安）

道路（交安）

20

里山辺3900付近の
三叉路

「止まれ」の路面表示が消えかかっている。登下校
時間帯の車や自転車が多く危険。（Ｈ27～）

引き直して欲しい。（Ｈ27～） 道路（交安）

道路（交安）

21

アパートメンツ凜付
近四つ角

「止まれ」「Ｔ字」の路面表示が消えている。登下校
時間帯の車や自転車が多く危険。（Ｈ27）
川（水路）の流れが急で危険（H28)

引き直して欲しい。（Ｈ27）
ふたかフェンスをつけてほしい（H28)

道路（交安）

道路（交安）

22

源橋手前（東側） 下校の際、ブロック塀から見通しが悪く、車通りもあ
る。（Ｈ27）

一旦停止のマークが必要。検討して
いただきたい。（Ｈ27）

道路（交安）

道路（交安）

23

餌差町の堺屋様東
側のＴ字路

見通しが悪いところに、車が一方通行で女鳥羽川方
面から右折してくるため危険。（Ｈ27）

道路（交安）

道路（交安）

24

清水1丁目1-2の先 横田溝渠に暗渠になっていない部分があり、転落の
危険がある。（Ｈ27）

道路（建設）

道路（建設）

25

横田2丁目23-1（ナ
カタマンション）近く
の十字路

橋の西側は坂道で見通しも悪く、子どもの飛び出し
等があり危険。（Ｈ27）

路面に車の速度を減速させるような
線や、児童通学路等の看板の設置
を希望。（Ｈ27） 道路（交安）

26

横田2丁目18 新興住宅地内の道路。（Ｈ27） 路面の舗装が剥がれているので、修
繕してほしい。（Ｈ27）

道路（維持） 道路（維持）

ドット線を設置し速度抑制を図ります。（H27)

水路を改修予定です。（H28)

危険個所については随時補修を行っていきます（Ｈ２
７維持）・　カラー舗装の設置を検討します。(H27交
安)

　「この先住宅地につき車両通り抜けご遠慮くださ
い」看板を設置しました。（H27)

歩行者用止まれシールを設置します。（H27)

ドット線を設置して減速を促します。（H27)

補修済みです（Ｈ２７維持）

・　「止まれ」は、一時停止規制がないため設置でき
ません。
・　交差点マーク、停止指導線を設置します。（H27)
。水路については既設の防護柵でご理解ください
（H28)

歩行者用止まれシールを設置します。（H27)

・　「止まれ」は、一時停止規制がないため設置でき
ません。
・　交差点マーク、停止指導線を設置します。（H27、
Ｈ28)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

27

惣社200付近 遊歩道の整備。（Ｈ27） 昨年5月に本郷地区から市へ要望し
て、9月10日に26年度年次計画をし
ていると回答していただいているが、
未だに手付かずです。重ねて要望し
ます。（Ｈ27）

道路（維持） 道路（維持）

28

惣社192-15（ピア
チェーレ195）西側

三角広場の方から、ピアチェーレマンション側へ渡
るＴ字路の見通しが悪く、子どもたちが立ち止まらず
飛び出すことも多い。（Ｈ27）

子ども用に止まれのシールを路面に
貼っていただきたい。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

29

ドンボスコ保育園近
くの歩道

ミラーが道路寄りにあって歩きにくい（H28） ミラー位置の改善（H28） 道路（交安） 道路（交安）

30

源橋東 東から西に渡るとき、歩行者からも川沿いを走る車
からも死角が多い。（H28)

川沿いに通学路の看板を設置（H28） 道路（交安） 道路（交安）

31

横田１丁目１５－１９
付近

地権者の了解を得て小型ミラーを設置している。
行き止まりに対する認識がされにくい。（H28)

大型ミラーを設置。
行き止まりの看板を手前に設置。
（H28）

道路（交安） 道路（交安）

32

泉産業前の道路 白線が無い（H28) 白線を引いてほしい（H28) 道路(交安）

33

県道松本和田線｢清
水～惣社」
（都）宮渕新橋上金
井線

山辺方面から市街に出る主となる道路であるため､
交通量が多い｡
歩道は片側しかなく､桜橋から学校北正門の信号機
までは特に狭い。

合同点検実施箇所
H25.9.18

現在事業中

カーブミラーを移設しました（Ｈ28)

子どもの横断を知らせる注意看板を設置します。
(H28)

カーブミラーを設置します。
Ｔ字マーク周辺にカラー舗装を実施します。(H28)

水路の蓋掛けの予定があります。蓋掛け終了後に
外側線を設置します。（Ｈ28）

（松本建設事務所）
桜橋から惣社にかけて拡幅を計画している箇所｡
平成26年度から用地交渉に入る計画で､平成32年を
終了年としている｡
現行の３ｍ道路に１．５ｍの路肩と３．５ｍの歩道が
両側につくことを計画している｡
両側に歩道がつくことで､無理に歩道のある側に渡る
必要がなくなり､安全に信号まで行ってから横断でき
るようになる。

歩行者用止まれシールを設置します。（H27)

年次計画で実施しております（Ｈ２７）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

34

源橋
市道2547号線

歩道が無いうえに交通量が多く登下校時の学童に
限らず､歩行者が危険な状態。

歩道の設置 建設課

合同点検実施箇所
H26. 2. 6

実施済

建設課

35

清水西　国体道路
清水信号機から女
鳥羽川の清水橋に
抜ける一方通行路
（清水西公民館前の
通り）

イオンモールオープン以来交通量が増え、スピード
を出している車が多い。女鳥羽川沿いの道から来た
車との接触事故も多くなった。

スピードを抑えるよう、外側線・ドット
ライン・グリーンベルト設置をしてほ
しい。

道路（交安）

36

北小松　県ケ丘高
校第２運動場手前

道路脇の側溝の蓋が途切れ途切れで、子どもが落
ちる可能性がある。

網目の蓋をつけてほしい。 道路（交安）

37

惣社３丁目　大橋の
五差路

交通量が多く、スピードが出ている車が多い。通学
時間帯に安全に通学できない。どこが優先かわから
ない。

止まれ・一時停止などわかりやすい
表示をしてほしい。

道路（交安）

38

横田１丁目　清水中
学校北側川沿いの
遊歩道と市道との交
差点

川沿いの遊歩道と車が通る道路との交差点の、「止
まれ」の印が消えてしまって何も見えない。

「止まれ」の印を道路に塗り直してほ
しい。

道路（交安）

39

惣社３丁目　湯川の
大橋北側の変則四
差路

カーブでもスピードを落とさずに通る車多く、歩行が
危険。ミラーがあるが子どもの目線では見えない。

スピードを落とすような標示と、カー
ブミラーの角度の変更をお願いした
い。

道路（交安）
市（維持）

道路（交安）
市（維持）

40

清水２丁目　清水小
学校南　「葵ジャパ
ンツアー」さん前のT
字路

横断歩道が消えかかっていて見えにくい。
はっきり見えるよう横断歩道を引き
直してほしい。また、子ども用の「止
まれ」のマークも引き直してほしい。

道路（交安）

道路（交安）
警察

(建設課）
現在行っている源橋の架替え工事は、平成26年7月
30日までの工期｡
完成後は､橋に歩道が出来るので､通学の安全性が
高まります｡
その後､平成27年3月まで断続的に橋周辺道路の配
管工事などが行われるが､通学は､8月1日からでき
ます。(H25)
源橋の架替え事業は完了しました。（H26)

外側線、ドット線を設置します。(H30交安)

町会より、蓋掛けについて地元から了解が得られな
かったとの回答がありました。路肩に外側線（白線）
を引きます。(H30交安）

一時停止規制がある道路でなければ、「止まれ」文
字を設置することが出来ません。
薄くなった停止指導線を復旧します。（H30交安）

一時停止規制がある道路でなければ、「止まれ」文
字を設置することが出来ません。現状でお願いしま
す。（H30交安）

既に、徐行看板、「通学路」路面標示があります。現
状でお願いします。（H30交安）
停止位置で直接目視による安全確認できない自動
車の補助施設としてカーブミラーを設置しています。
運転位置からの角度は適切であることを確認しまし
た。子供の目線から見やすい角度に変更することは
できませんので、現状でご理解ください。(R1維持)

歩行者用止まれマークを復旧します。（H30交安）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

41
清水２丁目　清水小
学校西市道　「清水
学童クラブ」前

放課後清水学童に通う多くの児童が横断するが、
車の通りも多く、スピードを出して通り過ぎる車もあ
る。４月に児童が車と接触する事故あり。

横断歩道を設置してほしい。 警察 警察

42

清水西　国体道路
清水信号機から女
鳥羽川の清水橋に
抜ける一方通行路
（清水西公民館前の
通り）

イオンモールオープン以来交通量が増え、スピード
を出している車が多い。女鳥羽川沿いの道から来た
車との接触事故も多くなった。

スピードを抑えるよう、外側線・ドット
ライン・グリーンベルト設置をしてほ
しい。

市（交安）
市（交安）　　警
察

43
北小松　県ケ丘高
校第２運動場手前

道路脇の側溝の蓋が途切れ途切れで、子どもが落
ちる可能性がある。

網目の蓋をつけてほしい。 市（交安）

44

横田１丁目　清水中
学校北側川沿いの
遊歩道と市道との交
差点

川沿いの遊歩道と車が通る道路との交差点の、「止
まれ」の印が消えてしまって何も見えない。

「止まれ」の印を道路に塗り直してほ
しい。

市（交安） 市（交安）

45
惣社３丁目　湯川の
大橋北側の変則四
差路

カーブでもスピードを落とさずに通る車多く、歩行が
危険。ミラーがあるが子どもの目線では見えない。

スピードを落とすような標示と、カー
ブミラーの角度の変更をお願いした
い。

市（交安） 市（交安）

46

大手５丁目（餌差・
鍛冶町）　堺屋東側
のＴ字路

登下校時横断する際、朝は車の通りも多くスピード
も出ていてなかなか渡れない。脇に電柱があって車
からも歩行者からも見えにくいこともあって危険。

横断歩道の設置をお願いしたい。

警察

47

清水２丁目　清水小
学校南門前

朝、車の通行量が多く、中にはスピードを落とさずに
学校前の横断歩道を通り過ぎる車があり危険。

横断歩道の白線を塗り直して、目立
つようにしたり、通学路であることが
分かる看板を増やしていただきた
い。警察による取り締まりも強化して
ほしい（H30）

市（公安） 市（公安

48

元町1丁目8-25付近 ドンボスコ保育園～長野銀行の間で横断して通う児
童が多い。（Ｈ27、H28）横断歩道までの距離が遠
い。

中間に横断歩道を設置していただき
たい。（Ｈ27、H28）

警察

49

清水中学校北西側
の横断歩道

横断歩道が消えかかっている。（Ｈ27） 引き直して欲しい。（Ｈ27）

警察 警察

50

惣社３丁目　１７－１
付近

ガードレールに衝突する車が多く、危険 ガードレールを大きな物にとりかえて
いただきたい。

市（交安） 市（交安）

具体的な場所を示していただければ、対応を検討し
ますが、両側に待機場所がなければ設置できません
（Ｈ３０警察）

横断歩道停止線手前にカラー舗装を設置しました。
(交安 H30)横断歩道の補修を実施しました（警察H29
回答)

補修を実施します（Ｈ３０警察）

町会より、蓋掛けについて地元から了解が得られな
かったとの回答がありました。路肩に外側線（白線）
を引きます。(H30交安）

清水学童クラブ側に待ち場所がないと設置できない
のが現状です（Ｈ３０警察）

外側線、ドット線を設置します。(H30交安)

一時停止規制がある道路でなければ、「止まれ」文
字を設置することが出来ません。現状でお願いしま
す。（H30交安）

既に、徐行看板、「通学路」路面標示があります。現
状でお願いします。（H30交安）

両側に待ち場所がないため設置できません（Ｈ３０警
察）

既設ガードレールの中には、凹み、擦過痕のある物
はありますが機能に問題はないので、更に強度のあ
るガードレール等への交換ではなく現状でお願いし
ます。(R1公安)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

51

「県１丁目」交差点 曲がる車と歩行者が接触しそうになることがあり危
険

歩車分離式の信号機にしてほしい。

警察 警察

52

県２丁目　四谷東と
北小松の境にある
用水路

流れが速い用水路だが、開口部があり児童の転落
が心配

側溝に蓋を取り付けてほしい。

市（交安） 市（交安）

53

葭町の信号機 信号を見落として赤信号でも進入する車がある。 信号を目立つように標識を設置する
などしてほしい。

警察 警察

54

源橋から西へ向かう
道と鍛治町からの
一方通行の道との
交差点付近

消火栓のポールの下の側溝に児童が落ちる危険が
ある。

側溝に蓋をしてほしい。 市（交安） 市（交安）

55

源橋と清水橋の中
間の西へ向かう道
のカーブ

見通しが悪いのに、スピードを出したまま曲がる車
が多い。

カーブミラーを設置ほしい。 市（交安） 市（交安）

56

清水小前校庭西の
道路を南へ行った
突き当りＴ字路の横
断歩道（H30～）

カーブの近くにあるため、車から横断している子ども
を認識しにくい。

カーブ手前に「徐行」等の標識を設
置してほしい。

市（交安） 市（交安）

57

元町１－５－６　ドン
ボスコ保育園から東
へ向かうT字路（H30
～）

角に塀があるため見通しが悪く、カーブミラーも曲
がっていて危険

カーブミラーを直してほしい。 市（維持） 市（維持）

58

県１丁目交差点から
イオンモールへの道

道幅が狭いにも関わらず自動車、自転車が多く危
険

グリーンベルトを設置してほしい。 市（交安） 市（交安）

59
源橋東側横断歩道

見通しが悪く、北から南に向かう車が横断する歩行
者を認識しにくく危険

横断歩道の北側に、「歩行者注意」
等の看板を設置してほしい。

市（交安） 市（交安）

60

惣社３丁目　マン
ション「ピアチュー
レ」から大橋までの
湯川沿いの道路

車の通行が多いが、道幅が狭く歩道もなく危険（Ｈ３
０秋）

道幅を拡張して歩道を設置してほし
い。

市（交安） 市（交安）

ご要望の側溝のある道路が市道ではないので蓋掛
け等の対応が出来ません。(R1公安)

信号を目立たせるような標識はないので、灯器の
LED化を検討します（R1警察）
灯器のＬＥＤ化を実施しました。（Ｒ２警察）

当箇所の蓋掛けを、整備計画に加え順次整備しま
す(R1公安)

目視で対向車を確認することが出来るため、カーブ
ミラーは設置しません。(R1公安）

「速度落せ」の路面標示を設置します。(R1)

停止位置で直接目視による安全確認できない自動
車の補助施設としてカーブミラーを設置しています。
運転位置からの角度は適切であることを確認したた
め、現状でご理解願います。（R3維持）

グリーンベルトを設置しました。(R1公安)

横断者が多いことを知らせる看板を設置しました。
(R1公安)

歩道設置には、町会が主体となり地権者の同意を得
る必要があるので、地元町会にご相談ください。事
業化には時間が掛かるので、カーブ部分に減速を促
す破線を設置します。（R1公安）

歩車分離式は、歩行者が信号待ちできる待機ス
ペースが必要です。歩道がある場所は問題ありませ
んが、南西側に待機スペースが無いなど現状の道
路環境では変更できません。（R1警察）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

61
横田１丁目　清水中
学校北側湯川沿い
の歩行者専用道路

車が間違えて進入することがある。（Ｈ３０秋）
遊歩道入り口に車止めを設置してほ
しい。

市（交安） 市（交安）

62

デリシア～美ヶ原温
泉の通り

歩道がなく危険。（Ｈ26） 歩道の設置。（Ｈ26）

県（計調） 県（計調）

63

うがい青果前横断
歩道

芝生公園北側道路からうがい青果店へ渡る横断歩
道が、少しずれている。（Ｈ27）

拡張された場所なので、子どもの待
機場所を作ってくれたら安全になる
のではないか。（Ｈ27） 警察 警察

64
元町2丁目から東に
延びる道路

交通量が多く、スピードを出す車も多い。事故も多
発している様子

グリーンベルトを引いてほしい。交差
点には横断歩道がほしい。

警察
市（建設）

警察
市（建設）

65
ドンボスコ保育園か
ら清水１丁目信号に
至る道路

白線が消えかかっている 白線を引き直してほしい

市（建設） 市（建設）

66
恵光院から源橋に
向かう一方通行道
路

逆走車が度々ある
標識を見やすくする。道路に一方通
行の表示。

警察
市（建設）

警察
市（建設）

67
県1丁目あがた保育
園北付近の側溝

ふたがなく転落の恐れ ふたの設置

市（建設） 市（建設）

68
清水地区山田工務
店そば交差点

停止線を越えて止まる車が多く下校時は見えにくく
危険。

横断歩道の設置か路面標示

警察
市（建設）

警察
市（建設）

69
清水信号から清水
橋に至る一方通行
道路

スピードをだして来る車が多い。 グリーンベルトを引いてほしい。

市（建設） 市（建設）グリーンベルトを設置しました。（R3市建設）

全ての交差点に横断歩道を設置することはできませ
ん。要望場所をお示しください（R3警察）
グリーンベルトの設置について地元町会と協議してく
ださい。町会の了解が得られれば設置について検討
します。(R3市建設)

視認できるため現状でご理解ください。（R3市建設）

標識は適正に設置されています。路面標示の場合、
道路管理者による設置となります。（R3警察）
路面標示、注意看板等の注意喚起の方法を検討し
ます。（R3市建設）

地元では水路の管理の面から蓋掛けを望んでいな
いため設置しません。（R3市建設）

歩道が整備されており、いわゆる「つなぎ横断」とな
るため、現状の設置基準では横断歩道の設置はで
きません。（R3警察）
「止まれ」路面標示があります。現状でご理解くださ
い。（R3市建設）

小型特殊が通行可のため、地元町会と設置につい
て協議してください。町会の了解が得られれば着脱
ができる車止めを設置します。(R1公安)

松本建設事務所に伝達しました。（Ｈ26）
管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）

横断歩道の移設について検討します（Ｈ２７）→両側
に待機場所がないため、現在の道路環境では設置
不可です（R1警察）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

70

あがた保育園裏の
市道（北側丁字）
利用児童：80名
清水中と同じ要望

道が広くなったことで交通量が増えたしまった。児童
が多く横断する。

横断歩道の設置 警察 警察

1

あがたの森公園の
北側道路。蚕糸記
念公園グランドへの
入口付近。

学童クラブや児童館に行く児童が横断するが、横断
歩道がない。やや西寄りにある横断歩道を渡ると、
横断後の歩道が狭くて危険である。（Ｈ26）

横断歩道の設置をお願いしたい。（Ｈ
26）

道路（交安） 警察

2

源池小学校校庭西
側歩道（主要地方道
松本・塩尻線）

　筑摩橋方面からの自転車利用者がスピードを落と
さずに源池小学校前の交差点を横断している。嵩
上げしている源池小校庭の壁面の死角となって右
側の車両や人が見えにくい。
　歩道に「止まれ」と書かれているが、表示が小さく、
消えかかっていて確認できにくい。（Ｈ27）

１　現地にある「とまれ」の表示を書
き直す。
２　「徐行」の表示を書き加える。
３　交差点の手前に凹凸を設け、ス
ピードを緩めさせる。
（以上Ｈ27）

道路（県）
警察
学校

H27.10.14
合同点検実施箇所

道路（県）

3

あがたの森Ｔ字交差
点

交通量が多く、周辺の小中学校、高校への通学に
よる歩行者、自転車利用者がかなりの数いるが、歩
道が狭く十分な空間が確保されていない。

道路（県）
警察
学校

H27.10.14
合同点検実施箇所

別紙「合同点検実施結果」のとおり道路（交安）
警察
学校

4

あがたの森Ｔ字交差
点北の信号機のな
いＴ字交差点

車の交通量が多く、交差点に横断歩道はあるが、待
機場所がなく、登下校時の児童生徒が危険である。

H27.10.14
合同点検実施箇所

別紙「合同点検実施結果」のとおり道路（交安）
警察

5

源池小学校入り口
付近の交差点

信号機を2回渡らないと登下校できない。信号待ち
のスペースが狭い（Ｈ２７）

歩車分離式の信号機の設置（Ｈ２７） H27.10.14
合同点検実施箇所

交差点の改良あるいは、待機場所
の設置が必要（県）
北西、南西部分の待機場所が必
要。交差点がくい違い交差点になっ
ており、斜め横断の距離が長くなり
（北西から南東）歩行者の青信号が
長くなりますので、正十字路への改
良が必要です（警察）

道路（県）
警察
学校

6

県3丁目8-7付近の
変則的な交差点

変則的な十字路であり、垣根で見通しが悪い。自動
車もスピードを出して通行している。停止線が消え
かけている。（H28）

交差点があることをわかるようにして
ほしい。

道路（交安） 道路（交安）

待ち場所の整備を待ち、横断歩道を設置します。
（R3警察）

横断歩道の前後に「横断歩道注意」と記載された
ポールを設置します（Ｈ２７県）
歩道の自転車通行は本来できないので、止まれ文
字は自転車の歩道通行を認めるものになってしまう
ので、補修はしないでもらいたい。横断歩道の表示
は薄くなっているので、補修します（Ｈ２７警察）学校
では安全指導を行います（Ｈ２７）

秀峰学園前交差点からあがたの森公園交差点まで
の区間を街路事業にて道路拡幅を計画しています
ので、その中で歩道を整備します（Ｈ２７）
イオンモール建設の関係で交通量の変化が予想さ
れるので、状況調査をして現示の見直しをしていき
ます（Ｈ２７）

暫定的に交差点マークの設置を検討します（Ｈ２７）
横断歩道の表示が薄くなってきているので補修しま
す（Ｈ２７）

学校では登下校の際に交差点に立ち、児童への安
全指導を行います

Ｔ字マーク周辺にカラー舗装を実施します。
停止指導線を復旧します。(H28)

横断歩道が設置されました。（Ｈ26）

源池小学校
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危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

7

国道143号線、勤労
者福祉センター入口
交差点に通じる北
行一方通行の道路

駅前大通りの黄色信号に間に合わせるため、ス
ピードを出して走行する車が多い。（H28)

一時停止の標識をつけてほしい。
（花岡呉服店北の交差点）もしくは速
度を抑制する方策をとってほしい

道路（交安） 道路（交安）

8

あがたの森の南側
を通り西小松地積に
至る道路

道幅が狭い｡
下校時にグリーンベルトを通行すると､西小松の児
童は２回道路横断が必要である｡
そのため下校時は道路の両側歩行することになる。

交通安全課 合同点検実施箇所
H26. 2. 6

交通安全課

9

旧幸町保育園と市
営埋橋団地交差点

道路が勾配があり、クランクで曲がっているため車
から子供が見えにくい。(H28)

カーブミラーの設置（H28) 道路（交安）

道路（交安）

10

松本市埋橋2丁目１
１－１（サークルK前
の横断歩道）

歩道と車道の分かれ目がはっきりしないため、信号
を待つ児童が歩道からはみ出て並んでいる。
(H29.5.17)

歩道の端に色をつけてほしい。 道路（交安）

11

県道６３号線沿い源
池小学校前（川崎文
具店前）交差点

登校時２度横断するが、２度目の横断前（信号待
ち）の待機場所がなく、車道大勢の児童が溜まり、
大変危険な状況となっている。

西からの道は一方通行の割に広い
ため、児童の待機場所として、幅の
広いグリーンベルトを設けていただく
等の対策をお願いしたい。

道路（交安）

(交通安全課）
車両運転者の注意喚起のために､市道2559号線南
側路側帯のカラー舗装等を検討します｡
正門前の横断指導線を再設置します。

カーブミラーは設置しません。
外側線を設置します。(H28)

「速度落せ」の路面標示を検討します。(H28)

車道をこれ以上狭くすることが出来ないので、路側
帯を広くすることが出来ません。
路側帯内で待機するよう、指導をお願いします。
(H29)

歩行者用止まれマークを設置します。(Ｈ29)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

12

川崎屋前の交差点
（松本市埋橋県道63
号沿い「源池小前」
信号）

１　自転車と歩行者の接触事故が多い。自転車が
坂の上から勢いよく下ってくるため、歩行者及び車と
の接触事故が多数発生している。（H29.5.17)
２　登校時２度横断するが、２度目の横断前（信号
待ち）の待機場所がなく、車道大勢の児童が溜ま
り、大変危険な状況となっている。（H29～）
３　南側（筑摩橋方面）からの車が停止線を越えて
停止したり、信号無視をしたりして危険。（H30追加）

１　横断歩道前の歩道に安全ポール
の設置をしてほしい。（既に設置して
あるが、更に数を増やしてほしい）
２　横断歩道・歩車分離信号機
①やまびこ道路のファミリーマート前
の交差点から源池小学校前までの
途中で北側に横断できるように横断
帯（白線２本）を引く
②幅の広い待機場所（グリーンベル
ト）の設置（「車道をこれ以上狭くする
ことができない」との回答だが、東側
からの市道は随分広い一方通行の
ため、何とか設置できないか。）
③歩車分離式信号および南西から
北東へ斜めに渡る横断歩道の設置
３　停止線だけではわかりにくいた
め、交差点付近が通学ゾーンである
ことがはっきり分かるような路面のペ
イント、または東西の市道に施してあ
るような茶色のペイントをお願いした
い。
【R1要望】30年度回答に対して
①Ｈ３０市公安より「幅の広い待機場
所（グリーンベルト）の設置を検討し
ている。」との回答をいただいたの
で、ぜひその方向で早急に進めてい
ただきたい。
②やまびこ道路のファミリーマート前
の交差点から源池小学校前までの
途中で北側に横断できるように横断

1

清水中正門前の緑
の歩道帯

消えかかっているので塗り直ししてほしい（H28) 塗り直し（H28) 道路（交安） 道路（交安）

2

清水中北東湯川沿
い歩道と車道の交
差点東の横断歩道
予告標識

舗装し直したため、白線がほとんど消えてしまって
いる（H28)

塗り直し（H28) 道路（交安） 道路（交安）

3

やまびこ道路清水
交差点から東側に
入る路地

路側帯の白線が薄くなっている 白線を塗りなおしてほしい 白線を復旧します。(H29) 道路（交安）

4

清水１丁目交差点
横断歩道

消えかかっているので塗り直ししてほしい（H28) 塗り直し（H28)

清水中学校

補修を実施しました（H29)

＜29年度回答＞
車道をこれ以上狭くすることが出来ないので、路側
帯を広くすることが出来ません。
路側帯内で待機するよう、指導をお願いします。
(H29交安)
　路面のペイントについて県回答
（H30県維持回答）
①横断帯は公安委員会
②市道案件
③横断歩道は公安委員会
３　平成30年度に舗装補修を行い、停止線も塗り直
しています。
県道での停止線付近の茶色のペイントは設置が難
しい状況です。（Ｈ30市交安回答）
②グリーンベルトの設置について検討します。
２　歩車分離式信号機について　　　　　　　　　　交差
点形状が悪く、歩車分離式にできません。歩行者の
待ち場所もない状態です。

【R1回答】
（Ｒ１市交安回答）
ファミリーマート前交差点から源池小前交差点まで
の市道について
市道の北側にグリーンベルトを設置します。
横断帯（横断指導線）は設置しません。

緑の歩道帯は現状でご理解ください。外側線を復旧
します。(H28)

横断歩道の予告標示ではなく、減速を促す標示で
す。白線を復旧しました。(H28)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

5

和菓子「利休堂」前
交差点横断歩道

消えかかっているので塗り直ししてほしい（H28) 塗り直し（H28)

6

清水小学校校門西
側の横断歩道

横断歩道の白線がはげかかっている 白線を塗りなおしてほしい 補修を実施しました（H29) 警察

7

県町1丁目交差点南
側の道路

歩道がなく狭い路側帯を歩いている。 グリーンベルト設置をお願いしたい。 道路（交安）

8

美ヶ原線と旧山辺街
道の交差点東の
カーブの補導と車道
を分ける白線（惣社
交差点県道）

消えかかっている 塗り直しをしてほしい 道路（交安）

9

里山辺4193-12西小
松教員住宅前の交
差点

見通しが悪く、自動車から子供を確認しづらい。 横断歩道の設置(H28)

10

里山辺12084-1
縣ヶ丘高校南テニス
コート東の交差点

見通しが悪く、自動車から子供を確認しづらい。 横断歩道の設置（H28)

11

あがた保育園裏
（保育園西側の細い
路地から道向かい
の路地に入る部分）

小中学生が横断するが、道が広くなったため交通量
が少し増えた。（Ｈ２９）→小学校で要望あり

横断歩道を作ってほしい。

警察 警察

12

県1丁目交差点付近 近隣高校生の自転車、保育園への送迎の車等で,
通勤・通学時間帯は交通量が多く、歩道も狭く危
険。

歩道をしっかりと確保してもらえばあ
りがたい。注意して通行する。

市（建設） 市（建設）

横断実態を調べますので、詳細な場所を示してくだ
さい。対応検討します（Ｈ30警察）
→北側に歩行者の待ち場所が無いため設置できま
せん。（R１警察）
待ち場所の整備を待ち、横断歩道を設置します。（Ｒ
３警察）

今ある線に関しては現状ではそれほど薄くなってい
ませんが、順次補修を行います（H30県維持）

グリーンベルトを設置しました（Ｈ30交安）

待ち場所が両側にないため設置できません（Ｈ30警
察）

待ち場所が両側にないため設置できません（Ｈ３０警
察）

【　エリア　安原　城東　】

補修を実施しました（H29)

旭町小学校

車道をこれ以上狭くすることができないので、歩道
（路側帯）幅を広くすることができません、路側帯を
明確にするためグリーンベルトを設置してあります、
現状でご理解ください。(R3市建設)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

1

あさひ橋東側交差
点　川沿いの道路

道路が狭い上に、登校の際には見通しが悪く、更に
スピードを出した車やバイク、高校生、大学生の自
転車が頻繁に通行する。（Ｈ26～）
横断歩道手前の住宅の庭木が視界をふさいで危険
である。（H28）

１　安全パトロールのボランティアの
方にも声をかけて、特に注意してそ
の場所を見ていただく。
２　機会あるごとに、職員も街頭指導
している。
（以上Ｈ26）
4月の集団下校では、PTAの校外指
導部の方、民生委員の方、学校職員
が児童と一緒に下校した。また安全
パトロールのボランティアの方々にも
声をかけて、特に注意してみてもらう
ようにお願いしていく（H28）
庭木の剪定も許可が得られればした
いと考えている（H28)

学校
道路（交安）

学校
道路（交安）

2

あさひ橋西側交差
点

下校の際は見通しが悪く、更にスピードを出した車
やバイクが通行する。（Ｈ26）

１　安全パトロールのボランティアの
方にも声をかけて、特に注意してそ
の場所を見ていただく。
２　機会あるごとに、職員も街頭指導
している。
（以上Ｈ26）

道路（交安） 学校
道路（交安）

3

セブンイレブン松本
旭1丁目店駐車場道
路

143号線の道が狭い上に、児童の登校時には交通
量も多く、店に出入りする車の数が多く危険。(H28)

4月の集団下校では、PTAの校外指
導部の方、民生委員の方、学校職員
が児童と一緒に下校し、場所を確認
した。セブンイレブン前を通らずに違
う道を通るよう指導している（H28）

学校教育課 学校

4

附属幼稚園上五叉
路

道路が狭く、更に見通しも悪く、交通量も多い。(H28) ４月に行われた集団下校では、PTA
の校外指導部の方、民生委員の方、
学校職員が児童と一緒に下校し、実
際にその場で確かめた。また、安全
パトロールのボランティアの方にも声
をかけて、特に注意してその場所を
見ていただくようにする。

学校教育課 学校

5

国道143号｢美須々
児童遊園～信大西
門前」

道路が狭い箇所｡
小中学生の通学路である上に､高校生の通学路で
もある｡
通学する児童生徒や自転車通学の高校生、大学生
によって、車道にはみ出してしまう。
交通量も多く危険な場所。

歩道の拡幅整備 県 合同点検実施箇所
H25.9.18

実施協議を経て現在事業中で
す。

交通安全指導の実施、地域での見守り

「自転車止まれ」シール設置をしました（Ｈ26）地域で
の見守り、交通安全指導の実施（H29)

交差点マーク、カラー舗装設置しました。（Ｈ26）

(松本建設事務所）
地元町会や県議会議員からも歩道の拡張を求める
声が多く､拡張計画を進めてきた｡
用地交渉がまとまれば､すぐに歩道の拡張に入るこ
とができるが現時点においては良い返事がもらえて
いない。
計画では歩道を3ｍに拡張する予定である。

交通安全指導の実施
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

6

国道１４３号
旭町小学校より南

道路が狭く、自動車の通行量に対して歩道がないた
め､歩行者は危険｡
セブンイレブン駐車場に出入りする車にも注意が必
要。

①歩道を設置してほしい。
②道路右側を一列で歩行。

県

合同点検実施箇所
H26. 2.13

県

7

セブンイレブン元町店
裏側道路

道幅は、普通車のすれ違いがゆっくりできる程度あ
るが、児童の登校時は交通量も多く、一方通行では
ないため登校時、車をよける児童が危険な場面が
ある。
路面に自転車の止まれマークがありますが、薄れて
きています。歩行者に関する一時停止の意識を高
める表示や標識の新たな設置を望みます。(R1秋）
特に朝の交通量が多い。スピードを出している車も
多い。（R2追記）

4月の集団下校では、PTAの校外指
導部の方、民生委員の方、学校職員
が児童と一緒に下校し、登校時の歩
き方について確認した。民生委員の
方から「スクールゾーンにして通行時
間を制限したらよいのではないか」と
いう意見も聞かれた。
横断歩道手前に◇のマークがある
が、薄れてきている。さらに、前後に
色を付けるなど、ドライバーに注意を
呼びかける表示等をお願いしたい。
（R2追記）

学校 学校

8

岡の宮神社南
横断歩道

横断歩道の標識はあるが、白線が消えかかってい
て、はっきり見えないため、車がスピードを落とさず
通っていく。車の量も多くなっているため、大変危
険。（H28）

学校からも町会にお願いしている
が、塗り直してほしい。

9

横田神社付近道路 ・子ども達の下校時、人通りが少なく、街灯も無いた
め、冬季には、子ども達の下校時に暗い状態になっ
てしまう。

街灯を設置して欲しい。

10

学校正門前の交差
点（国道１４３号）

信号待ちのスペースが狭く、車と接触しそうになって
いる。信号の時間も短いため、横断中に車に接触し
そうになることがある。

１　待機場所の確保
２　信号の調整

警察
県(計調）

警察
県(計調）

11 学校東門 行き帰りに必ず横断する箇所
横断歩道があるが、だいぶかすれて
きているので、目立つように塗り直し
をしてほしい。

警察 警察

1

サンロード横の交差
点

細い脇道、信号の無い交差点　交通量が多い。（Ｈ
26、Ｈ27）

南北に車が来ていないか確認して横
断する。（Ｈ26、Ｈ27）

学校
県

学校

横断歩道の標示は補修済みです。
（R2警察）
付近の一時停止の停止線を補修します（R3警察）

学校では交通安全指導の実施をしています。
スクールゾーンは地域住民に大きな通行制限をかけ
るため、地域住民の総意が必要です。関係町会で同
意を得て要望書を警察に提出ください（Ｈ30警察）
横断歩道の予告標示は補修対象とします（R3警察）

２８年度に補修実施しました。（H29)

信号の調整については道路環境の改善をしなけれ
ば効果がないと思われますので、現時点では難しい
です（Ｈ３０警察）
待機場所の確保については地権者の用地協力が必
要なため、対象地権者の意向確認のうえ、接続道路
の管理者である松本市との調整も必要となります。
（R1県計調）

登下校安全指導の実施
人家が連立しており歩道設置の事業化は難しい状
況です（県）

市では街灯を設置していないため、地元町会へ要望
をお願いします（学校教育）

(松本建設事務所）
歩道の設置には時間がかかるため､現状での歩行
空間の確保と安全のために、側溝蓋の補修と交差
点のカラー舗装化を考えています｡
店舗への出入りについては生徒への注意喚起をお
願いしたい。

旭町中学校
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

2

美須々の交差点か
ら北に向かう道

交通量の多い交差点なのに、交差点の北側には歩
道がない。大学生や高校生の自転車交通量も多
い。歩道がないので自転車との接触の危険性が高
い。（Ｈ26、Ｈ27）

信号を確認し、落ち着いて渡る。（Ｈ
26、Ｈ27）歩道が確保できればありが
たい（H29)

学校
県（計調）

学校
県（計調）

3

吉原自動車と信大
のT字路

一方通行側から出てくる車と歩行者が、すぐ北側の
美須々ヶ丘高校に入る交差点で、もう一度対峙す
る。（Ｈ26、Ｈ27）

急がず、状況を確認して横断する。
（Ｈ26、Ｈ27）

学校 学校
道路(県）

4

沢村2丁目・3丁目交
差点

本道に対して脇道の信号「青」の時間が短いので、
急いで車が出てくる。接触事故があった。（Ｈ26、Ｈ
27）

安全を確認してから横断する。（Ｈ
26、Ｈ27）

学校 学校

5

検察庁・法務局前交
差点

本道に対して脇道の信号「青」の時間が短いので、
急いで車が出てくる。接触事故があった。（Ｈ26、Ｈ
27）

安全を確認してから横断する。（Ｈ
26、Ｈ27）

学校 学校

6

蟻ヶ崎児童館前の
交差点

こまくさ道路のカーブには歩行者用の横断歩道があ
るが、車はスピードを落とさず往来する。（Ｈ26、Ｈ
27）

手を挙げるなど、意思表示をはっき
りさせて、車が止まったことを確認し
てから横断するように指導している。
（Ｈ26、Ｈ27）

学校 学校

7

蟻ヶ崎の下り道 自転車がスピードを出しすぎてしまい事故が多い。
（Ｈ26、Ｈ27）

自転車使用時は、ヘルメット着用は
もちろんのこと、ブレーキを併用し安
全運転に心掛ける。（Ｈ26、Ｈ27）

学校 学校

8

国道143号を北上し
て旭町小学校まで

自動車の通行量に対して歩道がなく、歩行者は危
険。（Ｈ26、Ｈ27）

道路右側を一列で歩行。（Ｈ26、Ｈ
27）

学校 学校
道路(県）

9

ナビ個別塾の交差
点

横断歩道はあるが、右折・左折の車が多く危険。（Ｈ
26、Ｈ27）

慎重に通行する。他の横断歩道も検
討する。（Ｈ26、Ｈ27）

学校 学校

10

松本北澤ビルの国
道側のT字路

右折・左折ともに車が多く見通しも悪いので通行に
危険。（Ｈ26、Ｈ27）

道路右側を一列で慎重に歩行する。
（Ｈ26、Ｈ27）

学校 学校

11

元町橋の東西の交
差点

自転車と車，車と車の事故が、月に1度起きている。
（Ｈ26、Ｈ27）

見通しの良い時こそ、慎重に通行す
ること。（Ｈ26、Ｈ27）

学校 学校

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討していますが、人家連担している当該
箇所の早期の事業化は難しい状況です。（R1県計
調）

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

12

横田簡易郵便局付
近から横田神社，市
営球場方向に北上
する道路

道幅が狭く、カーブが多く、見通しが悪く、車のス
ピードが速い。（Ｈ26、Ｈ27）

横田地区は全域に道路が狭い。特
に車に注意が必要。（Ｈ26、Ｈ27）

学校 学校

13

横田 マスダ理容室
前の交差点

交通量は多いが信号機のない交差点で、スピードを
出す車が多く危険。（Ｈ26、Ｈ27）

左右の安全確認を行ってから横断す
る。（Ｈ26、Ｈ27）

学校 学校

14
女鳥羽川の堤防道
路

交通量が多い。 並列歩行をしないように指導する。 学校 学校

15

スポーツ橋西側の
市総体への入り口

南北の通りはスピードを出している車が多い。また、
東側から来て、橋を渡り左折する車が多く、横断に
注意が必要。

車両の様子をよく見て通行する。 登下校安全指導の実施 学校 学校

16

スポーツ橋西側県
文の入り口

最近 恒常的に暴走するバイクが多く、危険である。
（Ｈ26、Ｈ27）

他の道を選択する。（Ｈ26、Ｈ27） 学校 学校

17
信州大学と美須々ヶ
丘高校の間の道

学生？の車等がよく駐停車しており、先が見えづら
い。
又、街灯が少ないため夕方や夜間は危険である。

注意して通る。
駐停車禁止の標識や街灯を増やし
ていただきたい。

警察 警察

1

附属幼稚園上五叉
路

幼稚園、小学校、中学校の児童、生徒が毎日使う
が、道路が狭く、更に見通しも悪く、交通量も多い。

１　機会あるごとに、職員も街頭指導
している。
２　スクールゾーン指定できないか

警察 警察

2

小学校正門の通り

北側・附属幼稚園

の五差路

見通しが悪く、車が止まらないことと、自転車

が多いので危ない。車だけでなく、自転車も多

く事故が多い。

今以上の一方通行の分かりやすい

表示、スピード出しすぎ注意の表

示を設置してほしい。

市（建設） 市（建設）

3
中学校西側正門前

の横断歩道

横断歩道を見落とす自動車が多く、昨年、児童

との接触事故が起きた。

横断歩道のカラー塗装化などをし

て、児童が横断することを分かり

やすく示してほしい。

市（建設） 市（建設）

取締りの参考とします（R3警察）

路面標示、注意看板等の注意喚起の方法を検討し
ます。（R3市建設）

停止線手前のカラー舗装を行います。（R3市建設)

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

スクールゾーンは地域住民に大きな通行制限をかけ
るため、地域住民の総意が必要です。関係町会で同
意を得て要望書を警察に提出ください（Ｈ３０警察）
→スクールゾーンは歩行者用道路規制で、地域住
民も許可が無いと通れなくなるという影響が強い規
制であるため、地域住民と協議して合意が得られれ
ば関係町会長と連名の要望書を提出して下さい。
（R1警察）

登下校安全指導の実施

信大附属松本小中学校
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

4
萩町交差点の東西

に通る道

路線バスが何便も通り、交通量も多いが歩道や

ガードレールがなく危険。深志高校側から向か

うと、川を渡る歩道がとても狭く非常に危な

い。

「速度落とせ」という路面表示の

設置をお願いしたい。
市（建設） 市（建設）

5
桐保育園～附属幼

稚園までの五差路

道が狭いうえ、朝の時間に車の通行量が多く、

死角も多いので危険。

道が凸凹している箇所も多く、躓

きやすいので、道路整備や白線を

引いてほしい。

市（建設） 市（建設）

6
附属松本中学校校
門前
一方通行道路

道幅が狭い割に交通量が多く，特に高校生の自転
車が多く通行する。本校職員が現地に立ち，登下校
指導を行っている。
美須々ケ丘高校生徒の自転車だけでなく，通勤の
車が多数通る。出勤に間に合うように焦っているの
かスピードを出す車が多く危険。

自転車のスピードが早いと感じる時
もあるため，北部交番の方に時々
立っていただき，安全や注意を喚起
していただきたいです。
速度落とせ路面標示

警察
市（建設）

警察
市（建設）

1

伊深公民館南側、
国道254号線、アン
ダーパス付近

岡田町方面へ向かう車が一時停止しない。（Ｈ26）
国道から進入する車から、アンダーパス内が確認し
ずらく、歩行者が危険な状況にある。（Ｈ27）

１　消えかかっている「止まれ」を書き
直してほしい。（Ｈ26）
２　アンダーパスが確認できる場所
にミラーを設置してほしい。（Ｈ26、Ｈ
27）

道路（交安） 道路（交安）

2

伊深旧大久保商店
の角（T字路）

見通しが悪く、西側から来る車が一旦停止が甘いま
ま出てくる。

西側から出てくる車に、注意喚起を
促すような表示をお願いしたい。

道路（交安） 道路（交安）

3

県道284号線岡田町
村山酒店付近

北南に民家壁があり、車から歩行者の確認が難し
い。歩行者からも、車の進入が確認できない。（Ｈ
26、Ｈ27）

１　横断歩道を設置してほしい。（Ｈ
26）
２　歩行者用の止まれマークとして、
子どもにもわかりやすい「足型」、もし
くは「止まれイラスト」を書いてほし
い。（Ｈ26）
３車と歩行者双方から見やすい大き
なミラーを設置してほしい。（Ｈ27）

道路（交安）道
路（県維持）

道路（県）
道路（交安）
警察

「速度落せ」路面標示設置について検討します。（R3
市建設）

凹凸に関しては、補修方法を検討します。白線につ
いては建設課で回答します。（R3維持）

【　エリア　岡田、本郷　】

パトロールの参考とします（R3警察）
路面標示、注意看板等の注意喚起の方法を検討し
ます。（R3市建設）

岡田小学校

１　止まれ文字補修済み。（Ｈ26）
２　ミラー設置済みです。（Ｈ26、H27）

松本警察署に要望を伝達しました。（Ｈ26）
歩行者用「止まれ」シールを設置しました。（Ｈ26）　３
についてはすべて設置されている状況です（Ｈ３０）

沿線土地を借用できれば、「子ども飛び出し注意」の
看板を設置します。(H29)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

4

県道284号線岡田体
育館、大ケヤキ付近

・岡田町方面から右左折する車が、停止も徐行もし
ない。速度が速い（Ｈ26～）
・おおけやき側の横断歩道を渡る際、車の確認が難
しい。（Ｈ26～）
・特に朝の車往来多く、横断が危険な状態。（Ｈ26
～）
・北側から南へ侵入する車がある。自転車もスピー
ドが出ている。（Ｈ27）
・岡田町方面のみ一時停止の標識がないが、他方
面からはその状況が認識しずらい。
・児童が横断するときに岡田町からくる車に気付き
にくい（登校時）
・横断歩道が消えかかっている
・子どもたちの「危険個所」という認識は非常に高く、
安全確認はほぼできているが、車の優先がわかり
にくい。

１　一時停止が徹底するよう、取り締まり
を強化してほしい。（Ｈ26）
　岡田町方面のみ一時停止の看板がな
いが、他方面からはその状況がわから
ず優先がわかりにくい。他方面の一時
停止を徹底するよう、取締りを強化して
ほしい。（Ｈ27）誰が見てもわかる「優先」
標示をお願いしたい（H29)
２　「徐行」の標識を設置してほしい。道
路に「徐行」と書いてほしい。（Ｈ26～）
３　信号を設置してほしい。（Ｈ26～）
４　消えかかっている止まれマークを、
子どもにも分かりやすい「足がた」もしく
は「止まれイラスト」に書き直してほし
い。（Ｈ26）
５　子どもの安全な横断のために黄色い
旗などを備えてほしい。（Ｈ27～）
６　通学路の表示をしてほしい。また、通
学時間帯の通学時間帯の速度制限を
実施してほしい。（Ｈ27～）
７薄くなっている横断歩道を書き直して
ほしい（Ｈ２７～）

道路（交安） 合同点検実施箇所
H28.5.18

別紙「合同点検実施結果」のとおり道路（県）
道路（交安）
警察

5

岡田東区交差点東
側付近

・道幅が狭く、車がすれ違う際、グリーンゾーンに車
が入り込んでしまう。
・国道143号を岡田町から小学校方面へ左折する
際、自動販売機で死角ができ、接触事故が起きて
いる。（Ｈ26、Ｈ27）

１　グリーンゾーンでなく、歩道を設
置し、ガード等も設置してほしい。
２　南側の石垣（交差点南東角）を、
少し削ってほしい。
３　自動販売機を別の所に移動して
ほしい。見通しの悪さだけでなく、子
供は自動販売機に気を取られること
が多く、注意散漫になるのを防ぐた
め。
４　歩行者用スクランブル信号機を
設置してほしい。（1～4までＨ26）
５　道幅を広くしてほしい。または一
方通行としてほしい。（Ｈ27）

道路（交安）
学校教育
建設課

合同点検実施箇所
Ｈ26.2.6

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）
道路（建設）
その他（設置
者）
警察

１、２、３　松本警察署に要望を伝達しました。（Ｈ26）
４　歩行者用「止まれ」シールを設置しました。（Ｈ26）
５　横断旗は、学校又はＰＴＡから地元交通安全協会
に相談してください。（Ｈ27）
合同点検実施後にカーブミラーの設置を検討しまし
たが、設置に適する場所が確保できず、対応困難な
状況です。（県）

１　歩道設置には用地が必要であるので、町会と連
携して地権者の同意を得てください。
２　石垣は個人の物です。
３　自動販売機の移動は、所有者又は管理者に相
談してください。
４　スクランブル信号機設置要望を松本警察署に伝
達しました。
（以上Ｈ26）
５　道路拡幅を実施するためには、全線地権者の同
意が必要ですので調整をお願いします。（建設課）⇒
この要望を受け、再度地元町会へも調整をお願いし
ていきます（建設課）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

6

岡田東区交差点南
西側付近

歩道を分断するようにガードがあり、グリーンゾーン
を通りながら道路を歩行している。（Ｈ26、27）児童
は車道にはみ出す形でグリーンゾーンと歩道を通行
している。

１　ガードを取り払って、横断歩道まで歩
道を延長してほしい。
２　もしくは、ガードを全廃してほしい。
（以上Ｈ26、Ｈ27）（追加）
現状のガードでなく、ポールタイプ、また
は横タイプ（コの字型）の車止め（ただ
し、自転車はすり抜けられない幅）への
変更をお願いしたい。
（交差点南道路拡幅の際には、交差点
南西角の所有地を歩道として協力しても
よいと地権者から同意をいただいていま
す。現在はグリーンゾーン南部分を駐車
スペースとして使用しており、ガードの全
廃は困るとのことですが、車を駐車して
いない場合には所有地内を児童が歩行
することは黙認してくださるとのことで
す。）
（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

7

岡田東区交差点北
西側付近

車の交通量、右左折等も多く巻き込み事故の危険
がある。（Ｈ27）

グリーンゾーンではなく、歩道を設置
し、ガード等も設置してほしい。（Ｈ
27）

8

東区矢諸ハッピード
リンク自動販売機東
側道路付近

・停止線で止まらない車が多く、危険。
・消えていて全く確認できない標識がある。
・カーブで見通しが悪く、出会いがしらに危険な状況
になる。
・電柱に貼ってある安全を促す看板が消えていて、
確認できない。（以上Ｈ26、Ｈ27）
進入規制の時間帯があるにもかかわらず、まだ守ら
れていない。（R2追記）

１　消えかかっている「止まれ」を書き
直してほしい。
２　歩行者用の止まれマークとして、
子供にも分かりやすい「足型」、もしく
は「止まれイラスト」を書いてほしい。
３　確認できない標識を付け替えて
ほしい。
４　カーブ手前道路に、「徐行」と書い
てほしい。徐行の標識を設置してほ
しい。
５消えかかっている電柱の「安全を
促す看板」を書き直してほしい。
（以上Ｈ26～）
子ども用止まれ表示の箇所に横断
歩道を設置。
（Ｈ27～）
３　規制時間に取り締まりをお願いし
たい。（R2追記）

道路（交安）
警察

道路（交安）
警察

１　一時停止規制がないため「止まれ」文字は設置で
きません。（Ｈ26）
２　歩行者用「止まれ」シールを設置しました。（Ｈ26）
３　防火水槽の看板と思われます。（Ｈ26）
４　ドット線を設置し速度抑制を図りました。（Ｈ26）
５　不明（Ｈ26）⇒５　設置者不明。また、適当な看板
ではないので復旧しません。(H27)
交通取締りを強化します。（Ｒ３警察）

歩道設置には用地が必要であるので、町会と連携し
て地権者の同意を得てください。（Ｈ26,H27）
ポールタイプの車止めに変更します（Ｈ２７）

・　歩道設置には用地が必要ですので、町会と連携
して地権者の同意を得てください。
・　外側線を復旧し注意喚起します。（H27)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

9

東区矢諸ハッピード
リンク自動販売機付
近

・進入規制になっているが、進入する車がある。
（H27～）
・道幅が狭く、歩行者が危険。昨年は接触事故がお
きた。傘利用時は特に危険な状況にある。（Ｈ26～）
・止まれ表示が消えかかっている（H28)
・規制時間の取り締まりができていない。交差点が
複雑

１　7:00～9:00の規制時間の取り締まり
をさらに強化してほしい。（H27～）
２　「子供飛び出し注意」の看板を設置し
てほしい。（H26）

３　路面のグリーン塗装（雨天時や夕方
などは特に通行が危ないため、運転者
の認識向上もため）（H27)
４　水路に蓋を設置し、歩道を確保して
ほしい。
（Ｈ27）
止まれ表示塗り直し（H28)
１　追加
狭い道なのに、左右から来る車もスピー
ドを落とさないので、下校時間の規制も
検討してほしい。
規制時間の取り締まりを強化してほし
い。
一時停止を注意喚起できるような、横断
歩道やカラー舗装などを設置してほし
い。

道路（交安） 警察
道路(交安）

10

伊深公民館東側の
道を北へ200ｍ、稲
倉との分岐点付近

・用水路（幅約80ｃｍ）に蓋がなく、ガードレール等も
ないので危険。
・稲倉方面からの自転車や車の一時停止がなく危
険。（Ｈ27）

１　用水路への蓋設置、またはガー
ドレール設置をしてほしい。
２　一時停止の指導を徹底する。ま
たは「止まれ」表示をしてほしい。
（以上Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

11

松岡交差点から水
汲へ向かう道路

道路が狭く、通学時間帯にスピードを出してくる車が
多く危険。（Ｈ27～）

１　通学路の表示をしてほしい。
２　通学時間帯の速度制限を実施し
てほしい。
（以上Ｈ27）
３　道路を広くし、双方向から見える
ミラーを設置してほしい（H28)

道路（交安） 道路（交安）

12

松岡交差点東側、
学校までの一方通
行の交差点

ブロック塀が高く、車に気付きにくい。（Ｈ27） 路面のカラー塗装・「止まれ」の塗り
直しをしてほしい。
一方通行の道路：速度規制の取り締
まりを強化してほしい。
路面に30km/h厳守などの表示、「通
学路」表示をしてほしい。
（現状は交差点北側に表示あり）
北上する車にグリーンゾーンからの
飛び出しを注意喚起する掲示をして
ほしい。
（「飛び出し注意」掲示は交差点の東
西には設置済）

道路（交安） 道路（交安）

１　取締要望を松本警察署に伝達しました。（Ｈ26）
２　看板を設置します。（Ｈ26）
→看板設置に適当な場所がないため、外側線を復
旧し速度抑制を図りました。
３　グリーンベルトの設置を検討します。（H27)
４　民有地を通行する必要があるので不可です。
（H27)
「止まれ」標示を復旧します。⇒完了(H29)

１　ガードレールを設置します。
２　停止指導線を設置します。（H27)

１　「通学路」の路面標示を設置します。（H27)
３　既設カーブミラー等、現状でご理解ください。
(H28)

止まれ標示を復旧します（H28)→復旧しました（Ｈ３
０）　飛び出し注意看板は既に設置されているのでこ
れ以上は設置しません（Ｈ３０）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

13

〃松澤工務店を右
折した次の曲がり角
付近

一時停止、徐行しない車が多く、また見通しが悪く
危険。（Ｈ27）

「子供飛び出し注意」等の看板を設
置してほしい。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

14

松岡公民館から西
に向かい、ウォー
ターフィールドまで
の道

朝は特に車の交通量が多く、要注意。（Ｈ27） １　通学路の表示をしてほしい。
２　通学時間帯の速度制限を実施し
てほしい。
（以上Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

15

女鳥羽中前の道路
を南下したカーブ付
近

車両・自転車が減速しないことが多く、大変危険。片
側が垣根、反対側には、家が建築中でさらに見通し
が悪くなる状況である。（Ｈ27）

１　双方向からわかりやすい大きな
カーブミラーを設置してほしい。（Ｈ
27）交差点マーク等未設定。　　　２
徐行を促す標示をしてほしい（Ｈ30秋
追加）

道路（交安） 道路（交安）

16

神沢公民館前の緩
やかな下りカーブ付
近

スピードを出して下る車があり、歩道があり、歩道が
狭く危険。（Ｈ27～）

「子供飛び出し注意」等の看板を設
置してほしい。（Ｈ27）通学路標識の
設置（H29)

道路（交安） 道路（交安）

17

パンの木前の横断
歩道前

止まれ表示が消えかかっている（H28) 塗り直してほしい。（Ｈ28） 道路（交安） 道路（交安）

18

岡田保育園東側通
路カーブ付近

急カーブになっていて、車が曲がってくることがわか
らない。（H28)

車から歩行者が確認できるように、ミ
ラーを設置してほしい（H28)

道路（交安） 道路（交安）

19

東区公民館北西の
曲がり角

（1）（朝などスピードをゆるめない車が多い）道路に
徐行の>>>マークはあるがミラーはなく神社から車
が来た場合、右からの歩行者がお家の屏でみにく
い。

（2）公民館側から右折する車がある場合、電柱に歩
行者が隠れてしまい、死角になる場合がある

徐行の>>>のマークだけではなく丁
字路の部分だけ色を変えるなど注意
喚起してほしい

道路（交安） 道路（交安）

20

岡田神社入り口付
近の川

道路側はガード設置してあるが、歩道からは川に入
ることが出来、のぞき込んだりすると危険

横にもガード設置をお願いしたい。 道路（交安） 道路（交安）

看板を設置します（H27)
交差点マークを設置し、注意喚起します。（H27)

カーブミラーを設置します。（H27)
丁字マークを設置します。
沿線土地を借用できれば、「子ども飛び出し注意」の
看板を設置します。(H29回答)→丁字マーク設置しま
した（Ｈ30）「速度落せ」の路面標示を設置します。(交
安H30)

Ｔ字マーク周辺にカラー舗装を実施します。(H28)

１　「通学路」の路面標示を設置します。（H27)

「止まれ」標示を復旧します。(H28)

看板を設置します。（H27)　　　　　　　　　　　　　「速度
落せ」の路面標示を設置します。
減速を促す目的で、外側線内側に破線を設置しま
す。(H29)

市道ではないため設置できません。(H28)

既設カーブミラーでご理解ください。(H28)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

21

岡田東区交差点及
びその東側道路

交差点の東西で歩道が反対側に設置されており､横
断しにくい。
東西方向の車も多いが､道路幅が狭い。
H29再要望
・道幅が狭くカーブしている。
・朝、200余名の小中学校が登校。
・歩道が確保されていない。
・ボランティア２名が通学時間帯に交通整理をしてく
ださっている。
・過去（H25.12.9）下校中の中学生との接触事故。他
にも車両自損事故も発生。

①歩車分離式で､斜め横断ができる
横断歩道にしてほしい。
②東側道路の拡幅と､歩道の設置を
してほしい。
＜現状＞
・歩道設置と交差点の自販機の移設
について、町会と連携して地権者の
同意を得るよう２年前に指示があっ
たが、いまだ地権者の同意は得られ
ていない。
・（町会長からの申し入れに対し）建
設課より、大地震の際の物資運輸の
ため、整備の可能性ありとの返答が
あった。（その後、進展なし）
・町会長とも何度も連絡をとってい
る。町会でも議員もまじえ話し合いの
機会をもっているが、地権者の方の
同意を得るのは難しいとの返答が
あった。
・行政からも繰り返し働きかけをお願
いしたい。

警察､
交通安全課

合同点検実施箇所
H26. 2. 6

警察､
交通安全課

22

松岡公民館前交差
点

北側道路、南側道路の2か所共に止まれ表示が消
えかかっている（H28)

塗り直し（H28) 道路(交安) 道路（交安）

23

松岡信号機の東一
方通行交差点付近

１止まれ表示が消えかかっている（H28)
２交差点の標識の支柱がさびていて、倒壊の危険
がある（H28)

１塗り直し（H28)
２修復（H28)

1道路(交安)
2道路(維持)

道路(交安)
道路(維持）

24

岡田小学校正門へ
通じる一方通行

縁石が危ない。
(道幅が狭く、車の量が多く、スピードを上げて走る
車が多くあり、縁石を乗り越えてしまう危険性があ
る。また、暗くなると縁石は見えにくく、雪がふれば
どこにあるのかわからなくなる。縁石の上を歩いてし
まう子どもも多く、かえって危険である。）
逆走する車が多い。道幅が狭く危険。

１　縁石を撤去し、ポール等の設置
を希望。
２　逆走を防止する何らかの表示を
希望する。
３　速度制限の路面標示など工夫が
ほしい。
４　児童センターの通りから一方通
行へ出る所と、もう一つ南側の道の
「止まれ」の路面標示が消えている
ので書き直してほしい。（Ｈ３０秋追
加

道路（交安） 道路（交安）

25

岡田小学校北西角
交差点から北方向・
東方向

歩道の白線がほとんど消えかかっている。 白線を塗り直してほしい。 白線を復旧します。(H29) 道路（交安） 道路（交安）

(松本警察署)①
待機場所等のことがあるので道路拡幅完了後､歩車
分離等を検討したい。
(交通安全課)②
市道1678号線拡幅及び歩道設置については､用地
等の地元のご協力が必要ですので､町会と連携して
調整を図られたい。

１「止まれ」標示を復旧します。（Ｈ28）

縁石については、地元町会の意向を確認の結果、
現状でお願いします。
沿線土地を借用できれば、一方通行を知らせる看板
を設置します。(交安 H29)　　　　　　　　　　　　　　→
看板を設置しました（Ｈ30）　　　　　　　　　　　　４　一
時停止の規制が無い交差点なので、「止まれ」文字
は復旧できません。（交安H30)

一時停止規制がないため、「止まれ」標示は復旧で
きません。
停止指導線、交差点マークを設置します。（H28）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

26

岡田小北西角交差
点

車の交通量・右左折が多く危険。
東区交差点からの直進者の出すスピードが速い。
多くの児童がこの交差点を利用するため大変危険。

停止線、手前や「止まれ」の部分を
赤くペイントして注意を促してほし
い。

道路（交安） 道路（交安）

27

岡田東区公民館の
石碑前

緑色の歩道ゾーンが大変狭くなっており、西側からく
る車が右に緩やかにカーブすることもあり、歩行児
童がとても危険。

一部公民館の敷地に入って通行して
良いのか、良いなら児童に徹底でき
れば望ましい。

学校教育課

28

松岡信号から少し
水汲方面にあるT字
路（ポートアリス前）

車から子どもが出てくる様子が見えにくい。ミラーが
設置されているが、車がスピードを上げる地点なの
で、危険。

１　南から東西への道路に出る手前
にある「止まれ」および停止線の塗り
直しをしてほしい。
２　「飛び出し注意」の標識がほし
い。

道路（交安） 道路（交安）

29

神沢池から神沢公
民館までの道

歩道が狭く、緩やかなカーブで見通しが悪い。ス
ピードも出やすいので危険。

通学路標識を設置してほしい。

30

東区公民館から道
祖神方面に向かう
最初のT字路

北側から来る車が一時停止をしないで、左折するこ
とがあり、危険。

路面にT字路の表示はあるが、「止ま
れ」の表示か標識にしてほしい。

市（交安） 市（交安）

31

松岡公民館周辺 通学路などの表示が少ないので、スピードを出す車
が多い。

通学路の表示を増やしてほしい。 市（交安） 市（交安）

32

神沢池からハッピー
ドリンクまでの道

スピードが出やすいので危険。 通学路の表示（標識)を増やしてほし
い。

市（交安） 市（交安）

33

松岡信号東側　一
方通行の交差点

東側の角に家が建ち、南と東方向からの見通しが
悪くなったにもかかわらず、南方向から学校方面へ
行く車が、スピードを落とさずそのまま走行している
ので大変危険。（Ｈ３０秋）

南側の交差点前に、道に大きく「徐
行」や「減速」等の路面表示を塗って
ほしい。

市（交安）
警察

市（交安）
警察

横断歩道停止線手前、「止まれ」路面標示周辺にカ
ラー舗装を設置しました（H30市公安)

公民館は町会の管理なので町会に相談してみてくだ
さい（H29)

１　停止指導線を復旧しました
２　道が狭いので看板を設置する場所がありませ
ん、現状でお願いします。(H30交安)
　（止まれ路面標示は一時停止規制がある場所でな
ければ設置できません。）

標識の代わりに「速度落せ」の路面標示を設置しま
した。
減速を促す目的で、外側線内側に破線を設置しまし
た。(H30交安)

「止まれ」の標示、標識については、一時停止の規
制箇所ではないので設置できません。
丁字路北側道路の停止指導線を復旧します。（R1公
安）

「速度落せ」の路面標示を設置します。（R1公安）

「速度落せ」の路面標示を設置します。
外側線を引き直します。（R1公安）

「速度落せ」の路面標示を設置します。（R1公安）
どの方向から歩行者が来ても押せるよう横断歩道を
挟むように設置しています。（R1警察）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

34
岡田小西側の一方
通行道路

一方通行を逆走してくる車があり、危険を感じる。 一方通行である表示を増やしてほし
い。または、目立つ表示にしてほし
い。

市（建設） 市（建設）

35
神沢公民館前の道
路

カーブが連続しており、また下り坂をスピードを出し
て走る車が多い。

「歩行者注意」「横断者注意」等の看
板や道路標識を設置してほしい。

市（建設） 市（建設）

36

神沢方面から「パン
の木」方面へ下ると
ころ
（道祖神のあたり）

この1年で新築の住宅やアパートが増え、見通しが
悪く上、交通量が増加していて危険を感じる。

「とまれ」や「歩行者注意」の道路標
識を設置してほしい。

市（建設） 市（建設）

37

東区信号東側
グリーンゾーンの歩
道

道幅が狭く、対向車が来ると車が歩道に乗り上げる
事があるので大変危険（Ｈ３０秋）
H30から状況があまり変わっていない。（R2追記）

マンション駐車場にも隣接していて、
駐車場側から突然車が出てくること
もあり、柵などを取り付けてほしい。
道幅がもう少し広がると良い（R2追
記）

市（建設） 市（建設）

38

143号西岡田バス停
前の横断歩道

横断歩道を渡って側道を歩いて帰る・登校する児童
がいるが、車の通りが多くスピードが出ている為危
険。（Ｈ３０秋）

通学路の表示や側道にガードレール
や縁石などの対応をして欲しい。

県（維持） 県（維持）

1

三才山地区
小日向バス停国道
に渡るところ
国道254号

トラックが多く、スピードを出している。（Ｈ27、H28） 必ず立ち止まり、車が来ないか確認
する。（Ｈ27）　　　　　　　　　　　　通学
路または徐行標識の設置（H30)

県（維持） 県（維持）

2

三才山地区
本村周辺
本村バス停～小日
向バス停

道が狭い。スピードを出してくる車がある。（Ｈ27） 狭い道路では絶対に遊ばない。（Ｈ
27）　通学路または徐行看板の設置
（H30)

学校 学校

3

三才山地区
淀の入橋より三才
山トンネル寄りのＴ
字路

トラックが多く、スピードを出している。（Ｈ27） 必ず立ち止まり、車が来ないか確認
する。（Ｈ27）

学校 学校

4

三才山地区
淀の入橋より小寺
尾・一の瀬方面

道が狭い。スピードを出してくる車がある。（Ｈ27、
H28）

狭い道路では絶対に遊ばない。（Ｈ
27）家庭でも再確認（H28)

学校 学校

5

三才山地区
番場口バス停付近

見通しが悪い。用水路がある。（H28) 家庭内でも再確認（H28) 学校 学校

路面標示、注意看板等の注意喚起の方法を検討し
ます。（R3市建設）

路面標示、注意看板等の注意喚起の方法を検討し
ます。（R3市建設）

路面標示、注意看板等の注意喚起の方法を検討し
ます。（R3市建設）

沿線地権者の同意が得られれば、交差点部分の拡
幅について検討します。（R3市建設）

通学路の標示は市対応　側道が市道ならば市対応
区画線による減速表示等について、検討します。
（R2維持）
減速対策としてドットライン・減速マークを設置済み
（R3維持）

登下校安全指導の実施

本郷小学校

登下校安全指導の実施

区画線による減速表示等について、検討します。
（R2県維持）
減速対策としてドットライン・減速マークを設置済み
（R3県維持）

登下校安全指導の実施
（H30県維持）通学路看板の設置を検討します。

登下校安全指導の実施
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

6

御射神社 髙くて危険（H28) 近づかないよう指導 学校 学校

7

三才山公民館前交
差点

垣根があり見通しが悪い（H28) 家庭内でも再確認（H28) 学校 学校

8

美容院近くの石垣 崩れそうで危険（H28) 近づかないよう指導（H28) 学校 学校

9

小寺尾から一の瀬
への道

道幅が狭く、車のすれ違い時など危険（H28） 家庭内でも再確認（H28) 学校 学校

10

小寺尾口へ下りて
いくまでの坂道

急な坂道で自転車などスピードが出すぎて危険
（H28）

必ずヘルメットを着用するなど指導
（H28)

学校 学校

11

稲倉地区内の川 雨の日や雨の翌日は川の水量が増していて危険。
（Ｈ26）

川に防護柵やふたの設置。（Ｈ26） 道路（交安） 道路（交安）

12

稲倉地区
伊深バス停

大型車の多い国道を渡ってバス停まで行かなけれ
ばならず危険。トラックの風圧がすごい（Ｈ27、H28）

朝も帰りも保護者が付き添っている。
できるだけ車道より遠いほうを歩く
（Ｈ27、H28）
通学路または徐行看板の設置（H30)

学校
警察
県（維持）

学校
警察
県（維持）

13

稲倉地区
組合下バス停

大型車の多い国道を渡ってバス停まで行かなけれ
ばならず危険。（Ｈ27）

横断時は必ず旗を使って横断させる。
必ず立ち止まって左右確認。(家庭でも
指導)
車がちゃんと止まってくれてから渡る。
(家庭でも指導)
信号機の設置を希望。（車の追突事故
も多発している）
バスの後ろに何か貼る等、気づいてもら
える工夫ができないか。(H27,H28)　　通
学路看板の設置（H30)

学校
警察
県（維持）

学校
警察
県（維持）

14

稲倉地区
伊深バス停付近

・朝は国道横断あり。交通量がとても
　多い。
・国道脇の歩道を歩きますが、トラック
　など大きい車が通る時の風圧がすご
　い。

・必ず立ち止まって、左右を確認す
る。　（家庭でも指導してもらう）
・できるだけ車道より遠い方を歩く。
　（家庭でも指導してもらう）
通学路または徐行の看板の設置

県（維持）

防護柵を設置します。（Ｈ26）

登下校安全指導の実施
通学路看板の設置を検討します（H30県維持）
交通取締りを強化します。（R3警察）
路面標示をR4に施工予定（R3県維持）

登下校安全指導の実施
（H30県維持）通学路看板の設置を検討します。
交通取締りを強化します。（Ｒ３警察）

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

安全指導の実施（学校）

（H30県維持）通学路看板の設置を検討します。
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

15

洞バス停から北洞、
南洞までの道路

細い道をスピードを出して通る車が多い。（Ｈ26） 通学路の看板の設置。（Ｈ26） 道路（交安） 道路（交安）

16

洞地区
女鳥羽川（下流も含
む）

増水するとかなり水量が多い。簡単に川に降りらえ
る。（Ｈ27）

１　増水した川への禁止看板の設
置。
２　子どもだけで行かない。
３　物を落としても取りに行かない。
４　声を掛け合う。
（以上Ｈ27）

２～４学校 学校

17

洞地区
洞バス停、山城バス
停

スクールバス下車後、道路の横断が必要。　時間帯
によって交通量が多いため。

安全確認の徹底
通学路または徐行看板の設置

県(維持）

18

洞地区
南洞池付近
用水路

水路が深い。ガードレールが無い箇所がある。
冬は凍り、川よりも簡単に降りられる。（Ｈ27）

近寄らない。遊ばない。
氷の上に乗らない。雨水が多いとき
には近寄らない。
（以上Ｈ27）

学校 学校

19

洞地区
洞公民館から下
に行くカーブ

・見通し悪く、ゴルフ場へ行く車も通るため、スピード
を出している。
・建物があるため死角になる。

・カーブミラーの設置希望。 市（交安） 道路（交安）

20

旧オレンジハット付
近

・岡田方面からの道で一旦停止せずスピードを出し
て曲がる車が多い。
・バスの終点でもあり大型車が多い。

・左右の確認を徹底する。
・一旦停止の喚起をする。（一時停止
の強調）⇒警察

学校 警察　　　　　学
校

21

洞信号機付近 ・松本トンネル側からのカーブが深く、信号が赤でも
スピードを出してくる車が多い。赤信号の時は測道
をショートカットする車もいる。

・車道から距離をおいて待機する。
・歩車分離の信号機の設置。⇒警察
対応

学校
警察

学校
警察

22

洞橋西側交差点付
近（洞地区）

・道が狭く民家の塀等で見通しが悪い。急な坂道や
カーブもある。
・ガードレールの下側が空いているため、川への転
落の恐れがある。

・女鳥羽川とは反対側を歩くようにす
る。
・前後左右の安全確認の徹底。

23

洞公民館付近（洞地
区）

・お墓方面から急な坂道や洞橋方面からの見通し
が悪いカーブ、北洞や南洞への交差点でスピードを
出す車が多い。

・山の陰で暗いので日の短い時期
は、早めに外灯の点灯をお願いした
い。
・降雪時に、坂道の除雪協力をお願
いしたい。１　冬季間の外灯の早期
点灯　　２　除雪協力

市（維持） 市（維持）

学校での安全指導の実施

交通安全指導の実施
今後、横断者の横断実態を見て検討します。（Ｒ３警
察）

「通学路」の路面標示をしました。（Ｈ26）

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

安全指導の実施（学校）
緩いカーブで見通せるので、カーブミラーは設置しま
せん。
減速を促す目的で、外側線内側に破線を設置しま
す。(交安 H29）

通学路看板の設置が効果的か所内で検討します。
（Ｒ１県維持）

安全指導（学校）

2　洞橋方面から公民館前の市道は、除雪の２次路
線に指定しています。
　霊園前の市道は、除雪の１、２次路線に指定する
ことはできません。町会で３次路線の付替えの検討
をお願いします。(H30維持）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

24

原地区
原橋西側交差点

歩車分離式だが誤って発進する車がある。（Ｈ27） 信号が青になってもすぐに飛び出さ
ず左右を確認する。（Ｈ27）

学校 学校

25

原地区、浅間5地区
原橋東元喫茶店前

１　２回横断するとき西側から来る車が一時停止で
無い。（Ｈ27）
２　交通量が多く、スピードを落とさない車が多い。
一時停止標識があるがきちんと止まらない車もあ
る。（Ｈ27）

１　２回横断するとき西側から来る車
が一時停止で無い。（Ｈ27）
２　道路を渡る時は立ち止まり、左右
を確認して手を挙げて渡る。（Ｈ27）

２　学校 学校

26

原地区
富成豆腐店交差
点、周辺

見通しが悪い上、車もスピードを落とさない。北側か
ら南側へ渡るとき歩道がないので危ない。（Ｈ27）店
の駐車場が狭く、後退する車に注意（H28）

信号が無いところでも必ず左右確
認。（Ｈ27）車の出入りが終わるまで
待つように指導（H28)

学校 学校

27

原地区
長寿橋交差点

信号機がない。スピードを出す車が多い。（Ｈ27） 信号機が無いところは必ず左右確
認。（Ｈ27）

学校 学校

28

原地区
原橋から穴田観音
堂までの通り

街灯が少なく、河川敷に土木資材置き場があって建
物や車など死角が多い。以前にも変質者が出た。
（H28)

街灯の設置（H28)　　車に近寄らな
い、防犯ブザーをもつなど指導（H28)

29

原地区
原橋交差点

大型トラックが信号機が赤でも突っ込んでくることが
ある。（H28)

信号が青でも注意して渡るように指
導（H28）

30

原地区
ラポールから墓地ま
で

道が狭い。すれ違い時に注意（H28) 車が通過するまで待機（H28)

31

原地区
原橋（東側）横断
歩道の交差点

横断待ちしているにもかかわらず、止まってくれず
通過する車がいる。

・横断したい事を黄色のハンカチを
挙げアピールする。･左右の確認も
する。・舗装がキラキラするようなも
のにしてほしい。

道路（交安） 道路（交安）安全指導の実施（学校）
交差点西側の横断歩道停止線手前にカラー舗装を
設置します。(交安 H29)

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

32

原地区
本郷幼稚園付近～
本郷小学校

五差路になっていて、原橋からくる車は一時停止標
識もなく、スピードを落とさずに進入してくるため危
険。小学校までの道は、車一台分くらいの広さしか
ないため、車がすれ違いの際に歩道にのりあげる
場合がある。（H28)

スクールゾーン標識の設置（H28)左
右の確認をしっかりするよう指導
（H28)　　　五差路の交差点全体の
路面の色を変えて強調してほしい
（H2８）五差路から学校までの歩道
の確保のため車道との境目に等間
隔でポールを設置してほしい（H28)

学校
道路（交安）

33

水汲地区
肉のたか庄～水汲
橋

歩道がない。道路幅が狭い。（Ｈ27） 一列になって歩く。（Ｈ27） 学校 学校

34

水汲地区
水汲橋交差点

信号が変わるまで待つ場所がない。（Ｈ27）
・車の通りが激しく事故が多い。(H29)
・信号を見落としいてあわてて止まる車
　がいる。(H29)

車に注意して素早く渡る（H27）
・信号が青になってもすぐに渡らずに
左右を確認する。
・黄色ハンカチを挙げる。
・通学路または徐行の看板の設置

学校 学校

35

水汲地区
公民館から大通りに
出たところ

公民館からの車が見えにくい。（Ｈ27） 必ず立ち止まって確認する。（Ｈ27） 学校 学校

36

水汲
総合体育館沿いの
道

歩道はあるが、車が停まっていたり、各家の塀が高
いため、車が出てくることが分かりづらい。（Ｈ27）

歩道でも気をつけて通る。（Ｈ27） 学校 学校

37

水汲橋西側交差点 学校から帰宅する方向だと信号待ちのスペースが
狭く、トラックなどもスピードを出しているにで危険
（H28)

大人数の時は一列で待つなど指導
（H28）

38

水汲橋からたか庄
肉店への道路

道幅が狭く、歩道の確保ができていない。特に冬場
はわだちにタイヤを取られたり、凍結してすべりやす
く危険。

降雪時、雪かきによる歩道確保を協
力依頼？

39

玉の湯裏の細い道 道が細いが、家やデイサービスなどがあり、車の出
入りが激しい。

右側通行を守り、広がって歩いたり
両サイドを歩いたりしないよう、交通
ルールの再確認。

40

浅間1・2・3地区
学校東側～アルペ
ン浅間荘まで

急カーブに加え歩道が無く道幅が狭い。見通しが悪
く危険。（Ｈ27）

道に広がって歩かない。車が来たら
橋へよける。（Ｈ27）一時停止、通学
路の標識の設置希望（H29)

学校 学校

41

浅間1・2・3地区
アルペン浅間荘のＴ
字路

道がカーブしていて道幅も狭い。ミラーがあるが見
づらい。カーブ沿いに車が駐車しているため歩行者
が見えにくい。（Ｈ27）

駐車していても道の真ん中も歩かな
い。カーブを曲がるとき、渡るときは
よく確認する。（Ｈ27）上と同様の標
識希望（H29)

学校 学校

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
１）「通学路」の路面表示があります。現状でご理解く
ださい。
２）「止まれ」路面標示を復旧します。(H28)
３）交差点内に交差点マークを設置します。(H28)
４）歩道については現状でご理解ください。外側線を
復旧します(H28)

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
通学路看板の設置を検討します（H30)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

42

浅間1・2・3地区
成田山護摩堂横断
場所

車通りが多い下り坂で、スピードが出やすい。子ど
もが待っていても見えにくく、車も止まってくれない。
（Ｈ27）

横断用の旗と歩行者横断用の道路
標識を設置する。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

43

浅間１・２・３地区
茶臼山から八十二
銀行へ行く道

交通量が多く、スピードを出してくる。車が多い。（Ｈ
27）

一時停止をしない車もいる為、必ず
一時停止をして左右確認する。（Ｈ
27）

学校 学校

44

浅間１・２・３地区
地本屋からおもと坂
道

見通しが悪く、急坂のため、車もスピードが速くなる
（H28)

この坂は特に自転車の走行を注意
する。かなりスピードが出て、いざと
いうときにブレーキがきかなくなる恐
れがある。

45

浅間１・２・３地区全
体

坂が多いので、歩行、自転車の運転も気を付けるよ
う指導している。観光客も多いので、声をかけられ
てもついていかないよう指導している。（H28）

46

浅間１，２，３地区
（校区地図参考）

歩道に穴。雨水取り込み口にふたがない。直径１０ｃ
ｍ程の穴。昨年度幼児が片足をけがしている。

ふたをするなど早急の対処が望まし
い。 道路（維持）

47

浅間４・７地区
ローソン信号のない
横断歩道

見通しは良いが、曲がる車が多い。ローソンからの
出入りがある。

立ち止まって必ず確認する（H28） 学校 学校

48

浅間５地区
本郷幼稚園の坂

・クリーンゾーンはあるが、幼稚園の送迎時な
ど交通量が増える。

・グリーンゾーンの中を歩くように
家庭で再確認する。
　通学路または徐行の看板の設
置

49

浅間５地区
校庭西側道路

歩道もあるが、車道側のふちを歩いたり、フラフラし
ていて危険。（Ｈ27）

歩道の中央を歩くよう声をかけてい
く。並列で歩かない。（Ｈ27）

学校 学校

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

安全指導の実施（学校）

登下校安全指導の実施

円形の雨水取り込み口に蓋等を設置済みです。
（H29)

・　横断旗は、学校又はＰＴＡから地元交通安全協会
に相談してください。
・　交差点マークの周囲をカラー舗装し注意喚起しま
す。（H27)

登下校安全指導の実施
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

50

浅間５地区
肉のたか庄付近

グリーンベルト設置している。さらに一時停止の場
所であるが、子どもを目視しても止まらない車が多
い。（Ｈ27、H28）・交通量が多く、見通いが悪く、バス
道路に出るまでに一時停止をせずに緑色の道路ま
で一気に走らせてくる車があり、危険を感じる。

左右の安全確認と手を挙げて存在を
アピールしていく。（Ｈ27、H28）取り
締まりもしてほしい・集団で帰る時や
登校する時は、1番前の班長が必ず
立ち止まって確認し全員が渡り終え
るようにする。（H29）
・特に低学年は、家庭でも再確認す
る。　通学路または徐行の看板の設
置をしてほしい（H29）

学校 学校

51

浅間６地区
下浅間交差点

登校時、青信号で進もうとすると後方からの右折車
がスピードを出して曲がってくる。（運転者には直前
まで歩行者が見えない。）（Ｈ27）

青でも後方から来る車を確認して渡
る。（Ｈ27）

学校 学校

52

みなとの湯周辺の
カーブ　浅間7区

道が細くカーブしている。かなりのスピードで車が
走ってくるが、子どもたちに危険意識が少ない。横
断歩道でないところを渡っている。・車はほとんど通
らないが、見通しが悪い。
・小路から小路へぬけるのだが、その際見通しがと
ても悪い。
・通学路または徐行の看板の設置をしてほしい

信号を守り、横断歩道以外のところ
で道を渡らないように指導する。

学校 学校

53

浅間7地区
港の湯～上田ふと
ん店

・車はほとんど通らないが、見通しが
　悪い。
・小路から小路へぬけるのだが、その
　際見通しがとても悪い。

・安全確認の徹底。
・通学路または徐行の看板の設置

市（公安） 市(公安）

54

浅間８地区
セブンイレブン交差
点

歩車分離式だが斜め横断ができない。誤って発進
する車が多い。（Ｈ27、H28）

斜め横断できる横断歩道を設置す
る。
信号が青になってもすぐに飛び出さ
ず左右を確認する。（Ｈ27）

学校 学校

55

浅間８地区
市営住宅ＣＤ横を流
れる湯川

川幅深さもあり、落ちたらあがりづらい。滑りやす
い。大雨の後は特に危険。（Ｈ27、H28）

湯川では遊ばない。（Ｈ27） 学校 学校

56

浅間８地区
マイショップ前歩道

歩道に車が駐車していることがあり、その場合車道
を歩かなければならない。（Ｈ27,H28）

車道に出る時は前後の車や自転車
に気をつけ、早めに歩道に戻る。（Ｈ
27）

学校
道路（交安）

学校
道路（交安）

57

野球場西交差点 ・歩車分離式の信号だと気付かず歩行者の信号が
青なのに発信してくる車や発進しようとする車がい
る。

通学路または徐行標識の設置 学校
市（公安）

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
外側線が薄くなっているので補修します。（H27)

安全指導（学校）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信号
機に歩車分離式の看板と電光掲示板が設置してあ
るので看板は設置しません。現状でお願いします。
(H30交安)
（徐行看板は徐行規制がある場所でなければ設置
できません。）

安全指導の実施（学校）　　　　　　　　　　　　　　　車
両交通が、ほとんどないので看板は設置しません。
交差点に歩行者用止まれマークを設置しました、生
徒に安全確認を指導してください。(Ｈ30交安)

登下校安全指導の実施
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

58

浅間文化センター前
信号より北側から丁
字路突き当りまで

・原方面から来る車のスピードが速く危険。
・車のすれ違いも多い。

・前後から車に注して１列で歩く。Ｔ字
路では、必ず一旦停止して安全確認
をする。
・徐行の看板の設置。

59

大村地区
ますだ理美容室前

見通しが悪く横断歩道の位置が良くない。（Ｈ27、
H28）

理美容室側（北側）にも横断歩道を
設置する。（Ｈ27、H28）注意して渡る
（H27～）

学校 学校
警察

60

大村地区
中田商店前

道がカーブし見通しが悪いため、車も横断者に気づ
きにくい。スピードを落とさない。（Ｈ27、H28）

商店のもう少し北側の見通しの良い
ところに横断歩道を設置する。通学
路標識の設置。（Ｈ27、H28）

警察
道路（交安）

警察
道路(交安）

61

大村地区
山田壮前

ちょうど電柱が立っていて、走っている車から横断
者が見えにくい。朝は特にスピードを出す車が多く
て危険。（H28)

電柱の陰に立たないように指導
（H28)

学校

学校

62

大村街道（本郷小学
校西側の市道）

山田荘とますだ理容店の南側に横断歩道があるの
み。自宅近くになると横断歩道がなくても道路を横
断してしまう。

安全確認の徹底。
通学路または徐行看板の設置

市（公安）

市（公安）

63

五ノ湯横一方通行
の細い道

ブロック塀が多く、地震の時危険。細い道なので子
どもたちが広がってしまう。
施設から出てくる車が分かりにくい。

細い道で歩道が無くても右端を歩く。
（家庭でも確認）
施設からの出入り口はいったん止ま
るよう心がける。

学校 学校

64

民家前交差点※個
人情報のため具体
的な場所は伏せて
あります）

見通しが悪い。
信号待ちをする場所が狭い。

信号が青に変わってもすぐに渡ら
ず、必ず左右確認。
道路にはみ出さないように信号待ち
をする。

学校 学校

65

民家前交差点～セ
ブンイレブンまで

歩道が狭い。 一列になって歩く。（家庭でも指導） 学校 学校

66

わかばレディースク
リニックへ向かう道

わき道から突然出てくる車が多い。（H27～) 道を渡るとき立ち止まり左右確認。
立ち止まる位置が分かるように、歩
道に「止まれ」のマークがあると良
い。

学校
道路（交安）

学校
道路（交安）

67

南浅間地区
松沢内科Ｔ字路

道が狭く、車も通り危ない。（Ｈ27） 必ず左右を確認し、飛び出さない。
（Ｈ27）　　　　　　　　　　　　　　　　通
学路または徐行看板の設置

学校 学校

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
歩行者用「止まれ」シールを設置します。(H28)

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
「通学路」の路面標示を設置します。（H28交安)

既に通学路の看板があるので、「速度落せ」の路面
標示を設置します。(H30交安)
（徐行看板は徐行規制がある場所でなければ設置
できません。）

安全指導（学校）
看板の代わりに「速度落せ」の路面標示を設置しま
した。外側線（白線）を復旧します。(H30交安)
（徐行看板は徐行規制がある場所でなければ設置
できません。）

登下校安全指導の実施　　　　　　　　　　　　　　　　看
板の代わりに、停止指導線を設置しました。(H30交
安)
（徐行看板は徐行規制がある場所でなければ設置
できません。）

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

68

南浅間地区
スポーツ橋東交差
点

横断中に曲がってくる車がある。（Ｈ27） 青信号でも車が来るか確認して横断
する。（Ｈ27）

学校 学校

69

南浅間地区
ドルチェ/かつ富の
横に入っていく道

道幅が狭く車が通るとき危ない。横道からも危険。
（Ｈ27）

車が通るときは隅に寄り止まる。（Ｈ
27）

学校
道路（交安）

学校
道路（交安）

70

南浅間
第一高校前の道路

歩道が無く、スピードを出す車もいて危険（H28） 一列になって歩く。（Ｈ28）白線を引い
てほしい（H28）

学校
道路（交安）

学校
道路（交安）

71

中浅間
中浅間から玉の湯
までの一方通行の
道路

道幅が狭く、朝は車が多く通るので危険（H28) スクールゾーン規制（H28)
通学路標示（H28)

学校 学校

72

洞信号機付近（洞地
区）

・松本トンネル側からのカーブが深く、信号が赤でも
スピードを出してくる車が多い。赤信号の時は測道
をショートカットする車もいる。

・車道から距離をおいて待機するよう
に指導
・歩車分離の信号機の設置してほし
い。

警察 警察

73

肉のたか庄～水汲
橋

・歩道がなく、道幅が狭く、ブロック塀もある為注意
が必要。
・地震が起こった場合、ブロック塀の倒壊が心配。

・一列に歩く。集団の場合、先頭の班
長が声がけをする。
・グリーンベルトの設置。

市（公安）
警察

市（公安）
警察

74

水汲地区
水浅間橋西コーポ
金井前の狭い十字
路

道が狭く見通しが悪い

車が来たら止まって待つように指
導。　　　　　　　　　　　　　　　　ストッ
プマークなどつけてもらえればありが
たい。

市（公安） 市（公安）

75

本郷幼稚園前の横
断歩道

・一旦停止になっているのに車が止まらない。 ・登下校の時に、交番の方に立って
いてほしい。

警察 警察

76

原橋を渡った交差
点すぎの住宅前の
歩道（原地区）

・歩道に住人の車が止まっていて歩道が歩けず車
道を歩いている。

・パトロールの時に、車が止まってい
たら注意してほしい。

警察 警察

77

小学校東側道路 ・歩道も車道も狭く、下校時に右側通行すると、対向
車が直前まで確認できず危険。

・下校時は左側通行にする。必ず１
列で歩く。
・何かハード面の対策はできないか

学校
市（公安）

学校
市（公安）

道幅が狭く、グリーンベルトの幅を確保できません。
外側線を設置します。（R1公安）
一方通行規制は、周辺住民へ与える影響が大きい
ため、地元の合意形成が不可欠です。地元の総意
であれば、町会長名義の要望書を提出してください。
（R3警察）

歩行者用「とまれ」マークを設置します。
設置場所について協議をお願いします。(R1公安)

松本トンネル事務所管轄の信号機で警察では対応
できません（R１警察）

登下校安全指導の実施
設置可能箇所に外側線、グリーンベルトを設置しま
した。(H28)

登下校安全指導の実施
「通学路」の路面標示を設置します。（H28交安)
「止まれ」の路面標示を復旧します。(H28交安)

登下校安全指導の実施

登下校安全指導の実施
外側線やグリーンベルトの設置を検討します。（H27)

パトロール及び取締りを強化します。（R１警察）

パトロール及び取締りを強化します。（R１警察）

安全指導（学校）
「速度落せ」の路面標示を設置します。
外側線を復旧します。（R1交安）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

78

宮嶋みやげ店、宮
田みやげ店前
五差路（ターメリック
前の五差路）
（浅間１丁目）

・信号がなく、五差路のため危険。 ゆっくり歩き、渡るときは安全確認を
するように指導。　　　　　　　　　　　・
ハード面での対策はできないか

学校
市（公安）

学校
市（公安）

79

界松本横の歩道（浅
間１丁目）南の歩道

・歩道が極端に狭く、ホテルの壁がカーブしており車
から歩行者が見えない。また、車がスピードをだして
通る。

・歩道を広くする。歩道に色をつけ
る。
・壁をまっすぐにするよう指導できな
いか。 県（計調） 県（計調）

80

三才山地区
本村バス停～
小日向橋バス停～
一の瀬

・歩道もなく、見通しも悪い。交通量も
　激しく危ない。

・道路の隅を歩く、左右前後の確認
をする。
　通学路または徐行の看板の設置 学校

県（維持）
学校
県（維持）

81 小学校西側道路
・車道が狭く、すれ違いのため歩道に乗り上げる車
が多い。トンネル無料化に伴い交通量が増えてい
る。

見守りをお願いしたい。
一方通行にしてほしい。またはス
クールゾーンにしてほしい。

警察 警察

82
水汲　給食センター
付近の用水路

給食センター裏の用水路が水量が多く、危険。 市（維持） 市（維持）

83 水汲橋信号
新興住宅地の人口増に伴い、水汲橋信号付近の交
通量が増え渋滞している。

信号のスクランブル化をお願いした
い。自転車用ボタンをつけてほしい。

警察 警察

84 護国神社付近
美須々公園から総合体育館方面に向かい、こまくさ
道路にでる交差点は一時停止しない車が多く危険。

取り締まりをお願いしたい。

警察 警察

85
愛光苑の一方通行
側の出入り口

ブロック塀があり、見通しが悪い。
・カーブミラーや注意喚起の表示を
設置してほしい。

市（建設） 市（建設）

86
浅間温泉文化セン
ター北側交差点

道幅が狭く、車のすれ違いの際、歩行者のスペース
が確保できない。交通量が多く、スピードを出す車も
多い。

横断のラインを設置してほしい。
路側帯の塗りなおしをお願いした
い。

警察
市（建設）

警察
市（建設）

87

洞信号機付近（洞地
区）

・松本トンネル側からのカーブが深く、信号が赤でも
スピードを出してくる車が多い。赤信号の時は測道
をショートカットする車もいる。

・車道から距離をおいて待機するよう
に指導
・歩車分離の信号機の設置してほし
い。

警察 警察

横断歩道の設置には待ち場所の確保が必要であ
り、要望場所は待ち場所の確保が困難なため、横断
歩道設置は現在のところできません。（Ｒ３警察）
白線を塗り直します。（R3建設）

歩車分離については、現地の交通実態調査を実施
したところ、歩行者が少ないため、現在のところ、設
置は困難です。（R3警察）

歩道整備は市の要望順位に基づいて順次事業化を
検討していますが、近隣で実施中の市道改良事業と
調整が必要となるほか、関係地権者の同意が必要
となります。（R1県計調）

安全指導の実施（学校）（徐行は警察、警戒標識の
通学路は道路管理者。通学路標識の設置に効果が
あるのか疑問があります）

（Ｒ１県維持）通学路看板の設置が効果的か所内で
検討します

一方通行規制は、周辺住民へ与える影響が大きい
ため、地元の合意形成が不可欠です。地元の総意
であれば、町会長名義の要望書の提出をお願いしま
す。なお、反対意見がある場合には規制はできませ
ん。（Ｒ３警察）

水路のため、常に水が流れているが、立ち入らない
よう柵が設置されているため、危険性は低いと思わ
れる。地元及び学校から水路に子供が近づかないよ
う、呼びかけをお願します。（Ｒ3　維持）

水汲橋信号の歩車分離式を検討します。（Ｒ３警察）

交通取締りを強化します。（Ｒ３警察）

一時停止規制となっており、「止まれ」路面標示もあ
るので現状でお願いします。（R3市建設）

安全指導（学校）
歩行者用「とまれ」マークを設置します。
設置場所について協議をお願いします。(R1交安)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

88

原地区
原橋～富成豆腐店
の歩道

・歩道が狭い。
・登校時は交通量が多い。
・歩道はすれ違いができない。また、歩道にのりあ
げ駐車している車があるときがあり、車道に降りて
歩くので非常に危険。

・歩道を広くしてほしい。

県（計調）
警察

県（計調）
警察

1

学校北方向、富成
豆腐店前の道路横
断。

　十字路であり、交通量の多い道路を渡らなければ
ならない状態。信号機はない。（Ｈ26～）

１　交通安全教室の実施（5月）・職員
による交通安全街頭指導を適宜実
施。
２　特に、下りの自転車通学生は一
時停止を徹底するよう指導してい
る。
（Ｈ26、Ｈ27、H28）

学校 道路（県）
学校

2

東区交差点を渡っ
て、学校へと通じる
東西の道路。

　東区交差点（信号機あり）の交通量が多く、交差点
から学校へ通じる道路が非常に狭い状態。（Ｈ26
～）

１　交通安全教室の実施（5月）・職員
による交通安全街頭指導を適宜実
施。
２　特に、信号機には必ず従い、車
の動きに十分注意するよう指導して
いる。
（Ｈ26、Ｈ27、H28）

学校 学校

3

学校正門（東側）か
ら、市総体へと通じ
る南北の道路
学校正門（東側）か
ら学校北方向、富成
豆腐店に通じる道
路

　登下校の生徒が多く、道幅が狭い状態。車もよく
通っている。（Ｈ26～）

１　交通安全教室の実施（5月）・職員
による交通安全街頭指導を適宜実
施。
２　特に、集団で二列以上にならない
よう指導している。
３　学校正門を出て校庭東側の信号
機のない交差点までは、交差点を東
に曲がる生徒が多いので、道路の左
端を一列で歩行するように指導して
いる。
（Ｈ26、Ｈ27）

学校 学校

4

原橋から東へ浅間
温泉に向かう道路

道幅が狭くカーブで見通しが悪い状態。歩道が途中
で切れていて危険。（Ｈ27～）

１　自動車に気を付けて橋を歩くよう
指導している。
２　歩道の延長工事をお願いした
い。
（以上Ｈ27、H28）

建設課 合同点検実施箇所
28.5．18

学校
道路（交安）
建設課

5

地区名(岡田町)
県道284号JA岡田
支所水稲センターの
西カーブ

スピードを出す車が多い上にカーブで見通しが悪
い。

横断歩道がほしい。 警察

安全指導の実施（学校）
管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）
歩道に駐車車両がある場合は、通報をお願いしま
す。パトロール及び交通取締りを強化します。（Ｒ２警
察）

本郷小　⑯と同じ。

岡田小　⑱と同じ。

登下校安全指導の実施

１　登下校安全指導の実施
２　歩行者通行帯の設置を検討中です。
片側（南側）に歩道を設置し、児童・生徒の安全な歩
行空間を確保します。
H28から事業化して進めています。（建設課）

女鳥羽中学校

見通しが悪いカーブには横断歩道は危険なため設
置できません。また両側に待ち場所がなければ設置
できません（Ｈ30警察）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

6

塩倉
岡田東区の交差点
を塩倉方面に（市道
1669号）

歩道が狭い。民家の垣根が伸びているため、危険。
冬場の積雪では歩道がなくなる。

木の枝の選定のお願い。(民家)
カーブ前に徐行の表示がほしい。

7

洞
北洞、南洞へと続く
道(市道2668、2669
号）

とにかく街灯が少なくて暗い。 街灯の増設

8

地区名(神沢)
神沢、塩倉方面に
向かう途中の自販
機のところ（ハッピー
ドリンクショップ）岡
田小と同一要望

朝の時間帯規制されているはずが、車の進入があ
る。

スピードを出している車が規制を守
らないためわかりやすい看板や人が
立ってほしい。

市（交安） 市（交安）

9

地区名(岡田町)
県道284号JA岡田
支所水稲センターの
西カーブ

スピードを出す車が多い上にカーブで見通しが悪
い。

横断歩道がほしい。

警察 警察

10

岡田神社鳥居近く
の交差点（岡田小要
望と同一箇所大ケ
ヤキ）

東から西へ向かう車で一時停止をしない車が時々
いる。

カラーで一時停止の文字が目立つよ
うにしてほしい。

警察
県（維持）

警察
県（維持）

11

地区名（松本市原）
女鳥羽中学校東側
住宅地の交差点１

新しく住宅地になって整備された土地だが、浅間温
泉方面に帰る生徒の利用が多い。学校側から下る
道路の勾配が大きく、自転車が加速して一時停止
で止まりにくい。今年２月に、生徒の自転車事故が
あった。

停止線は引いてあるが、一時停止の
標識を設置して欲しい。

市（交安）
警察

市（交安）
警察

12

女鳥羽中学校西側
の市道

道は細いが、車がスピードを出して通過するため、
生徒が登下校の際は危険を感じる。歩道が全く無
いことにより、一斉下校時（330人）に生徒が道に広
がりやすく、自動車との接触事故が度々起こりそう
になっている。

ぜひグリーンベルトを設置してほし
い。（校舎側）

市（建設） 市（建設）

13

地区名（松本市原）
女鳥羽中学校東側
住宅地の交差点２

道が細く、生徒の登下校の際は危険を感じる。自動
車のすれ違いも困難。歩道用の白線は引いてある
が、幅が狭い。電柱等もあり、歩道の中だけを歩く
のは困難。生徒が自動車と接触しそうになる。

歩道内をグリーンベルトとしてほし
い。（校舎側）

市（建設） 市（建設）

一時停止規制箇所ではないため標識は設置できま
せん．
自転車とまれマークを設置しました。（R２交安）
中学校への交通安全指導で対応をお願いします。
（Ｒ２警察）

グリーンベルトの設置には道路の幅員が4.3ｍ以上
必要です。要望箇所は幅員が4.3ｍに満たないため
設置できません。「速度落せ」路面標示を設置しま
す。(R3市建設)

グリーンベルトの設置には道路の幅員が4.3ｍ以上
必要です。要望箇所は幅員が4.3ｍに満たないため
設置できません。「速度落せ」路面標示を設置しま
す。(R3市建設)

既に、通行規制を知らせる看板があり、路面にも「通
学路」の標示があります。現状でお願いします。
薄くなった外側線（白線）を復旧します。（H30交安）
「速度落せ」の路面標示を設置します。
外側線を引き直します。（R1公安）

見通しが悪いカーブには横断歩道は危険なため設
置できません(逆に撥ねられる危険あり）。また両側
に待ち場所がなければ設置できません（Ｈ30、R1警
察）

警察対応です（県）→カラー舗装は道路管理者で検
討をお願いします
（Ｒ1県維持）近年、停止線手前のカラー舗装の実績
がありません。設置要望が多数あるので、優先順
位、実施について検討します。

徐行表示は徐行規制がある場所でなければ設置で
きません。
カーブ部分に道を狭く見せ、減速を促すドット線が設
置されています。現状でお願いします。（H30交安）
剪定は町会を通して持ち主の方へ依頼してください
（Ｈ30学校教育）

地元町会対応となります。町会へ要望をお願いしま
す。（Ｈ３０学校教育）
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危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
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（県、市、警察、学
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合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

14

地区名(原)
県道２８４号線。富
成豆腐店前の十字
路（横断歩道）

歩行者がいても横断歩道で停まらない車が多い。
スピードを出す自動車が多い。

・「徐行」の標識を設置したり、運転
する人が歩行者がいる時に止まって
くれるような対策をしてほしい。
・「止まれ」の文字が消えているので
書き直してほしい。

県（維持）
市（交安）

県（維持）
市（交安）

15

地区名(原)
原橋交差点から富
成豆腐店までの道

歩道が狭い上に、歩道に乗り上げて駐車している車
両がある。

原橋近くの西側の家で、自宅前に２/
３台の車を駐めている家があり、歩
道が通れない。警察や学校から注意
をしてほしい。

警察
県（維持）

警察
県（維持）

1

北小松橋～山辺中
なごみカーブ

歩道の白線が狭いため通勤・通学する際危険。（Ｈ
26～）

歩道の設置（カラー舗装）。（Ｈ27～） 道路（交安） 道路（交安）

2

ＪＡ山辺支所前 歩道の白線が狭いため通勤・通学する際危険。（Ｈ
25～）

歩道の設置（カラー舗装）。（Ｈ25～） 建設総務
松本建設事務
所

道路（県）

3

包石バス停付近 スクールバスの乗降所でありが、狭く見通しが悪く
危険。（Ｈ25～）

カラー舗装や注意喚起の看板設置。
（Ｈ26～）

建設総務 合同点検実施箇所
H26.2.6

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（県）

4

まんぼう食堂北十字
路（里山辺３０３５付
近）

横断歩道の白線が消えかけている 補修を希望 警察

5

県道兎川寺・鎌田線 外側線・中央線など白線が消えかかっている 補修を希望 県（維持）

6

入山辺郵便局前横
断歩道
（主要地方道松本・
和田線）

東から走行してくると、緩やかなカーブを伴った下り
坂のため横断歩道の白線が見えない。（Ｈ３０秋）

横断歩道の白線が消えかけている
ので塗り直して欲しい。
「横断歩道あり」など、注意喚起の標
識を立ててほしい。

警察

7

食事どころなご味
松本市里山辺3782-
1前の横断歩道

道が複雑に曲がっていて見通しが効かない。車の
通行量が多く、大変危険である。市道2083号2級
（Ｈ３０秋）

「スピード落とせ」「横断児童あり」な
ど、注意喚起の標識を大きく、数も多
くしてほしい。

【　エリア　　里山辺、入山辺　】

補修対応します（Ｈ30警察）

区画線による減速表示等について、検討します。
（R2県維持）
県道に接する市道の「止まれ」文字を復旧しました。
（R2交安）
路面標示をR4に施工予定（R3県維持）

歩道に駐車車両がある場合は通報をお願いします。
パトロール及び交通取締りを強化します。（Ｒ２警察）

標識を増やすことは、運転手の視線を前方から逸ら
す機会を増やすことになり危険なためできません。
「速度落せ」の路面標示を設置します。(交安H30）

補修対応します（Ｈ30警察）

（H30県維持）順次補修を行います。

歩道の設置には、用地提供等に関する同意が必要
ですので、地元町会を通じて要望いただくようお願い
します。（Ｈ25）
カラー舗装を設置しました（H27県）
グリーンベルト設置を検討しています（H30県維持）

ドットラインの引き直し、追加を考えています。注意
看板は、道路管理者として設置できないため、地元
で設置をお願いします。（Ｈ25）

外側線補修しました。（Ｈ26）
歩行者通行帯の設置については、検討します。（Ｈ
26）　路肩整備終了後、カラー舗装を設置します。
（H28)

山辺小学校
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（県、市、警察、学
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合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

8
兎川寺前信号
（主要地方道松本・
和田線）

信号機はあるが、南方面から来た車が強引に右折
しし、横断中の児童が危険なときがある。（Ｈ30秋）

注意喚起の標識をたくさん立ててほ
しい。

県（計調）
警察

県（計調）
警察

1

主要地方道松本和
田線
学校東南角の信号
機及びその周辺道
路（県道と市道の変
則交差点）

抜け道として使われているため､車の交通量が多
い｡
変則的な形のため､南北方向(市道)の交通は､交差
点での見通しが悪くて危険｡
市道を東西に横切るときに横断歩道があると良いと
思われる。

横断歩道の設置(東今西)
横断のための待機場所の設置(南
側)
路側帯(歩く場所)を設置(南側のＴ字
路)
薄れた道路表示(一時停止、横断歩
道)の引き直し

警察、
県、
交通安全課

合同点検実施箇所
H26. 2. 6

警察、
県、
交通安全課

2

横断歩道が１つ
山辺中東側道路（市
道2083号）

道路が狭い。抜け道に使われている。横断歩道が１
つしかないため左側通行になり、危険である。

横断歩道を増やしてほしい。難しけ
れば横断してよい線を複数道路にひ
いてほしい。３０キロゾーンと道路に
記載したりグリーンベルトを延ばして
ほしい。町会長相談済み
→　近隣に道路の建設計画はある
が、まだ先のことなのでグリーンベル
トの設置をお願いしたい（町会とは調
整済み）→東側に設置することにつ
いて町会と協議をし決定したので、
事業実施をお願いしたい。（R1秋）

市（公安、建
設）
警察

市（公安、建
設）
警察

3

横断歩道が１つ
なご味から学校まで
（市道2083号）

道路が狭い。抜け道に使われている。横断歩道が１
つしかないため左側通行になり、危険である。

横断歩道を増やしてほしい。難しけ
れば横断してよい線を複数道路にひ
いてほしい。３０キロゾーンと道路に
記載したりグリーンベルトを延ばして
ほしい。町会長相談済み

警察
市（建設）
市（公安） 合同点検実施箇所

H31.2.19

別紙合同点検調書のとおり

1

国体道路筑摩1丁目
10番付近

多くの児童が歩道橋を渡って登下校するが、歩道橋
を渡ったあと見通しが悪く、抜け道として来る自動車
と事故を起こしやすい状態。（Ｈ26）

スクールゾーンなどの道路カラー表
示、一時停止線、止まれの明確な表
示。（Ｈ26）

道路（交安） 道路（交安）

信号改良を検討します。（Ｒ３警察）
信号交差点のため、道路管理者での対応は困難で
す。（R3県計調）

(松本警察署）
東西の横断歩道の設置は､待機場所が無いため難
しい。
(交通安全課）
市道2083号線学校東側に松本警察署と協議のうえ､
横断指導線と路肩のカラー舗装を実施します。
市道2083号線南側の外側線等薄くなった部分の再
設置をします。
(松本建設事務所)
県道部分についてはカラー舗装実施済。

・グリーンベルトについて、道が狭いので道の東西ど
ちらか片方の側にしか設置できません。設置する側
を地元町会等と相談してください。（H30交安）
→当市道を設置計画に加え、順次設置します。設置
を市道のどちら側にするか協議をお願いします。
(R1)
・横断歩道の増設は歩行者の待ち場所がないため
設置できません。現状ある横断歩道を補修します（Ｈ
30警察）
・グリーンベルトを設置しました。（R3建設）

別紙合同点検調書のとおり対応をしています
横断歩道の新設は不可、移設の方向で検討中
横断歩道を希望する場所をお示しください。なお、横
断歩道を設置するには待ち場所の確保等が必要で
す。（Ｒ３警察）

「ゾーン３０」規制を示す路面標示を設置しました。
（Ｈ26）
交差点部の区画線を復旧し、歩行者用ストップマー
クを設置しました。（Ｈ26）

筑摩小学校

【　エリア　庄内、中山　】

山辺中学校
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危険防止のための方策・手
だて及び要望
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（県、市、警察、学
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合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

2

筑摩1丁目14番付近 ごみステーションから石井橋まで歩道がない。路側
帯は緑の表示があるが、色が薄くなっている。自動
車もかなりスピードを出して通過するので危険。（Ｈ
26）

歩道の延長もしくは路側帯の色の塗
装。（Ｈ26）

道路（交安） 道路（交安）

3

筑摩2丁目26番2号
付近の交差点

通学路に指定されているが、横断歩道が片側しか
なく、児童は直進する際、コの字型に交差点を渡っ
て学校に登校している状況。また、既存の横断歩道
の表示も道路半分できえている。朝夕200人近くの
児童が通る交差点であるが、筑摩神社から抜け道
となっておりかなりスピードを出してくる車が多い。
（Ｈ27～）

横断歩道前後のカラー表示。
交差点両側の横断歩道表示を要望
します。可能であれば、電柱で児童
が見えないので電柱の移動もお願い
したい。（Ｈ27～）

道路（交安） 道路（交安）
警察

4

相澤病院から中林
橋を渡った後の道
路

通学路として、左側を通行し、投稿している、他の歩
道（薄川から南へ延びる道路）はカラー表示されて
いるが、この道路のみされていない（H28)

歩道をカラー舗装してほしい（H28） 道路（交安） 道路（交安）

5

（都）小池平田線
市道3008号線庄内
町交差点付近

歩道がないうえに交通量が多く登下校時の学童に
限らず、歩行者が危険な状態。

歩道の設置 建設課 合同点検実施箇所
H26. 2.13

事業中です

建設課

6

筑摩小学校校庭西
側

道路が舗装されたが、カラー表示がなくなってしまっ
た

横断歩道の手前をカラー表示してほ
しい

7

市道（庄内２丁目）
学校正門の西側

道路北側にしか路側帯がなく、登校時は左側通行
をせざるを得ない。

白線を書き直し、路側帯を
カラーにしていただきたい。

8

市道（庄内２丁目）
学校昇降口の西側

道路南側が側溝の蓋の分広くなっており、下校時も
左側通行であるが通学路として使用している。

通学路であることが分るように路側
帯をカラーにしていただきたい。

9

上記の東側交差点
筑摩小西、コトブキ
パック前の交差点

下校時右側を歩いてきた児童が、西側へ渡るため
に横断歩道のある南側へ横断しなくてはならない
が、歩く場所が分りにくく斜め横断になりがちであ
る。北側から左折してくる車からも見えにくい。

白線を２本引くなど、歩行者が歩くと
ころを明示していただきたい。

(建設課）
信号機付近にも歩行者のたまりが無く、安全が確保
されていない｡
今後､現道拡幅により､道路両側に歩道を設置して、
歩行者などの安全を確保する。

維持課で舗装補修の予定があります。補修後、カ
ラー舗装を実施します。(H28)

見通しの悪い道なので、横断指導線は設置しませ
ん。
横断の際には、車等に注意するよう、指導をお願い
します。(H29)

・　横断歩道停止線手前のカラー舗装を設置し、車
両への注意喚起をします（H27)
・　電柱の移設には、隣地の承諾が必要です。
（H27、H28)・
横断歩道停止線手前のカラー舗装を設置し、車両へ
の注意喚起をします（H27、H28)・
「止まれ」路面標示を復旧します。(H28)

カラー表示を復旧しました（H29）

道路幅員が狭いため、両側にグリーンベルトを設置
することは出来ません。
北側外側線を引き直し、グリーンベルトを設置,南側
に外側線を設置したい。(H29)

市道両側に、グリーンベルトを設置します。(H29)

薄くなったカラー標示及び外側線を復旧しました。（Ｈ
26）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

10

筑摩１丁目１０番の
市道

イオンモールの従業員駐車場ができ、車の通行量
が増加した。道が狭く見通しが悪いが、停止線や止
まれ標示が消えている。

ゾーン３０の道路標示の手前に通学
路の道路標示もお願いしたい。（H30
継続）
停止線と止まれ標示の補修

11

筑摩小学校校庭出
入り口横断歩道

ゾーン30に指定され、横断歩道の前後もカラー舗装
されるなど標示が改善されているが、自動車がス
ピードを出して通過しているので危険を感じる。

地域からは、赤い道路表示を長くし
てピカピカする素材の表示にしてもら
いたいとの要望がある。また、学校
付近に３０ｋｍ制限であることの表示
を道路上に表示。（Ｈ27～）押しボタ
ン式の信号機を設置してほしい（H30
新規）

市（公安）　　警
察

12

筑摩神社付近 停止線などが消えている。止まれ標識も汚れている 標示の復旧 警察

13

庄内2丁目1番と2番
の間（相沢病院駐車
場とサンパレス庄内
前の交差点）

停止線がないため飛び出し事故につながりやすい。
また、見通しが悪いので車も交差点の手前で停止し
ないことがある。

停止線を新たにかいてほしい。 市（交安） 市（交安）

14

本庄2丁目ローソン
北側の交差点

道幅はそれほどないが交通量は多い。横断歩道に
立っていても止まってくれる車が少なく、なかなか渡
ることができない。

東側の横断歩道の東側もカラー舗
装をする。また横断歩道ありの◇の
道路標示も見えにくくなっているので
かき直してほしい。

警察
市（公安）

警察

15

庄内2丁目2番と5番
の間の市道（市道
3509号線）中林町会
部分

道路北側にしか路側帯がなく、登校時は左側通行
をせざるを得ない。

白線を引き直し、路側帯をカラーにし
てほしい。→北側を希望

市（交安） 市（交安）

16

庄内1丁目５付近の
松本市街地へ向か
う一方通行の道路

側溝のコンクリートのふたが劣化し，穴が空いてい
たりガタガタしたりしていて危険。（R1秋）

側溝のふたを新しくして頂きたい。

県（維持） 県（維持）

17
筑摩２丁目24-6の
北村電業社さん北
東の交差点

十字路を東西に横断するが，交通量が多く，横断歩
道もなく危険である。

横断歩道と停止線の設置，停止線
手前のカラー舗装をお願いしたい。

警察 警察

18 筑摩横断歩道橋
歩道橋の階段部分に穴が開いていたり歩行面のタ
イルがはがれていたりするなどかなり傷んでいる。

全面的な補修と今後の定期点検を
お願いしたい。また，歩道橋の西側
階段を下りたところにある歩行者用
の止まれの道路標示も消えているん
で書き直して欲しい。

市（維持） 市（維持）

待ち場所の確保ができないため、横断歩道の設置
はできません。（Ｒ２警察）

穴やタイルの剥がれについては、現場を確認し補修
します。全面的な補修、点検については、長寿命化
修繕計画に基づき行っています。計画の見直し及び
定期点検は5年に1回の頻度で行っており、次回は令
和4年度に実施します。その結果に基づき優先順位
を決め、計画的に修繕を実施します。（R3維持）

現地確認の上、緊急性の高い箇所から順次対応し
たい。
側溝の修繕及び蓋の修繕を実施済み（R3維持）

現状のゾーン３０の路面標示のみでお願いします。
(H29回答)
停止線の補修をいたします（R1警察）

停止指導線を設置します(R1)

補修対応します（R1警察）
すでに交差点内全面カラー舗装となっているので現
状でお願いします。(R1交安)

路側帯のカラー（グリーンベルト）について、道が狭
いので道の南北どちらか片方の側にしか設置できま
せん。設置する側を地元町会等と相談してください。
（R1）→合同点検後調整中

カラー舗装の延長を検討する旨は回答しています
（H28に回答）　　信号柱を建てる場所がないため不
可です（Ｈ３０警察）

補修対応します（Ｈ３０警察）
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19

筑摩小学校南の信
号機から石井橋ま
での南北の道路

歩道や横断歩道が設置されているが，抜け道で交
通量が多く，30km/hを超えて走る車も多い。

ゾーン30の道路標示と石井橋南側
のグリーンベルトが薄くなってきてい
るので書き直していただきたい。

市（建設） 市（建設）

20

筑摩２丁目24-6の
北村電業社さん北
東の交差点

十字路を東西に横断するが，交通量が多く，横断歩
道もなく危険である。

横断歩道と停止線の設置，停止線
手前のカラー舗装をお願いしたい。

警察 警察

1

やまびこ道路お宝
中古市場前交差点

交通量多く、横断時、右左折車への注意が必要。
（Ｈ26）横断歩道の白線が消えかかっている（H28)

歩行者用ストップマーク設置を検討
していただけるとのことありがたい。
是非お願いしたい。（Ｈ26）
２　塗りなおしてほしい（H28)

道路（交安） 道路（交安）

2

学校前交差点 １　交通量多く、信号待ちの際、車道から離れて待
たないと危険。（Ｈ26）２　登校時間帯に県営団地方
面から下ってくる自転車と児童が接触しやすい
（H28）３　横断歩道の白線が消えかかっている
（H28）

歩行者用ストップマーク設置を検討
していただけるとのことありがたい。
是非お願いしたい。（Ｈ26）
２　自転車の徐行や小学生に注意な
ど注意を促す看板などを設置してほ
しい（H28）　３　塗り直してほしい
（H28）

道路（交安）
警察

道路（交安）
警察

3

県道平田新橋線
柳橋から出川町交
差点まで

交通量が多いが歩道がなく危険｡交差点から南側
は､路肩のカラー舗装を実施済み。

路肩のカラー舗装 県

合同点検実施箇所
H25.12.24

4

並柳４丁目並柳運
動広場下の交差点
（変形Ｔ字路）

変形の交差点であるが、横断歩道がなく横断の仕
方が分かりにくい。本年度も大きな事故になりそうな
危ない事案が複数回、報告されている。

横断歩道をつけて欲しい。登下校
時、児童が道を横断する時に横断歩
道があれば、交通安全指導の際も
徹底でき、また、運転者にとっても交
通安全の意識が高まる。

警察

路面標示とグリーンベルトを復旧します。（R3市建
設）

待ち場所の確保ができないため、横断歩道の設置
はできません。（Ｒ２警察）

交通量が多く､路肩が狭いため､歩行者が危険であ
る。
（松本建設事務所）
路肩のカラー舗装を検討中。

歩行者用ストップマークを設置しました。（Ｈ26）
2 歩行者に注意する旨の看板を設置します。(H28)
横断歩道の補修を実施しました（H29）

歩行者用ストップマークを設置しました。（Ｈ26）

並柳小学校

横断歩道は両側に待機場所がないと設置できませ
ん（Ｈ30警察）
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5

①3565号線（松本中
央ゴルフセンター南
側）の並柳橋東側堤
に上がるカーブ

・優先道路のため、車が一時停止の必要がなく、そ
のためスピードを上げて走ってきます。四差路のた
め、車が集中し、児童が交通事故に合いやすい状
況です。

・昨年も、市役所の方や出川町会の
方、市議会議員の方もその場所を視
察していただき、要望を挙げていると
思います。路面に例えば、スクール
ゾーン30とグリーンベルトのペイント
をしていただきたいです。また、児童
横断注意などの標識や看板の設置
もお願いします。

警察
市（公安）

警察
市（公安）

6

②並柳橋西側（5587
号線と5022号線の
交差する箇所）

・交通量が多く、側道やわき道もあり、車だけでなく
自転車の交通も多いです。車だけでなく自転車と児
童の接触事故も起きています。5587号線から来る
車からは、交差点の状況が見えづらく危険です。

・スクールゾーン30とグリーンベルト
のペイントをしていただきたいです。
また、児童横断注意などの標識や看
板の設置もお願いします。

警察
市（公安）

警察
市（公安）

7

並柳４丁目並柳上
堤（柳華）横の道路
（県営並柳団地より
並柳小学校前信号
に下ってくる道路）

道幅が細く見通しも悪い。朝夕は車の通行量が多
く、スピードも出してくる。また歩道が細く、段差も大
きいため、危険である。歩行はもちろん、自転車で
の通行も危険である。（Ｈ２９）

１　道幅を広げて欲しいが、難しいと
のこと。せめて、自転車と歩行者と通
行側を分けられないか。
２　交通安全週間中に安協さんに登
校指導をお願いしたい

市（交安）
学校教育課

市（交安）
学校教育課

１　歩道拡幅には用地の取得が必要の旨回答（H28)
現状の道路幅では、自転車専用の通行空間を確保
するのは困難です。
この区間の歩道は歩行者専用で、自転車は車道を
走行します。（子供、高齢者を除きます。）
（R1公安）

２　該当する町会に相談をお願いします（R1学校教
育課）

要望箇所は規制箇所ではないので、現状ペイントは
できません。スクールゾーンまたはゾーン３０を希望
する場合は、地元町会と意思形成をしたうえで要望
書の提出をお願いします（R1警察）

グリーンベルト設置箇所の協議をお願いします。ま
た、地元町会に設置について相談してください。町会
の了解が得られれば、設置計画に加え順次設置し
ます。
カーブ手前に「速度落せ」の路面標示を設置します。
ご要望箇所には、既に横断歩道を知らせる指示標
識や規制標識があります。標識を増やすことは、運
転手の視線を前方から逸らす機会を増やすことにな
り危険です。現状でお願いします。(R1市交安)

同上
　【グリーンベルト等について】道幅が狭く、グリーン
ベルトの幅を確保できません。
「止まれ」文字周辺にカラー舗装を行います。
ご要望箇所には、既に横断歩道を知らせる指示標
識や規制標識があります。標識を増やすことは、運
転手の視線を前方から逸らす機会を増やすことにな
り危険です。現状でお願いします。(R1交安)

中山小学校
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1

松本塩尻線 １通勤時と登校時が重なる時間帯に特に危険を感
じる。交通量が多い上に、スピードを出す車も多く、
カーブと坂で見通しも悪い。（Ｈ26～）
２横断歩道の表示が薄くなってしまっているところが
何か所かある（旧JA中山支所前、榛原東　地図参
照）（H28)
３家の周囲に塀があり、見通しが悪い（H28)
４ゆるいカーブになっており、坂道のため、塩尻方面
からの車が特にスピードが出やすい。児童が横断
するのに大変危険（中山小から開成中のほうへ下り
ていく道）（H28)

「小学校あり、徐行」「危険、スピード
落とせ」の看板も設置していただいて
いるが、色あせていたり、設置場所
が下過ぎたりしているのもある。注意
喚起、減速を意識する複数の看板設
置をお願いしたい。（Ｈ26～）
２　塗り直し（H28)
３　東側から下って６３号線に出る手
前に一時停止を促す白線をつけて
欲しい。また６３号線の歩道には、子
どもたちに安全確認を促す、足型等
を歩道につけて欲しい。（H28)
４　県道63号線沿いに、徐行を促す
標識の設置等を希望。（図面参照）

道路（交安）
県（維持）

合同点検実施箇所
H29.11.29

別紙「合同点検実施結果」のとおり道路（交安）
県（維持）

2

松本塩尻線　スクラ
ンブル交差点

スクランブル交差点となっており大変ありがたいが、
歩車分離式の信号と分からず、反対車線の信号を
見て、動き出す車が時々見られる。「歩車分離式信
号機」という表示がほしい。

「スクランブル交差点」（押しボタン
式）の標示はあるが、「歩車分離」の
表示はない。他の交差点のように、
「歩車分離・発進注意」の電光標示を
設置してほしい。（R2追記）

警察 警察

3

中山小学校北東側
道路

見通しの悪い交差点がある（H２８）カーブになって
いて道幅も狭いので、横断に危険。

カーブミラーはあるが、もっと注意を
促す標識等をつけてほしい。横断注
意の足形や停止線をつけてほしい。

道路（交安）

4

中山小学校上道路
利用児童数：60人

古屋敷方面の児童が毎日横断しているが、横断歩
道や「止まれ」の表示等が無く危険。

「横断歩道」の設置、または歩行者
用ストップマークの道路への標示を
してほしい。

警察
市（公安）

警察
市（公安）

5

松本塩尻線（63号
線）
　  「下和泉」信号機
塩尻側の車線　　利
用児童数：5人

ドットマークが薄くなっている。「下和泉」信号機～
「二山バス停」間のドットマークがほとんど見えない
状態になっている。

塗りなおしてほしい。 県（維持） 県（維持）

6

県道287号線　　　利
用児童数40人

道路の両側は畑のため見通しはよいが、坂がきつ
いため下りの車はスピードを出して危険。歩道に縁
石と一部分にガードレールあり。（H28)

改善センター前が急カーブのため、
一部分だけではなく、カーブ全体に
車両から歩行者を守るためのガード
レールをつけて欲しい。可能であれ
ば、尾池公民館から学校までの歩道
にガードレールを付けて欲しい。
（H28)

県（維持） 県（維持）

（R1県維持）ガードレールの設置について必要性も
含め検討します。

横断歩道は歩行者の待ち場所が確保できないため
設置できません
ストップマークが必要と判断すれば設置をします（R1
公安）

市所有の既設看板の薄くなった文字を復旧しまし
た。（Ｈ26）
3　薄くなった「止まれ」を復旧します。歩道に歩行者
用のストップマークを設置します。（Ｈ28交安）⇒H29
に実施しました。

合同点検結果回答
（H30県維持）標識、路面標示について検討します。
⇒（Ｒ１県維持）H30にドットマークおよび区画線を設
置しました。標識、路面標示が効果的か所内で検討
します。

交差点に交差点マークと外側線を設置し、交差点を
強調しました（H29)
薄くなった外側線を復旧します。ストップマークを設
置します。(H29)

信号灯の横に設置してあります（H29警察）
新規の電光表示は設置していません。（Ｒ３警察）

（Ｒ１県維持）区画線要望が多数あるため、優先順位
を含め設置について検討します。
Ｒ４に施工予定（Ｒ3県維持）
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校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

7

中山小学校南交差
点へ向かう市道エリ
ア　　　　　　　　　利
用児童：90人

県道の交通量が多いので多くの車が信号機のある
中山小学校南交差点へ向かう(ＰＴＡ要望）

ゾーン30指定→町会と協議中
歩道整備もできればお願いしたい

警察 警察

8
松本塩尻線（63号線）中
山小学校南交差点
利用児童数：３５人

朝夕の通勤時間帯、県道63号線から県道278号線への右折が
青信号の間にできないため、赤信号になって強引に右折せざ
るをえない。歩行者用信号が青になって通過していく車両もあ
る。
また、信号機のある「中山小南交差点」を避けて学校周辺市道
を通り抜けていく車両がある。

歩行者の安全確保、自動車右折時の衝突
事故防止、交通渋滞緩和の観点から、「右
折信号機」を設置していただきたい。
地域の住民の方から市会議員への要望も
ありましたので、下記「R1継続要望１」と合わ
せて、町会連合会・学校・ＰＴＡの三者連名
の要望書を警察署に提出してあります。

警察 警察

1

中山4392番地先十
字路交差点

平成25年９月３日(火)午後０時30分に発生した開成
中２年生の自転車と中型貨物自動車との衝突現場｡
田園の中で一見見通しが良いが、それぞれの方向
からは衝突する直線までお互いにの存在が分から
ない箇所であった｡

ミラーの設置 合同点検実施箇所
H25.9.11

①～④までは実施済み。カーブミ
ラーは、直接目視可能なため、設
置見送り。

警察
交通安全課

2

開成中学校までの
上り坂

階段に入るまでの間に歩道がない区間がある。歩
道があっても桜の木があり、狭い。

歩道の新設と拡幅 道路（交安） 道路（交安）

3

県道兎川寺鎌田線
筑摩西交差点から
花の法祥苑まで

途中から歩道がなくなっている｡
この区間だけ歩道がない。

歩道の整備（H28・29に引き続き） 県（計調） 県（計調）

4 開成中学北交差点
歩車分離式の信号機になって、交差点をL字に渡る
ように指導しているが不自然。（H28に引き続き)

学校でL字に渡ることを指導している
が、不自然であり不便。スクランブル
式にはできないとのことだが他の方
法を教えていただけるとありがたい。
（生徒のことではないが、高齢者の
横断が間に合わない姿を見た。）
（H28・29に引き続き)

警察 警察

右折矢印化を検討します。（Ｒ３警察）

斜めの横断歩道を設置した場合、歩行者用信号の
秒数を今以上に長くする必要があるため、更なる渋
滞が発生する可能性があります。交通状況を見て検
討します。（Ｒ３警察）

(松本警察署）
自動車と自転車の一時停止の標識をH25年度中に
設置する方向で動く。
(交通安全課）
①交差点にクロスマークを表示する。
②外側線を弓Iいて交差点をコンパクトにする。
③ﾄﾞｯﾄラインを引く
④道路に止まれの表示をする。
⑤カーブミラー設置を検討する。
ｿﾌﾄ面の対応として
（松本警察署）→（学校）
･ヘルメットのあごひもをしっかりとすること。
･普段から全校集会等で講習を行ってほしい。
･ミニ安全教室もできるので活用してほしい。

歩道のない市道部分に外側線を設置したい。
歩道新設、拡幅については、行止りの道で、車の通
行量も少ないので現状でお願いします。(H29)

開成中学校

範囲を具体的に示し、関係する町会と協議をお願い
します。合意形成の上で、学校・町会の連盟の要望
書の提出をお願いします（R1警察）

管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）
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5
並柳小学校前交差
点

並柳小学校前交差点

警察の方に年度当初には立ってい
ただきありがたいので、引き続き機
会あるごとにお願いしたい。学校側
でも注意喚起をしていく。（H28・29に
引き続き）

警察 警察

1

中条橋東交差点 中条交差点方向からは、カーブで上り坂となってい
るため歩行者が見えにくい。架橋工事で回り道と
なっているため通行量が多くなっている。横断歩道
がない。（Ｈ26）

１　「止まれ」表示の塗り直し。
２　「交差点」「通学路」等の表示。横
断歩道の設置等。
（以上Ｈ26）

合同点検実施箇所
H26.12.18

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）
警察

2

高宮
国道～高宮北公園
までの道路

すぐ南が右折禁止ということもあって、国道からの
抜け道として使用する車両が多い。交差点の見通し
が悪く、「止まれ」等の標識がない。歩道が途中で無
くなっている。路側帯の白線が無い。（Ｈ26～）

歩道が途中で無くなっている。路側帯の白線がな
い。（松本市高宮北352～381-3付近　R1）

１　どういう方法が良いのか協議した
い。（Ｈ26）
２　一時停止の標識設置または停
止・減速を促す路面表示をしていた
だきたい（３箇所）。（Ｈ27～）
・歩道建設が難しいのであれば、路
側帯の白線を引いてほしい。

道路（交安）
警察

合同点検実施箇所
H26.12.18

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）
警察

3

井川城下公民館北
側交差点

　信号機の無い交差点だが、交通量が大変多い。
　どの方面からもスピードを出した車が来て、一時
停止も不十分なまま、交差点を通がしてしまうことも
ある。
　東の角には、背の高い生け垣があり、見通しが悪
い。（登校してくる児童から車が見えにくい。セブンイ
レブン方面から南に向かってくる車からも児童が見
えにくい。）
　多くの児童が通る場所で、大変危険な交差点であ
る。（Ｈ25、Ｈ27）

１　困難であると思われるが、信号の
設置が望ましい。
２　登下校時に時々警察の方等にも
立っていただき、通る車に注意喚起
をしていただきたい。
３　歩行者用ストップマークの設置
（特に東側）
（以上Ｈ25、Ｈ27）

道路（維持）
道路（交安）

合同点検実施箇所
H29.3.8

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（維持）
道路（交安）

4

ローソン松本征矢野
1丁目店前横断歩道

　交通量が多く、右左折車が多い。大型車の巻き込
まれに注意。
　ローソン駐車場への出入りする車への注意が必
要。（Ｈ25～）

１　歩道巻込み部へ設置したポール
の数を増やしていただきたい。（東西
両側に2本ずつ）。
２　横断歩道の白線を目立つように
塗り直していただきたい。
３　「止まれ」をさらに促す路面表示
をしていただきたい。
（以上Ｈ25～）

道路（交安） 道路（交安）
警察

ご要望の件については、庄内交番にご相談ください
（Ｒ３警察）

鎌田小学校

地権者に管理をお願いしています（Ｈ２７維持）
歩行空間が確保された段階で、歩行者用ストップ
マークの設置を検討します（Ｈ２５交安）

東側歩道巻込部へポール設置及び歩行者用ストッ
プマーク設置しました。薄くなった外側線を復旧しま
した。（Ｈ25）
１　歩行者の巻込み防止用ポールを設置します。
⇒　　追加設置について検討しましたが、現状でご理
解ください。（Ｈ２８）
２　松本警察署へ要望を伝達します。→　29年度に
補修を実施しました（警察）　夜光る外周発光装置を
設置しました
３　止まれを強調するためカラー舗装を行いました。
（H30)

２　松本警察署に一時停止の規制要望を伝達します
（Ｈ２７）
薄くなった路面標示を復旧します。（R1交安）

【エリア　鎌田　】
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5

井川城上
元スクールファーム
北西の横断歩道

・カーブ近くの横断歩道で見通しが悪い。
（H28)

・横断歩道の白線が消えかかり、止
まれの表示が消えている。横断歩道
の補強の青色部分にひび割れ箇所
がある。こうした点を修繕していただ
きたい。（H28)

道路（交安）

6

高宮東と井川城３丁
目境
プラｰジュ専用駐車
場東のT字路交差
点

・道路へ出てくる車と歩道を歩く歩行者にとって、双
方が全く見えない場合が多い。（H28)

・道路へ出てくる車の運転手にとっ
て、東から来る歩行者も見つけやす
いように、カーブミラーを増やしてい
ただきたい。（国道側から来る歩行者
を見つけやすいようにミラーがつい
ているので、それと対照になるよう
に）　あるいは、南から出てくる車に、
一時停止を促す塗装をお願いした
い。（H28)　　　　　　２　南から出てく
る車に、一時停止を促す塗装をお願
いしたい（H30)

市（公安）

7

県道兎川寺鎌田線
(鎌田小学校北側に
面した県道）
（都）内環状南線

道路の拡張整備を行っている箇所｡
道路幅が広くなり、歩道も広くなっている｡
現状では、線路向こうの児童は南の方を回って線路
をくぐっている。
(整備完了後は､歩道の整備がされて通学すること
ができる｡）

合同点検実施箇所
H25.9.18

現在事業中です。

8

県酒販南～鎌田中
校庭南の歩行者専
用道路

全体に低くなっていて排水場所がないため、雨が降
ると一面が水たまりになってしまう。児童が歩く場所
がない（花壇部分に足を入れないといけない）

排水工事 学校教育課 学校教育課

9

両島 西部体育館
西側道路

・通学時間帯は抜け道になっており、自動車がス
ピードを上げて通行していく。路上に「通学路」のペ
イントはされているが、速度を落とす自動車はほと
んど無い。

・ゾーン３０等の速度制限をしていた
だきたい。

警察

歩行者用ストップマークを復旧しました。（Ｈ２８）

(松本建設事務所）
道路の幅が広くなったため、横断歩道では危険であ
ると考え歩道橋を設置した。
(学校）
道路向こうの児童はみんなこの歩道橋を使って登校
しているので､大変有難いと感じている｡
県道の横から出てくる車と歩道を歩く児童と接触しな
いか心配をしている。
(松本警察署）
以前は歩道が切れた箇所に横断歩道をつけられた
が､今は認めてもらえない｡
今ついていることろは､厳しくなる前に決定になった
箇所である｡
道路及び歩道の幅が広がったので車からの見通し
が良くなっているが､児童にも横からの車に十分注意
するよう指導してもらいたい。

東側については目視できるためカーブミラーの増設
はしません。
また、南から出てくる道路は松本市道ではないため
現状でご理解ください。　　　　　　　　　　　　　　　　２
薄くなった停止指導線を復旧します。（H30市公安）

学校教育課で排水升の設置および舗装の改修を行
いました（H29)　　　→　水たまりのできる部分につい
ては再度検討しています（H30)

範囲を具体的に示し、関係する町会と合意形成した
上で町会長連名の要望書を提出してください（Ｈ３０
警察）
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10

井川城セブンイレブ
ン前　　横断帯

・セブンイレブン前道路を北から南へ横断するため
に、2本の白線とその内側を青く塗装した横断帯が
示してある。10月には、この横断帯を渡ろうとした児
童が車と接触するという事故があった。
・この地点は、自動車の交通量が多く、横断帯は児
童だけでなく近隣住民の方も多数通行している。

・横断帯ではなく、「横断歩道」とする
ことで、自動車の運転手への注意喚
起をし、児童が安全に通行できるよ
うにしていただきたい。

警察

11
県道５００８号線（井
川城３丁目１・４番交
差点）

・県道と交差する細い道を児童は登下校に使用して
いる。角に家が建ち、歩行者は県道を南から走しっ
てくる車を把握しづらい。運転者からも歩行者を把
握しづらい。

歩行者と車の運転者に注意を促す
ため、交差点内の道路上の色を変え
るなどの対応を希望する。（横断歩
道はあるが、歩行する道の延長線上
にないため、歩行者には見えづら
い。）また、より大きなカーブミラーを
設置する。
路地から交差点の危険を察知しやす
いように、大きなミラーを設置したり、
横断歩道・交差点がより確実に把握
できるようなカラー舗装をしたりする
など対策をお願いしたい。（Ｒ２追記）

市（交安）
市（建設）

市（交安）
市（建設）

小学校東口付近の道 水路にガードレール・蓋等がなく、転落の危険。路肩が崩れそ
うになっている。（Ｈ26）
昨年度、児童が水路に転落する事案が２件起こった。（R2追
加）

ガードレールの設置等。（Ｈ26）
ガードレールの設置等の対応を至急お願い
したい。（R2追加）

市（交安）
市（建設）

市（交安）
市（建設）

1

両島5-24森自動車
様前（旧両島バス
停）の横断歩道

消えかけた横断歩道を復旧していただいたが、見通
しが悪いので、横断歩道ありの路面表示も復旧する
必要がある。（特に征矢野交差点から笹部方向に進
行する車線）（Ｈ26）

路面表示の復旧。
一旦停止、左右確認他、安全な交通
に関する指導。
（以上Ｈ26）

道路（交安） 警察
道路（交安）

2

県道２９７号鎌田中
正門前横断歩道

交通量が多い上に見通しが悪く、横断歩道を認知し
ない運転者が見受けられる。（Ｈ27）横断歩道がきえ
かかっている（H28)

県に対して街路樹の伐採やカラー舗
装等を働きかけてほしい。（Ｈ27）横
断歩道の補修（H28)

道路（維持）
道路（交安）

道路（維持）
道路（交安）

3

県道２９７号ローソン
前の横断歩道と停
止線

消えかかっているので塗り直ししてほしい（H28) 補修 警察 警察

県道ではないため市対応（R2県維持）
横断歩道の停止線手前に、カラー舗装を設置して注
意喚起を図りたい。（Ｒ２交安）
カラー舗装を設置しました。（Ｒ３市建設）

ガードレール設置について検討します。（Ｈ26）
具体的な場所を教えてください。（Ｒ２交安）
転落防止柵を設置しました。（Ｒ３市建設）

南側に待ち場所が確保できないため、現状では設置
できません（Ｈ３０警察）
横断歩道を設置しました。（Ｒ２警察）

鎌田中学校

横断歩道あり（ダイヤマーク）の復旧要望を松本警
察署へ伝達しました。（Ｈ26）
交差点の前後に注意を促すドットラインの設置しまし
た。（Ｈ26）

6～7月を目処に、高木の手入れ（胴ぶきやひこばえ
の除去）及び低木の剪定を行います。（Ｈ２７維持）
国道19号から西は市道となります。横断歩道手前に
ドット線を設置します（Ｈ２７交安）横断歩道の補修を
実施しました（H29警察）

補修を実施しました（H29警察)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

4

セブンイレブン松本
中条橋店から南下
した穴田川沿いの
道路

車の往来が激しく、かなり速度を上げて通行する車
が多い。

注意喚起と取り締まり（H28) 道路（交安） 警察
道路（交安）

5

征矢野の道祖神か
らラーメン屋「凌駕」
までの道路

車の往来が激しく、かなり速度を上げて通行する車
が多い。

注意喚起と取り締まり（H28) 道路（交安） 警察
道路（交安）

6

鎌田中学校プール
南側の交差路

見通しの悪い交差路だが、年金事務所の建設によ
り、さらに見通しが悪くなったため、通行する車と生
徒が出会い頭に接触することが危惧される。（車か
ら歩行者を確認しにくい。）

車道に一時停止の標識の設置また
は停止・減速を促す路面表示をして
ほしい。

市（交安）
警察
市（建設）

市（交安）
警察
市（建設）

(1) 大庭信号機から沙
田神社に至る通学
路

道路が狭く、車の交通量も多い。歩道がない所から
ある所への横断箇所は左右の見通しがあまりよくな
い。（Ｈ26）

道路を横断する際の一時停止と右
左右の安全確認。左右が見通せる
子ども目線のカーブミラーの設置。
（Ｈ26）現在、児童へ一列で歩行する
ことを指導している。また、１・2年生
は、春の交通安全教室でも歩行訓練
を行っている。今後も交通安全教室
を行っていきたいので、その際は安
協、警察の方へご協力していただき
たい。

道路（交安） 学校
道路（交安）

(2) 高速道路高架下の
隧道をぬけたカーブ
のある交差点（小
柴・町区・永田）

隧道をぬけ出た道路は高速道路の側道になってい
て、交通量が多い。特に通学時間帯の車の通行は
多く、スピードも出ている。（Ｈ26）

隧道をぬけ出た所で一旦停止をし、
右左右の確認をして横断歩道を渡
る。挙手をして車の運転手に横断の
意思表示をするとともに、確実に車
が停止したことを確認してすばやく渡
る。（Ｈ26）

道路（交安） 学校
道路（交安）

(3) 松本合同庁舎南、
信号機のない横断
歩道

一日を通して交通量は多い。特に午後の帰宅時間
帯は合同庁舎へ向かう車が多く、児童が横断しよう
としても停止してくれない車が多い。（Ｈ26）

１　車の運転者へ横断の意思をはっ
きりと示す。対向車線の運転手が気
付かず走り去っていくことがあるので
左右の車が確実に停止したことを確
かめて渡る。無理せずに落ちついて
横断する。
２　安全ぼうやの設置。（地区安協）

市（交安、建設） 市（交安、建設）

島立小学校

交差点マーク周囲にカラー舗装を設置して、注意喚
起を図りたい。（Ｒ２交安）
待ち場所の整備を待ち、横断歩道を設置します。（Ｒ
３警察）
横断歩道の設置に伴い、ガードポストや外側線等設
置します。（Ｒ３市建設）

減速対策としてドット線が設置されています。
現状でご理解ください。（Ｈ28）

通学路の路面標示もされています。
現状でご理解ください。（Ｈ28）

歩行者用ストップマークを設置しました。（Ｈ26）
薄くなったストップマークを復旧します。（H29）

薄くなった区画線を復旧しました。（Ｈ26）

停止線手前にカラー舗装を設置して、注意喚起を図
ります。（Ｒ２交安）
カラー舗装を設置しました。（Ｒ３市建設）

【エリア　　島立、新村、和田】
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(4) 中村公民館にほど
近い､高連道路下の
燧道から中村公民
館側へ出てくる箇所

横断歩道がなく､児童が通行するために手をあげる
が､通勤の車がスピードを出して通行するためにな
かなか停止してくれない。

横断歩道の設置 合同点検実施箇所
H25.9.11

警察により横断歩道が新設され､
合わせて区画線の復旧を行いま
した。

(5) 市道（三ノ宮　島立３
３５１と３３４７の間の
道路）

現在、指導線が引いてあるが、通学時の交通量が
多く、見通しも悪いため、車から指導線が確認しにく
い。

現在、児童へは必ず一時停止するこ
と、指導線のないところでは、絶対に
斜め横断をしないことを指導してい
る。指導線ではなく、横断歩道の設
置を希望する。
横断場所に一時停止のマーク（足の
形のマーク）をつけてほしい。

市（建設） 市（建設）

(6) 大庭駅付近の踏み
切り

踏み切り近くの停止位置が線路に近いため、松本
電鉄の電車から警笛を鳴らされることがよくある。

停止位置のマークを現在よりも後方
（線路より離れた位置）に設置してほ
しい。

(7) 県道320号線　新田
蛇原（蛇原公民館前
の横断歩道）

登校時間にかなりの交通量があり､車が減速せずに
急停車することがある。
H２５年８月２日午後人身事故発生箇所。
蛇原公民館前､横断歩道を通り横断途中､小2児童
がはねられる。
堀米新田信号待ちで停車している車の間から、道
路中央付近で､反対方向から来た車にはねられた。
渋滞が激しい箇所で､横断歩道で手を挙げても車が
止まってくれないことが多いという。
Ｈ２６年２月にも蛇原橋付で渋滞中道路を横断しよう
としてひかれそうになった子がいた。
田川小職員が運転してしていても､車の間から渡ろ
うとする歩行者に危険を感じることがあるという話が
でる。

信号機の調節による渋滞の解消。
横断歩道で手を挙げたら車が止まる
よう警察による取り締まり､指導(歩行
者保護義務違反）
県道倭北松本停車場線の渋滞解消
策

県

合同点検実施箇所
H25.12.24

県

(8) 大庭信号機交差点 横断を待つ場所がわかりにくい。内輪差で巻き込ま
れる恐れあり。

横断場所に一時停止のマーク（足の
形）をつけてほしい。

市（建設） 市（建設）

ガードポストと歩行者用ストップマークを設置しまし
た。（Ｒ３市建設）

交通量が多く､朝夕は渋滞が激しい｡
横断歩道前後にも停車するため､横断歩道がわかり
にくい。
（松本建設事務所）
横断歩道の前後へのカラー舗装を検討する。

神社前の横断指導線部分に
ストップマークを設置します。（H29)
歩行者用ストップマーク、交差点マークを設置しまし
た。（Ｒ３市建設）

アルピコ交通㈱に確認しましたが、現在の停止指導
線の位置が近すぎるということはないようです。現状
でご理解ください。（H29）

芝沢小学校
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(1) 下新信号交差点
（松本不動産セン
ター側）

不動産センター横の家の壁で車から歩行者が見え
ない。交通量多く赤でも曲がってくる車あり。（Ｈ26）

歩車分離式信号の設置。（Ｈ26） 合同点検実施箇所
H27.1.23

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

警察

(2) 東新公民館前の交
差点から芝沢小学
校までの道

道幅が狭いのに交通量多い。
東西の道から交差点で減速せず南北の道へ曲がっ
てくる車あり。（Ｈ26）
歩道が無い（Ｈ２８）

１　『交差点部へ交差点マーク及び
停止指導線を設置する』とあるが、
未設置なので早急に設置して欲し
い。
２　東新公民館前交差点付近の道路
にある「通学路」の文字が消えか
かっており、早急に書き直して欲し
い。また、通学路を示す「～ゾーン」と
いうような色をつけてほしい。
（以上Ｈ26）
歩道を設置してほしい（Ｈ２８）

道路（交安） 道路（交安）

(3) 山塩線の和田郵便
局横断歩道

歩行者信号が青でも無視して入ってくる車がある（4
月事故が2件あった）（Ｈ26）

松本方面からのカーブにさしかかっ
た場所に予告信号を設置して欲し
い。（和田薬局周辺）（Ｈ26）

合同点検実施箇所
H27.1.23

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

警察

(4) 和田郵便局北側Y
字道路

見通しが悪く危険。（Ｈ26） 「通学路」標識や減速させたり、歩行
者への注意喚起をする標識の設置。
（Ｈ26）

合同点検実施箇所
H27.1.23

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）

(5) 芝沢小学校南側の
T字路

車がスピードを出しすぎており危険。（Ｈ26） 「通学路」標識や減速させたり、歩行
者への注意喚起をする標識の設置。
（Ｈ26）

道路（交安） 道路（交安）

(6) 和田中観音寺から
和田神社への道路

抜け道となっており減速しないで見通しの悪い道を
走る車が多く大変危険。（Ｈ26）

「通学路」標識や減速させたり、歩行
者への注意喚起をする標識の設置。
（Ｈ26）

道路（交安） 道路（交安）

(7) 殿万年寺西の五叉
路とﾌﾙﾊﾀ建設前の
十字路

時間規制（進入禁止）なのに無視して入る車あり（以
前人身事故もあった）（Ｈ26）

万年寺西：看板をみやすいものに変
える。
十字路：カーブミラーの見やすい位
置への変更、あるいは角度の調整。
他、全般に通学路標識の設置。
（以上Ｈ26）

合同点検実施箇所
H27.1.23

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

警察
道路（交安）

(8) 根石　国道158号を
渡る箇所

坂道で車がスピード出して危険。
北側に歩道なし。
白線が薄くなっている。（Ｈ26）

１　「通学路」標識や減速させたり、
歩行者への注意喚起をする標識の
設置
２　歩道の設置
３　白線の引き直し
（以上Ｈ26）

合同点検実施箇所
H27.1.23

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（県）
警察
道路（交安）

カーブ区間に注意を促すドットラインを設置しました。
（Ｈ26）

薄くなった路面標示を復旧しました。（Ｈ26）

交差点の南北に注意を促すドットラインを設置しまし
た。（Ｈ26）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(9) 芝沢小学校南側の
和田中方面（児童セ
ンター）に向かう農
道の交差点

東西方向の車が速度超過
交差点西側に横断歩道がなく、大変危険。（Ｈ26）

横断歩道の設置。（以上Ｈ26） 合同点検実施箇所
H27.1.23

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

警察
道路（交安）

(10) 南和田
市道（真光寺北交差
点～南和田公民館

朝の通勤時間帯は道幅が狭いにもかかわらず速度
の速い車が多い。幸野屋周辺はカーブになっている
ため、子どもに気づくのが遅くなる。（Ｈ27）

歩行者注意などの標示板の設置。
（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

(11) 観音寺口信号機北
から観音寺へ続く道
（南和田）

・道幅が狭く、垣根などで見通しが悪く危険。
・抜け道を渡るときに車がみえない。

・通学路標識や歩行者注意などの標
示板の設置。
・横断歩道の設置。
・木の枝の伐採。

道路（交安）
警察

道路（交安）

(12) 松見屋商店前の四
つ角（和田中・和田
町）

・見通しが悪い。
・東西方向の車がスピードを出していて危険。
・学校へ向かう際に、手前で反対側に渡ってから横
断歩道を渡らなければならない。

・反対側にも横断歩道を設置。
・原則や歩行者への注意を促す標識
の設置。

道路（交安） 道路（交安）

(13) 手押し式信号機の
ある横断歩道148
（境）

・東側の交通が、朝多い。手押し式信号機がある
が、気づかずに走る車があり危険。

・注意を促すためのドットラインの設
置。

道路（交安） 道路（交安）

(14) 上新西
国道158号線新村交
差点～倭橋周辺

道が狭く、車のすれ違いが難しい。通勤車の通り抜
けの道となっており、朝は交通量が多く危険。
（Ｈ27～）

通学路の標識やグリーンベルトの設
置。（Ｈ27、H28）

道路（交安） 道路（交安）

(15) かしわや西側、元岩
岡商店からの横断
歩道。（上新東）

見通しが悪く危険。 ・見通しが悪く危険。ドライバーに注
意を促す看板。

道路（交安） 道路（交安）

(16) かしわや東側、元岩
岡商店の横断歩道
（山王）

見通しが悪く、最近、事故が起きた。 ドライバーに更に、注意を促す看板
など。

道路（交安） 道路（交安）

(17) 蘇我
シントー電気工業所
北Ｔ字路（和田290）

歩行者用のストップマークが消えてわかりにくくなっ
ている。（Ｈ27）

ストップマークの塗り直し。（Ｈ27） 道路（交安） 道路（交安）

停止線手前にカラー舗装を設置しました。（H29）

停止線手前にドット線を設置します。（H29）

通学路の路面標示と外側線を設置します。（Ｈ27）

ストップマークを復旧します。（Ｈ27）

横断歩道手前にカラー舗装を設置します。（H29)

車両の減速対策として外側線を設置します（Ｈ２７）

「通学路」の路面標示を設置します。（H29）
詳細な場所不明ですが両側に待ち場所が無ければ
横断歩道は設置できません。（R1警察）

看板は設置されています。
現状でご理解ください。（H29)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(18) 和田蘇我停留所周
辺（蘇我）

・登校時に児童のとびだしの危険。
・登下校時に、１００名を超える児童、自転車通学の
生徒、通勤の車で混雑しており危険。
・地震などでブロック塀の倒壊の恐れ。

・カーブミラーの調整。
・ストップマーク設置。
・樹木の剪定。

道路（交安） 道路（交安）

(19) 蘇我の安心の家前
の停留所（和田蘇我
～南新中停留所）

・北から南に向かう車から非常に見えにくい。物置に
隠れてしまい、気づくのが遅れたり対向車がくると先
の待避所ですれ違うために、スピードがあがる車い
る。子ども向けのストップマークはなく、運転者への
横断者ありの注意喚起表示がない。
・登下校時に、１００名を超える児童、自転車通学の
生徒、通勤の車で混雑しており危険。

・歩車道分離式道路と横断歩道の設
置。

道路（交安）
建設課

建設課

(20) 安塚
愛美容院先の交差
点

停車位置で止まらない車がある。波田方面からの
車の抜け道になっており交通量が多い。
（Ｈ27、H28）

①止まれの標識設置。
②路側帯の設置。
③6：30～7：30に通行規制表示
（以上Ｈ27）
④曇ったカーブミラーの交換（H28)
⑤停止線の塗替え（H28)

道路（交安） 警察
道路（交安）

(21) 下新北公民館東側
～50メートル（市道
松本新村線）

カーブになっていて車が来るのが歩行者側からわ
からない。児童には１００ｍ先から左側通行をして、
公民館内の公園を通って登校している。

市道の南側に歩道を設置してほし
い。　　　右側通行するために、渡る
ところには横断歩道を設置してほし
い（Ｈ２８）

道路（交安） 道路（交安）

(22) 158号線。げんだい
寿司付近の交差点
から精米所にかけ
て

安曇野市方面から158号線へ抜ける車が多い。 横断歩道の設置。止まれ標識の設
置（Ｈ２８）

道路（交安） 道路（交安）

(23) 上新東師道8508号
腰原電子から下新
北交差点まで

倭橋南から抜け道として使われていて、交通量が多
い。歩道に土や草が堆積し、歩道を歩けない。

土や草の除去、歩道の設置（H28) 道路（交安） 道路（交安）

(24) 北新・松本大学前駅
の踏切付近。

・学生が原付バイクで大学前から急にとびだすこと
があり危険。

・学生に通学路であることを周知し、
一旦停止の注意喚起。

道路（交安） 道路（交安）

(25) 新村郵便局から南
に出て、松本大学に
つきあたるＴ字路。
（北新）

・道幅が狭く、Ｔ字路の左右が見えにくい。
・Ｔ字路になっているが、大学側から車が出てくるこ
とがある。
・郵便局やその先の新村保育園へ行く車、国道へ
抜ける車などの出入りが多い。
・郵便局の向かい側が新たに松本大学の駐車場と
して整備中。今後交通量が増える心配。

・「徐行」「注意」などの文字を道路に
書いて注意を促す。

道路（交安） 道路（交安）交差点マークは設置してあります。
交差点マークの周りを赤く囲みます。
松本大学へ状況を伝達します。（H29）

市道南側にグリーンベルトを設置します。
横断箇所については横断指導線を設置します。（Ｈ
28）

薄くなった停止指導線を復旧します。（Ｈ28）

歩道を設置するためには地権者の同意が必要で
す。
地権者の同意が得られた段階で実施の検討を行い
ます。（Ｈ28）

停止指導線は設置されています。
松本大学に状況を伝達します。（H29）

①松本警察署に要望を伝達します。
②外側線を設置しました。
③松本警察署に要望を伝達します。（Ｈ27）
④ｶｰﾌﾞﾐﾗｰを交換しました。
➄薄くなった停止指導線を復旧しました。（Ｈ28）

西側はストップマークが設置されています。東側につ
いてはスペースがないため設置できません。（H29）

建設課に蘇我町会より道路拡幅要望が提出されて
いますので、計画中です。（H29）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(26) 殿　観音寺前の横
断歩道

和田神社方面からくる車は、カーブしてすぐ歩道に
なるため、子どもに気づくのが遅くなる。

歩行者注意の看板の設置（H28) 道路（交安） 道路（交安）

(27) 殿万年寺西側五叉
路から和田中公民
館（殿）

・進入禁止の時間帰省中に通行する車両あり、年々
増加。
・道幅が狭く、子どもの避難箇所がなく危険。

・五叉路の道路に「７～９進入禁止」
などの標識を設置。

道路（交安） 道路（交安）

(28) 万年寺西側五叉路
（殿）

五叉路手間道路の路面標示（５本）が消えている。
（＞＞＞＞＞）

・書き直してほしい。 道路（交安） 道路（交安）

(29) 和田神社前の
交差点（殿）和田
2415-4

車の通りが多く、横断しづらい。カーブで、ドライ
バーから子どもの姿が見づらい。

・横断帯・横断歩道の設置。
・歩行者注意などの表示設置。

道路（交安） 道路（交安）

(30) 窪田空穂記念館～
和田中信号までの
道路（殿）

道幅が狭いのにもかかわらず、朝の通勤の車がス
ピードを落とさず走っている。

・注意喚起のために、グリーンベルト
をぬってほしい。高綱中と同内容

道路（交安） 道路（交安）

(31) 市道（蘇我公民館前
十字路）

ゴミ収集時間と登下校時間が重なるため、子どもの
横断に危険（H28)

通学路表標示、子ども横断注意の標
示（H28)

道路（交安） 道路（交安）

(32) 三溝駅から西原町
会西側道路

三溝駅方面から山形方面への通勤のう回路として
通る車がスピードを出して通るため危険。防風林の
ため、子どもの姿が見にくい。（H28)

横断歩道の設置。歩行者用ストップ
マークの設置（H28)

道路（交安） 道路（交安）

(33) 西原町会内北区遊
歩道付近道路

北区遊歩道から車道へ出る地点の見通しが悪く、
子どもからも車からも確認しにくい。カラー舗装の色
が薄れてきている。車道のT字路は、カーブと大きな
木でとても見にくい。（H28)

カラー舗装とカーブミラーの設置
（H28)

道路（交安） 道路（交安）

(34) 和田児童公園西側 西原地区から和田児童公園にかけての道が、保育
園の送迎などの車で混雑し、交通ルールも守られ
ず危険。

停止線の塗り直し。（Ｈ28）
ストップマークなど標示板の設置
（H28)

道路（交安） 道路（交安）

(35) 衣外公民館横の道
路（公園への道）

スピードを出す車が多い 歩行者注意などの掲示板の設置 道路(交安） 道路（交安）

現状でご理解ください。（H29）

ストップマークの設置について検討します。（Ｈ28）

減速してくれば木の間から車両が確認できるため
カーブミラーは設置しません。
遊歩道部分にストップマークを設置しました。
ｶﾗｰ舗装については現状でご理解ください。（Ｈ28）

薄くなっている交差点周りの外側線と交差点マーク
を復旧します。（Ｈ28）

既設の看板があるため現状でご理解ください。（Ｈ
28）公園付近には遊園地ありの看板が設置されてい
ます。現状でご理解ください。（H29)

薄くなった「止まれ」文字を復旧します。（H29）

一時停止の標識が設置されています。現状でご理
解ください。（H29）

幅員が確保できないため、グリーンベルトは設置で
きません。（H29）

幅員が狭く看板の設置場所もないため現状でご理
解ください。（Ｈ28）

通学路の路面標示を設置します。
場所については町会と協議します。（Ｈ28）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(36) 高綱中から新村駅
を結ぶ道路の南東
地区にある手押し式
信号のある横断歩
道

車の交通が多く､手押し式横断歩道があっても気づ
かずに走っていく車があるため危険。

点滅信号だけでなく､横断者が安全
に渡れるようにしてほしい。

警察、
交通安全課、
学校

合同点検実施箇所
H25.12.25

警察

(37) 東新公民館から小
学校へ続く道

朝のラッシュ時の往来が激しい。歩道が無い 歩道の設置 道路（交安） 道路（交安）

(38) 和田中信号機から
和田町公民館、窪
田空穂記念館の通
学路

民家が少なく、冬の除雪がされていない。児童が車
をよけながら雪道を歩いている。（H28)

優先的な除雪（H28）

(39) フルハタ建設から観
音寺までの道(殿）

道幅が狭く、カーブがいくつかあるが、通学時間の
波田からの車の進入が大変多く、スピードが異常に
速いので非常に危険。道沿いに幅２ｍの川があり危
険。ガードレールの老朽化。途切れている箇所があ
る。（Ｈ３０秋～）

・スクールゾーンにしてほしい。
・ガードレールを新しく作り直してほし
い。
・通学路の警戒標識の設置。

市（交安）
警察

(40） 国道１５８号線を渡
る横断歩道（根石） ・波田方面からくる車がスピードを出して走行。

・子どもたちが横断歩道で手を上げて停車しない。
・歩行者用のストップマークが増えてわかりにくく
なっている。（Ｈ３０秋～）

・通学路標識の設置。
・歩行者への注意換気標識の設置。
・警察官による定期的なパトロール。

県（維持）
警察

合同点検実施個所Ｈ２
７．１．２３

別紙点検調書のとおり
県（維持）
警察

(41） 倭橋南側から西側
へのびる側道。（上
新東市道8508号
線））

7:00から8:30の通行禁止の表示が消えかかってい
る。

標示の書き直し。

警察 警察

（42）
空穂記念館前の道
路で、和田町から下
和田を横切る道路

登校時の車の通行量が多く、また、スピード出す車
両も多い。また、水路があったり，生け垣が出ていて
危ないヶ所があったりする。本年度は、車との接触
事故も起きた。

・両側にグリーンベルトの設置
・横断歩道の設置
・はっきりとした標識の設置

警察
市（建設）

警察
市（建設）

（松本警察署）
本来信号機の設置が難しい箇所であるが、通学路と
いうことで少し無理に設置した経過がある。
車の待機スペースの関係もあり点滅信号から完全
に信号に変えることはできない。
（交通安全課）
注意を促すためのドットラインを設置します。
薄くなった外側線を復旧します。
（芝沢小）
信号待ちの箇所を手前付近にするように児童に指
導し、安全を図りたい。

「通学路」の標識設置について道路管理者でも引き
続き検討します。（R1県維持）
定期的なパトロールを強化します。（R3警察）

補修対応しました（R1警察）

横断歩道に関しては、要望場所をお示しください。な
お設置に関しては、待ち場所確保等の基準を満たす
必要があります。（Ｒ３警察）
スピードを出す車に対しては、速度取締りを実施しま
した。（Ｒ３警察）
グリーンベルトを設置しました。（Ｒ３市建設）

歩道設置については現状でご理解ください。外側
線、グリーンベルトの設置について検討します。（Ｈ２
８交安）

除雪路線となっているため、除雪を行います。（H29）

速度落せの路面標示を追加します。（H30）
スクールゾーンは関係町会と協議して、合意形成の
後、学校と町会長の連名で要望書の提出をお願いし
ます。　（R1警察）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

（43）

太子堂
市道　鎖川バイパス
（Ｈ27.7開通）太子堂
公民館近くの横断
歩道

27年9月に横断歩道が設置された。しかし、朝6：30
～7：00にかけて、子どもたちが横断する際に、山形
方面への通勤の車が多く、速度の速い車が多く危
険である。（Ｈ27、H28）

押しボタン式の信号機の設置。（至
急対応してほしいとの声が、多数寄
せられている。）
（Ｈ27、H28）

建設課
市（交安）
警察

建設課
市（交安）
警察

（43）
太子堂公民館を横
切る道路

太子堂公民館は児童や住民が多く利用するが、渡
るための横断歩道がなく、大変危険。

・横断歩道の設置 警察 警察

(1) 高綱中学校西交差
点付近

朝の混雑した時間帯、自転車通学生、道が狭いた
め大変危険。（Ｈ26）

道路（交安） 学校
道路（交安）

(2) 「高綱中学校西」信
号機から西へ進む
道路

自転車通学が走行することが多いが、車道が狭く、
車通りも多いので危険。（Ｈ25、Ｈ27）

車道の拡張または自転車通行可の
歩道の設置。（Ｈ25、Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

(3) 高綱中学校西交差
点から東のT字路

民家の生垣で視界が悪いため車が確認できずに飛
び出してきて危険（H28)

カーブミラーの設置をお願いしたい
（H28)

道路（交安） 合同点検実施箇所
H25.9.11

道路（交安）

令和３年に交通実態を調査しましたが、横断者がい
なかったため、現状での設置は困難です。（Ｒ３警
察）

　信号機設置の要望を松本警察署へ伝達しました。
（Ｈ２７）
　　H28継続して、信号機設置の要望を松本警察署
へ伝達しました。
　当バイパス道路と通学路（既存市道）との交差点
の信号機設置については、横断者の安全確保のた
め、工事着手前から交通管理者と協議を行っており
ます。現在、横断歩道については、交通管理者（警
察）が設置をしました。また、信号機の設置について
は、交通の状況を見ながら、必要に応じて対応する
と聞いています。
H30新規要望１と関連
　H30松本警察署と現地立合いを行い、信号機設置
の要望を伝達しました。【建設課】
　横断者が少ないため、信号機の設置は困難です。
道路管理者による速度抑制等の路面標示で対策を
お願いします。（Ｒ３警察）

カーブ区間に注意を促すドットラインを設置しました。
（Ｈ26）

自歩道の設置には、用地提供等に関する同意が必
要ですので、地元町会を通じて要望いただくようお願
いします。（Ｈ25）

松本市道ではないためカーブミラーは設置できませ
ん。（Ｈ28）

高綱中学校
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(4) ｢芝沢小学校東｣信
号機横の自転車待
機スペース

自転車通学の生徒が待機するには2人までが限度
の広さしかなく､３人以上になると､手前の道で待た
なくてはならず危険。

警察、 (警察）
待機人数を減らすため､警察によ
り信号サイクル調整が行われま
した。
(交通安全課）
現待機スペース周辺には､余分な
土地がないため拡張は不可能で
ある。

(5) 大庭信号から島立
小学校

交通量が多く、道が狭い 用水路にふたをしてほしい 道路（交安） 道路（交安）

(6) 東新の交差点専称
寺方面の通学路

通学路にグリーンベルトが塗っていない 通学路にグリーンベルトを塗ってほし
い

道路（交安） 道路（交安）

(7) 窪田空穂記念館～
和田中信号

通学路にグリーンベルトが塗っていない 通学路にグリーンベルトを塗ってほし
い

道路（交安） 道路（交安）

(8) 県道２９１号線和田
郵便局北東の信号
機のないＴ字路（市
道7026号と交差す
るところ）

相当数の自動車がＴ字路で県道から狭い道へと右
左折する中、自転車通学生は直進する状況があ
る。

信号機設置は難しいと思われるた
め、自動車等に何らかの注意喚起を
促す手立てがほしい。 県（維持）

市（交安）
県（維持）
市（交安）

(9) 「高綱中学校西」の
信号から西に向かう
道路

舗装の老朽化に伴い、路面上の表示が薄れ、見え
にくくなっている。

路面標示の引き直しをお願いした
い。

市（維持、建
設）

市（維持、建
設）

1

青島信号から西方
面へ向かう簡易横
断歩道

線が消えかかっている（H28) 塗り直しをお願いしたい（H28） 道路（交安）

路面標示は建設課で対応済みです。また、舗装の老
朽化が著しい箇所については補修工事を実施しまし
た。（Ｒ３市維持）
路面標示を再設置しました。（Ｒ３市建設）

島内小

幅員が確保できないため、グリーンベルトは設置で
きません。（H29)

横断指導線を復旧します。（Ｈ28）

幅員が4.0ｍ以上あるため蓋掛けは行いません。
（H29）

【エリア　島内　】

幅員が確保できないため、グリーンベルトは設置で
きません。（H29)

市道側は既に看板が設置されているので設置しま
せん（Ｈ30交安）
（R1県維持）通学路看板の設置について引き続き検
討します。

(松本警察署）
押しボタン式の歩行者用信号機の青の時間を､通学
時間に限り１０秒から１５秒へ伸ばすことで渡れる人
数を増やし､信号待ちの人数を減らすことで対応。
(その場で以下の時間帯の信号の時間を変更）
朝７:００～９:００，夕１５:００～１７:００
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

2

青島信号から小宮
方面へ向かう通学
路。高速道路下を過
ぎたところの十字
路。

道路が狭く、交通量も多いので危険。歩道が無い。
大型トラックも通行するが、車への注意喚起が少な
い（H２８）

グリーンベルトをつくってほしい。白
線も塗りなおしてほしい。登校時左
側通行、下校時　右側通行（H28)
通学路の看板標示。（H28)

3

松本市児童センター
（松本市大字島内
4884-5）東側の勘左
衛門堰

・フェンスが途中でなくなっている。危険注意の看板
が消えている。

・フェンスがない場所にフェンスをつ
けてほしい。
・消えている文字を書き直してほし
い。

道路（交安） 道路（交安）

4

東方地区住宅内
クランク

見通しが悪く、車がいきなり曲がってくるので、危険
である。

通学路を示す看板を付けてほしい。 道路（交安）

5

青島信号から木下
工房までの水路

歩道の道幅が狭く、水路もむき出しになっていて危
険。

道幅を広くするか、緑のラインを引い
てほしい。

道路（交安）
学校教育課

6

長野自動車道高架
下から酒屋までの
道の横断歩道（木下
公房～）

横断歩道の白線が消えかかっている。（Ｈ３０秋） 見やすく塗りなおしてほしい。

7

島内の信号から踏
切へ向かう歩道の
踏切直前の横断歩
道

児童が多く横断する箇所であるが、横からくる車が
多く危険。（Ｈ３０秋）

白線を太くし、児童が横断する場所
であることが分かるようにしてほし
い。

8

島内信号の歩道橋 階段のコンクリートが崩れｍ金属部分がむき出しに
なっている（H28)　　　　　　　　　　               　ＰＴＡ
連合会からも再要望（Ｈ30）

補修（H28) 市（維持）

9

県道３１６号線の島
内交差点にかかる
歩道橋

通学の様子は良いが、老朽化が進んでおり、歩道
の一部に剥がれがみられる。また上を電線が通って
おり子どもの背の届く高さに近く危険。（R1秋）

歩道橋の修繕や、歩道橋付近の電
線の配置等の確認をし、必要に応じ
て改善してほしい。

10

市道8102号線(校門
前より島内保育園
前までの区間)

朝の通勤時間帯や下校時刻も、車がスピードを出し
て通過するため、児童が登下校の際は危険を感じ
る。

ゾーン３０規制をしてほしい。
校門前の横断歩道の白線の塗り直
し

警察 警察ゾーン３０を希望する区域が不明なため、場所の明
示をお願いします。なお、前提として希望区域の合
意形成が必要となります。（Ｒ３警察）
校門前の横断歩道については明瞭に標示されてい
ると思われます。（Ｒ３警察)

道路の幅員が狭いためｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄを設置することは
出来ません。
通学路の路面標示を設置します。（Ｈ28）

水路管理者である勘左衛門堰土地改良区へ相談し
てください。（H29)

外側線を設置します。（H29）

道路幅員がないためグリーンベルトは設置できませ
ん。（H29)道路拡幅には用地が必要となりますので、
地元町会にまずご相談ください。
市維持課に依頼しました。町会の方にも相談いただ
くようにお伝えしました（R1学校教育課）

白線については既定の幅となっているため現状でご
理解ください。ストップマークを設置しました。（H30）

階段破損部分の補修を行います。

補修対応します（Ｈ30警察）

当該歩道橋は松本市に移管済み（県）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

11

西友島内店とコイン
ランドリー前の交差
点（市道８００３号）
横断歩道

車の交通量が多く、また信号の
ない交差点のため､児童のかかわる事故が起きて
いる。（Ｈ３０秋～）

横断旗を設置し、横断の際に使用で
きるよう
にしてほしい。児童の横断が分かる
よう、目立つ看板を立ててほしい。

学校教育
市（交安）
市（建設）

学校教育
市（交安）
市（建設）

1

中学校前道路 ・道幅が狭く見通しが悪い。
・交通量が多い。
・右側を歩行者、左側を自転車で通学しているが、
道幅が狭く車の行き違いが困難。（Ｈ26）

①街頭指導での呼びかけ。
②一方通行にしていただく。（時間帯
通行制限など）
③正門前に一旦停止の表示。
（以上Ｈ26）

道路（交安） 合同点検実施箇所
H26.12.17

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

学校
警察
学校教育
道路（交安）

2

「合同庁舎北」信号
の西、松本あいらん
ど郵便局東の５差

路

交通量が多く、徒歩の通学、自転車の通学の生徒
も多い。特に北側から南側に横断する時に見通しが
悪い。（Ｈ２９～）

横断歩道はあるが、止まってくれる
車は少ない。信号機の設置が必要。

警察

3
八幡原の学北道路
(市道8102号）

アルプス大橋の開通に伴い、交通路が増加してい
る。（Ｈ２９）

２カ所に横断歩道を設置していただ
きたい。島内6483－9　滝澤タイル店
前交差点と、6409－5交差点に東西
に渡る横断歩道を希望。

警察

4

旧北方公民館周辺
（島内6830）

夕方、街灯が無く暗い。（H29～） 街灯の設置をお願いしたい。 学校教育課

5

堀米新田信号から
島内信号までの道
路（市道8003号）

歩道が片側にしかないため、特に朝や夕方の通勤
通学時間帯になると、歩行者が増える。歩道は決し
て広いとはいえず、道幅も片側一車線で、その割に
朝、夕方の歩行者や通行車両の量が多い。また、
島内信号側の踏切では、電車の通過を待つ歩行者
が、歩道が片側にしかないため車道の方まであふ
れ、接触の危険もある。

両側に歩道の設置を要望

市（交安）　学
校教育

6

県道316号線　島内
交差点
歩道橋

・老朽化により、歩道の一部が破損し、歩行に影響
が出そうな状況である。
・電線が近くにあり、接触の恐れがある。（R1秋）

歩道橋路面の修繕及び、電線の張
替等の改善

(１)横断旗は地元町会の安協さんに依頼ください。⑵
横断歩道の標識が設置されています。現状でご理
解ください。（H30）
停止線手前にカラー舗装を設置して、注意喚起を図
ります。（Ｒ２交安）
カラー舗装を設置しました。（Ｒ３市建設）

両側に待機場所がないと設置できません（H30警察）

町会対応となりますので、該当の町会へご相談くだ
さい（H29)

従道路からの交通量も多いため、信号機を設置する
場合は、交差点の交通の流れを管理する信号機を
設置します。（従道路から進行してきた車両に歩行
者が撥ねられる可能性があるため）　　しかし、現状
北側の道路形状が二又で悪く、設置できません。北
側を改良して正十字の交差点にしないと不可です
（Ｈ30警察）

グリーンベルトを設置しました。
「通学路」の文字を設置しました。（Ｈ26）

松島中学校

現状では幅員が確保できないため歩道の設置はで
きません。また、歩道設置には新たに用地を確保す
る必要がありますので、町会とも相談してください。
（R1公安）

当該歩道橋は松本市に移管済み（県）

65 / 113 ページ



                                                                                                                 

通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

7

県道320号線松本あ
いらんど郵便局手
前五叉路

交通量が多く、横断歩道が一カ所しかないため、横
断が困難で、下校時に生徒がたまりやすい。

横断歩道の増設と、歩道と道路の間
にガードパイプまたは歩行者保護用
のポール設置及び歩行者用信号を
つけしてほしい。

県（維持）
警察

県（維持）
警察

8

県道320号線交差点
数カ所

脇道から320号に出る交差点の数カ所に止まれの
表示がなく（あるいは見えにくい）、年に数回自転車
通学生と車の接触事故が発生している。

止まれの標識の設置及び薄くなった
横断歩道の再塗装

警察 警察

9

国道19号
(旧松本電鉄坂下バ
ス停より北へ向かっ
て300ｍ、旧「コイン
洗車場カーピカラン
ド」までの間)

島内地区内の国道１９号沿いで唯一歩道が欠落し
ています。
自転車で車道を通行することになり大変危険な状況
です。

当該区間約300ｍの歩道の設置を要
望します。
事故が起こらないよう、早急な対応
を望みます。

国 国

10

西友島内店とコイン
ランドリー前の交差
点（市道８００３号）
横断歩道

車の交通量が多く、また信号のない交差点のため､
危険である。また、音文ホール方面から来る車両か
ら松島中学校→島内駅方面に向かう歩行者が見え
にくく、更にコインランドリー前のカーブミラーから歩
行者が確認できません。

押しボタン式の信号機の設置及び音
文ホールから来る道と市道との交差
点側に横断歩道の設置を望みます。
また、コインランドリー前に設置され
ているカーブミラーを歩行者が見え
るように調整をお願いします。

市（維持）
警察
市（建設）

市（維持）
警察
市（建設）

11

県道316号線　島内交差
点
歩道橋

・老朽化により、歩道の一部が破損し、歩行に影響が出そうな
状況である。
・電線が近くにあり、接触の恐れがある。（R1秋）

歩道橋路面の修繕及び、電線の張替等の
改善

市（維持） 市（維持）

菅野小学校

区画線による減速表示等について、検討します。
（R2県維持）
現状の交差点形状では、信号機の設置はできませ
ん。交差点形状の改良が必要です。（Ｒ３警察）
減速対策の区画線実施済み（R3県維持）

標示の補修は、順次、必要な箇所を選定し実施して
いきます。
一時停止規制の要望は、具体的な場所をお示しくだ
さい。
生徒への交通安全指導をお願いします。（Ｒ２警察）

本年１０月に、応急的な安全対策として（要望
区間の）路肩除草とカラー舗装を実施したとこ
ろですが、要望の歩道設置について、（要望区
間における）用地の課題整理を引き続き行いま
す。(R3国道事務所）

カーブミラーは車を見るための補助として設置してい
るため、現状でご理解願います。（R3維持）
信号建柱位置がないため、地元との調整が必要で
す。合意形成後、必要性を検討します。（Ｒ３警察）
歩道が整備されており、いわゆる「つなぎ横断歩道」
となるため、現在の基準では設置できません。（R3警
察）
カーブミラーでの歩行者の確認は、死角等があり確
実に確認ができないため、ミラーの調整はしません。
（Ｒ３市建設）

昨年度に歩道橋の一部を補修を行いました。残りはＲ４年度に
補修します。（R3維持）

【エリア　笹賀地区】
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(1) 笹賀巾下、柏木保
育園北坂の下、信
号・横断歩道

横断歩道と信号が交差点よりずれている。（Ｈ26）
春から初夏にかけて西日でドライバーから信号が見
づらい。坂から下ってくる車が信号無視をすることも
多く、危険（H28)

安全旗の設置。ドライバーから気づ
かれやすいように改善（H28)

学校教育課 合同点検実施箇所
H27.1.27

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

警察

(2) 笹賀菅野・中二子・
神林南荒井歩道橋

塗装が剥がれ、錆びている。また、通路のタイルが
剥がれている。（Ｈ26）

塗装の塗り直しと通路のタイルの補
修を行ってほしい。（Ｈ26）

建設総務
道路（維持）

道路（県）
道路（維持）

(3) 笹賀中二子高速側
道

交通量が多くスピードをだしているので危険である。
（Ｈ26）

対策をお願いしたい。（Ｈ26） 合同点検実施箇所
H27.1.27

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

警察
道路（交安）

(4) 神林寺家南水寺交
差点横断歩道

路面が凹凸している。（Ｈ26） 整地してほしい。（Ｈ26） 道路（維持） 道路（維持）

(5) 神林下神旧水代線
下神西バス停東の
横断歩道

横断歩道線と停止文字が消えている。（Ｈ26） 塗り直してほしい。（Ｈ26） 道路（交安） 警察

(6) 笹賀神戸菅野小学
校東側及び北側不
付近の道路・菅野小
学校南側付近の道
路

横断歩道線と停止文字が消えている。（Ｈ26） 塗り直してほしい。（Ｈ26） 道路（交安） 警察
道路（交安）

(7) 南荒井
神林2315～神林
1670-3

赤線区間は道が狭いにも関わらず交通量が多く東
西に走る道路にも関わっている為、車両の抜道にも
使用しやすく、特に朝の小学生・中学生の通学時間
帯との重なりもあり（地区は南荒井ですが、北側地
区の下神・寺家・梶海渡の児童も使用）冬季積雪区
間はさらに狭くなり大変危険です。（Ｈ27）

通学時間帯の車両の進入を規制し
てほしい。是非、検討ご協力をお願
いいたします。（Ｈ27）

合同点検実施箇所
H29.1.18

別紙「合同点検実施結果」のとおり

(8) 笹賀下小俣
神社の南側坂

坂を走って下ってくる児童がいて、そのまま道路に
飛び出してしまう場合もあり、見通しも悪い。
（Ｈ27）

通学路の看板の設置。（Ｈ27） 道路（交安） 道路（交安）

１　「止まれ」の文字は一時停止規制のない所には
標示できません。
２　横断歩道の要望は松本警察署に伝達しました。
３　小学校東側道路の外側線及び停止指導線を復
旧しました。北側は道幅が狭く外側線が設置できま
せん。
（以上Ｈ26）

安全旗は地元の安協さんにお願いしてください（Ｈ２
９）

路面に「通学路」の標示をします。（H27)

舗装補修済みです。（Ｈ26）

（県）
（市）危険箇所については随時補修を行っています。
（Ｈ26）

横断歩道及び停止線は復旧済みです。（Ｈ26）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(9) 笹賀東耕地
小俣交差点付近北
側２本の道路

交通量が多く、スピードを出している車も多い。（Ｈ
27）

歩道の確保や通学路の看板の設
置。
（Ｈ27）

道路（交安） 道路（建設）
道路（交安）

(10) 笹賀菅野町
五差路

五差路の交差点で、見通しも悪く、交通量も多い。
（Ｈ27）

車道の停止線がはっきりわかるよう
ように表示。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

(11) 笹賀神戸
松本環状高家線菅
野交差点の東側

交通量が多く、スピードを出している車が多く、周り
に学校、保育園等の施設もある。（Ｈ27）

信号機の設置。（Ｈ27） 道路（交安） 警察
道路（交安）

(12) 神林寺家
寺の南側直線道路

直線道路をスピードを出す車が多い。（Ｈ27） 横断歩道の設置。（Ｈ27） 道路（交安） 警察
道路（交安）

(13) 神林下神
寺の北側交差点

交差点の見通しが悪く、スピードを出す車が多い。
（Ｈ27）

通学路の看板の設置。（Ｈ27） 道路（交安） 道路（維持）
道路（交安）

(14) 県道土合・松本線さ
んコーポラス南の用
水路

水量が多く、子どもが流されたこともあり、危険。
（H28)

囲いやフェンスを敷設してほしい
（H28)

市（交安）

(15) ほっともっと松本神
林店北側道路

時間の通行規制があるにも関わらず、車の出入り
があり、危険である。スピードもだしてくる。（H28)

通行規制の強化、取り締まり（H28) 道路（交安）

(16) 県道　松本空港線
菅野交差点北～町
神

空港へ続く幹線道路で､交通量が多く､大型車の通
行も多い。

道路拡幅、歩道整備 県、
道路（交安）

合同点検実施箇所
H25.12.25

現在、事業中 県
道路（交安）

(17) 神林寺家青木家具
工場前交差点
自転車に乗った児
童が､交差点を一時
停止せずに飛び出
し､児童の右側から
来た自動車と接触し
たもの。

T字交差点｡
通勤時間には自動車の通行量が多い。

安全対策 道路（交安）

合同点検実施箇所
H25.12.25

道路（交安）

水路管理者等と検討します。（Ｈ28）
検討した結果、水路の幅及び深さが小さいため、
フェンスの設置は行いません。(R1交安)

この場所は規制がかかっていません。また、路面に
「通学路」と標示します。（Ｈ28）

大型車の通行量が多く危険である。
(松本建設事務所）
現在､菅野交差点北から340ｍの区間で歩道設置工
事をしている。
(交通安全課）
県道へ接続する市道に｢通学路｣文字及び外側線の
設置を検討します。

路地で見通しが悪いが､カーブミラーで車は確認でき
る。
(交通安全課）
交差点内の薄くなっている交差点マーク及び停止指
導線を復旧します｡
東西道路へ速度を抑制させる目的で外側線の設置
を検討します。

横断歩道の手前にカラー舗装を実施します。（Ｈ27）

1.小俣信号交差点より北・・・歩道の設置には用地が
必要であるので、町会と連携し地権者の同意を得て
ください。当面は薄くなった外側線を復旧します。
2.西側の道路は農道であるため現状でご理解くださ
い。（H27)

薄くなった停止指導線及びドット線を復旧します。
（H27）

外側線を設置し、薄くなった交差点マークを復旧し、
交差点を強調します。（H27)

減速対策として外側線を復旧しました。（H27）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(18) 神戸　セブンイレブ
ン菅野店から菅野
小学校へ入っていく
道

道幅が狭いにも関わらず、速度を出す車が多い 速度制限規制ができないか（H29）
看板等設置してほしい（R1秋）

警察 警察

(19) 南荒井の歩道橋
南荒井西、南荒井
南、菅野交差点の
歩道橋

階段部分の傷みが激しく足が引っかかることが多々
ある（R1秋）

補修対応をお願いしたい

県（維持） 県（維持）

(20) 県道・松本空港線
ローソン近くの信号

横断のための待機場所が狭い。東側部分（R1秋） 一畳分のスペースの確保をお願いし
たい。県道の拡幅工事にあわせて。

県（計調） 県（計調）

(30) 市道・松本市笹賀４
８８０の先２か所

交通量が多く、スピードを出しているので危険 横断歩道の前後にドットラインは設
置していただいたが、横断歩道の引
き直しが必要。

警察 警察

(1) 野溝西 路側帯の無い道路。（Ｈ26、Ｈ27） 路側帯を設置していただけるとあり
がたい。（保護者より色つきにして欲
しいとの声あり）。（Ｈ26、Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

(2) 県道松本空港線〈朝
日街道）

王子マテリア付近に設置してある歩道橋が老朽化し
ており、危険である。

歩道橋の補修または架け替え。（可
能なら、階段中央部に自転車を押し
て上ることができるよう、改修を加え
ていただけるとありがたい。）

県（維持） 県（維持）

(3) 二美町二丁目交差
点

狭い道で見通しが悪く、朝は車の往来も多い。（Ｈ
27）

児童の通学は、交差点を南北に横
断する。塀があり見通しが悪いた
め、児童に一旦停止を促せる表示を
お願いしたい。
東西方向に走行する車に対して、通
学路があるため徐行するよう標識・
看板などの設置をお願いしたい。
（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

二子小学校

標示の補修は、順次、必要箇所を選定し実施しま
す。（Ｒ３警察）

菅野小中学校を含むエリアのゾーン３０規制を現在
検討中です（H29警察）→ゾーン30規制完了予定で
す（Ｈ30警察）→規制完了しました。（R1警察）
令和元年度に路面標示と補助看板を設置します。
(R1交安)

外側線を設置しました。（Ｈ２８）
グリーンベルトについては学校、町会等と協議し検
討します。（Ｈ26,H27）

（Ｒ１県維持）必要性の高い箇所から順次修繕を検
討します。
R4年度に歩道橋補修設計予定。（R3県維持）

歩行者用のストップマークのシートを設置します。ま
た、交差点を強調するため交差点マークをカラー舗
装で囲みます。（H27）

現地確認の上、緊急性の高い箇所から順次対応し
たい。
R4年度に歩道橋補修設計予定。（R3県維持）

町神工区（空港東交差点～町神交差点）として歩道
整備事業を実施中。当該箇所の工事はＲ４以降とな
る見込み。（R2県計調）
ローソン交差点から南側について、Ｒ４年度から歩
道工事着手を予定しています。（R3県計調）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(4) 二美町二丁目から
県道松本空港線へ
出る直線道路

細い道だが通勤時に裏道として走り抜ける自動車
が多く.危険である。

安全対策 交通安全課

合同点検実施箇所
H25.12.25

交通安全課

(5) 八十二銀行笹賀支
店西側
県道松本空港線を
横切る横断歩道

南西側から走る車や二子公園方面から合流しようと
する車には見づらくて大変危険である。
これまで自転車を押して横断する際の横断歩道に
学校として指定していたが解除した経過がある。

信号機の設置 警察

合同点検実施箇所
H25.12.25

警察

(6) 県道松本空港線
八十二銀行笹賀支
店東側

自転車を押しての横断の際に利用できる安全な横
断歩道がほしい。

横断歩道設置 警察、
県

合同点検実施箇所
H25.12.25

警察
県

(7) 王子マテリア西
橘モータースから南
に抜ける道路

車の通行量が多く、子どもの通学時間帯は特に危
険である。スクールゾーンや、速度制限などの措置
をしてほしい・

スクールゾーン
速度制限

路面に「通学路」と標示します。(H29) 道路（交安） 道路（交安）
警察

(8) 大久保南工業団地
南
交差点

大型トラックを始め交通量が大変多く、巻き込みが
心配される。

信号待ちのポールガードを内側に増
やしてもらいたい。

市（交安） 市（交安）

(9) 学校東側の交差点 横断歩道が消えかかっている。 横断歩道の塗装をしてもらいたい。

市（交安）　警
察

市（交安）　警
察

(10) 学校西側の交差点
（１）

多くの児童が渡るための指導線が消えている。 指導線をしっかり書いてほしい。 市（交安） 市（交安）

(松本警察署）
要望箇所への横断歩道は待ち場が無く難しい状況
です｡
ただし､八十二銀行西側の横断歩道を､八十二銀行
前への移設については可能性がありますので､学
校、地元町会等の同意を取って頂き､要望書の提出
をお願いします。
(松本建設事務所）
横断歩道が設置されることになった場合には、待機
場の安全確保を行う。

横断指導線の復旧は現在行っていません。（R1公
安）
横断歩道は補修対応します（R1警察）

横断指導線の復旧は行っておりません。横断歩道
の新設について要望を警察へ伝達しております。(R1
交安)

歩車道境界ブロック及びガードポストにより車道との
分離が図れておりますので、現状でご理解願いま
す。(R1交安)

(交通安全課）
歩行空間確保と車両の減速対策のため､外側線を
設置します｡
また､｢通学路｣の路面標示の実施を検討します。

(松本警察署）
変則交差点であること、またカーブ内であることから
信号機の設置は難しい状況です。
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回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(11) 学校西側の交差点
（２）

見通しが悪い交差点で自動車同士の事故があっ
た。停止がはっきりとするようにしてもらいたい。指
導線が消えている。

停止がはっきりとわかるようにしてほ
しい。
指導線をはっきり書いてほしい

市（交安） 市（交安）

(12) 雇用促進住宅東側
道路

歩道のラインが消えかかっている。 歩道のラインの補充。
横断歩道付近にポールを設置して欲
しい。

警察 警察

(13) 大久保南工業団地
南交差点

交通量が多い。 登校時（７：３０～）だけでなく、下校
時（１５：００～）にも信号の横断する
時間を長くして欲しい。

警察 警察

(1) 菅野中北側セブンイ
レブン笹賀店前の
変則の交差点

自転車通学者が増加し、最大で１７７名が通過す
る。すると交差点付近で自転車・歩行者が交通集中
し、信号待ちの生徒が自動車の内輪差に危険を感
じる場面がある。（Ｈ26）

歩車分離型の信号機への変更を要
望します。二子小の通学区再編に伴
い来年度は２００台ほどの自転車が
通過する予定。学校職員も毎日安全
指導に出ていますが、交通量・自転
車の台数が増加の為、よろしくお願
いします。（Ｈ26）

道路（交安） 警察
道路（県）

(2) 神林郵便局前のＹ
字路

交通事故多発交差点。（Ｈ24、Ｈ27） カラー舗装等で優先道をはっきりとし
てほしい。（Ｈ27）

建設総務 県

(3) 県道松本空港線二
子薬局横Ｔ字路の
カーブミラー

Ｔ字路から県道へ出る車用のカーブミラーが歩道を
走行してくる自転車・歩行者が見えにくいため大変
危険である。（Ｈ27）

見やすい位置へカーブミラーを設置
しなおしてほしい。（Ｈ27）

(4) 県道松本空港線

長野自動車道から
神林郵便局前まで

交互通行道路に加え、朝夕の登下校時にはバスと
トラックがすれ違うことが多い。未だ、歩道整備がさ
れていないので、自転車利用者には大変に危険で
ある。

歩道整備を早急に進めてほしい。 県（計調） 県（計調）

松本建設事務所では、松本空港線の菅野交差点か
ら神林郵便局までの間について、歩道の整備をする
計画です。第一工区として、菅野交差点から北へ３４
０ｍ区間を事業化して、用地買収及び一部工事に着
手しています。（Ｈ24）

カーブミラーは車を見るために設置しています。停止
線の位置で必ず止まり、ゆっくり出て歩行者を確認し
てください。自転車は車両です。基本的には歩道は
走れません。現状でご理解ください。（Ｈ27）

補修工事の際に対応します。（Ｒ３警察）

信号調整を行いました。（Ｒ３警察）

松本建設事務所には要望をしています町神工区の
歩道整備を実施中のため、当該区間は町神工区完
了後に事業化を検討します。（県）
歩道整備事業を実施中の町神工区（町神交差点～
空港東交差点）と調整の上、順次事業化を検討しま
す。（R01県計調）

歩車分離式の信号機になりました。（Ｈ26）

薄くなった停止線、外側線、交差点マークを復旧し、
交差点マークの周りを赤色で囲いました。
　横断指導線の復旧は行っておりません。横断歩道
の新設について要望を警察へ伝達しております。(R1
交安)

菅野中学校
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（県、市、警察、学
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合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(5) 環状高家線と、松本
空港線の交差点付
近(町神信号)

通学生徒が信号を渡って学校に向かおうとすると
き、後方からの車と接触しそうになり、大変危険であ
る。信号機の支柱が交差点角にあるため、歩行者
はその車道側を通らなければならない。

道幅の拡幅と歩道の整備、信号機
の移設をしてほしい。

警察
県（計調）

警察
県（計調）

(6) 県道松本空港線
菅野信号セブンイレ
ブン前

菅野小学校方面に入る車と出る車で登下校の時間
は交通量が非常に多い。道を渡る生徒が危険であ
り、横断歩道もない。

セブンイレブンが閉店し、駐車場立ち入り不可となっ
ているため、以前より生徒の逃げ場がなくなってい
る。（R2追加）
菅野小学校方面に入ろうとする車で県道が渋滞し、
進入できた車はかなり急いで曲がっていく。（R2追
加）

横断歩道の設置
設置場所は市道側

菅野小学校児童も通行しているの
で、横断歩道新設を急いでいただき
たい。（R2追加）
事故が起きないうちに動いていただ
きたい。（R2追加）

警察
県（計調）

警察
県（計調）

1

芳川小学校北信号
機

青信号の点灯（北側から芳川小学校に向かっての
横断時）が20秒くらいで一年生が渡るには青の時間
が短い。（Ｈ26～）
横断歩道待機場所に止まれの表示がないところが
ある（H28)

信号機の青信号の点灯時間を長く
する。（Ｈ26～）
止まれマークの設置（H28)

道路（交安） 警察

2

野溝中信松本LABO
前

止まれのマークや白線が消えてしまっている。（Ｈ
26）
車のスピードが速いが、「通学路」という目印が消え
ていて危険。一旦停止の安全確認がしづらい。（Ｈ
27）　　　　　　　→止まれマークが消えている（H28)

止まれのマークと白線を再度ひく。
（Ｈ26）
→止まれマーク復旧（H28）

道路（交安） 合同点検実施箇所
H29.1.18

別紙「合同点検実施結果」のとおり道路（交安）

3

1号線　芳川小学校
東の信号機および
信号機西側道路

１信号待ちで角に立つと左折車の巻き込みにあうの
で危険がある。
２道路の幅が狭い上に見通しもききにくく危険な状
態となっている。（Ｈ26～）
（追加）
３通学路であり学校を出てすぐの道なのに歩道がな
く大変危険。
児童も広がって歩きがち。（Ｈ27～）
４樹木が歩道にはみ出していて通行に支障がある。
（H28)

信号待ちの場所の確保・西側道路幅
の拡幅。（Ｈ26、Ｈ27）
（追加）
芳川小正門～芳川１号線信号機ま
での道路南側部分にグリーンゾーン
の設置を音願いしたい。（Ｈ27～）
歩車分離式にできないか（H28)

道路（交安） 合同点検実施箇所
Ｈ25.12.25

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）

芳川小学校

【エリア　芳川、寿】

道路改良をしないと現状は不可です（R1警察）
道路拡幅、歩道整備は、市の要望順位に基づいて
順次事業化を検討しています。（R1県計調）

松本警察署に要望を伝達しました。（Ｈ26）
すべての箇所に止まれマークを設置しているわけで
はありませんが、止まれマークを設置します（Ｈ２８）

停止指導線、交差点マークを復旧します。横断指導
線、止まれのシートについては今後、学校等と協議
し、復旧するか否かも含め検討いたします。（Ｈ26）
合同点検を実施しました（H29）

１　信号待ちの場所の確保には、用地が必要となり
ます。町会と連携し、土地所有者の同意が頂ければ
事業化を検討いたします。交差点周辺に外側線を実
施しました。(H26,H27)
２　信号西側の道路拡幅も上記と同様用地の確保
が必要となります。当面は外側線、交差点マークを
復旧し、車両の減速対策を実施します。（Ｈ26、H27）
現在、水路改修工事を継続的に行っています。工事
完了後、グリーンベルトを設置するか検討します。
（Ｈ27,Ｈ28）交差点マークを復旧し、外側線は水路工
事完了後、グリーンベルト検討時に設置します。（Ｈ
28）

横断歩道の新設について、県警本部規制課に上申
します（H30警察）

現状の設置基準では、駐車場の出入口であり待機
場所が確保できないため、設置は困難です。（Ｒ２警
察）
学校の近くであれば、教職員の方や見守り隊等によ
る安全指導を検討してください。（Ｒ３警察）
改築工事着手に向け、用地取得、物件補償を進め
ています。（R3県計調）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

4

小屋公園南 五差路になっており、車の交通も激しく、子どもたち
が横断する際危険。（Ｈ26～）
横断歩道の設置（H28)

信号機の設置・児童一人一人の左
右確認と手を上げての横断。（Ｈ26
～）

道路（交安）
道路（交安）

5

小屋南1丁目43番の
変則5差路「学習塾
まつがく」前

見通しが悪い変則5差路交差点で横断に危険があ
る（Ｈ26～）

横断歩道に押しボタン式信号機を設
置してほしい。町会との調整未済。
（Ｈ27～）

合同点検実施箇所
H26.12.24

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）
警察
学校
学校教育

6

村井町西1丁目5番
交差点

交通量が多い道路を横断する。（Ｈ26） 合同点検実施箇所
H26.12.24

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）
警察
学校
学校教育

7

美芳町
田川堤防～美芳公
民館

スピードを出したまま降りてくる車があり、児童が接
触したら危険。
（Ｈ27）優先道路を示す外側白線が消えかけており
堤防からおりてくる車が徐行や一時停止せず危険。
横断歩道もなく変則的な交差点のため斜め横断に
なりやすい。（H29)

徐行の標識（表示）か横断歩道の設
置をお願いしたい。（Ｈ27）外側線の
引き直し（H29)　　　　　　　　　　　　交
差する部分へグリーンベルトの設置
（H28)

道路（交安） 合同点検実施箇所
H29.11.29

別紙「合同点検実施結果」のとおり警察
道路（交安）

8

ブックスダイマル前
の横断歩道

消えかけている（H28) 書き直してほしい（H28) 警察

9

北原町
芳川１号信号～踏
切の中間点

児童の飛び出しもあるが、見通しが悪く通学路とし
て危険（２つの通学路コースの合流点）
（Ｈ27）

交差点北側に左右両側が見える
カーブミラーの設置をお願いしたい。
（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

10

野溝福祉ひろば付
近の横断歩道

渡ろうとしている児童がいても運転手からわかりづ
らい様子。
（Ｈ27～）
待機場所に止まれ標示がない（H28)

見やすく、わかりやすくしてほしい。
児童が横断するという表示などの設
置をお願いしたい。（Ｈ27～）
止まれマークの設置（H28)

道路（交安） 道路（交安）

11

村井南、村井北
旧田中自転車店の
四つ角

横断歩道だけでは危険なので何か対策を立ててい
ただきたい。
標識はあるが、見通しが悪い。
（Ｈ27～）

スクールゾーンを設置してほしい。
（Ｈ27～）

道路（交安） 道路（交安）

12

北原町
小屋北1丁目８番

側溝に蓋が無く、積雪日は境目がわからなくなる。
（Ｈ27～）

蓋の設置。（Ｈ27～） 道路（交安） 道路（維持）
道路（交安）

直接目視できるため車両用の反射鏡は設置しませ
ん。点字シートがあるところでは必ず止まって車が来
ないことを確認してから渡るようご指導をお願いしま
す。（H27）

路面標示等の設置により歩行空間を確保、車両の
減速対策を実施しました。（Ｈ26）交差点マークを赤く
囲み、薄くなった路面標示を復旧します。（H28)

徐行の標示は規制標識がないと出来ません。減速
対策として外側線を設置しました。（H27）29年度合
同点検実施。　待機場所がないので横断歩道の設
置はできませんが、この路線を含む筑摩野中学校周
辺にゾーン３０規制を計画中です。（H29警察）交差
点内にはグリーンベルトは設置不可（H29公安）一時
停止線の復旧、停止線近くに文字と赤枠を標示しま
した（H30)

横断歩道の手前にカラー舗装を実施します。（Ｈ27）
止まれマークを設置します。（Ｈ28）

横断歩道の手前にカラー舗装を実施します。（Ｈ27）

補修対応しました（Ｈ２９）

水路への蓋掛け要望は、全市より非常に多く寄せられて
いるため、交通量・道路幅員等により優先順位を考慮し
て行っています。この箇所については、町会等と協議し、
検討します。南北の道幅の広い道路は外側線を設置しま
す。（Ｈ27）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

13

美芳町
村井町北2丁目

グリーンベルトではあるが、歩道をまたぐ形で信号
待ちをしている車が多い。（H27～）

ガードレールやポールを設置してほ
しい。（Ｈ27～）その他対策をお願い
したい。

道路（交安）

道路（交安）

14

美芳町、長丘町
ＪＲ跨線橋

①道路が凍りやすい。手すりも凍っているので歩き
にくい。
②跨線橋の階段が急。特急電車が通過すると、強
風が起こるのにフェンスがサイド（横）にない。
（Ｈ27）

①道路に熱線を入れてみればどうで
しょうか

道路（維持）
道路（交安）

道路（維持）

15

野溝保育園付近の
横断歩道

保育園側に待機場所の設置、フェンスの補修をして
ほしい（H28)

保育園側に待機場所の設置。
（Ｈ27）フェンス補修（H28)

道路（交安）

道路（交安）

16

野溝保育園～芳川
出張所の間

縁石の破損。（Ｈ27～） 補修（H27～） 危険個所から補修に着手します（Ｈ２７） 道路（維持） 道路（維持）

17

小屋南1丁目32番付
近

抜け道に使う車が多く、急なカーブもあり、歩行者に
は危険（H28)

グリーンベルトの設置、通学路の標
示（H28)

道路（交安）

道路（交安）

18

小屋歩道橋（環状高
家線）

痛みが激しい、コンクリート板がはがれかけている。
（H28)

歩道橋の整備（H28)
塗装はしていただいたが、歩道その
ものの修繕をお願いしたい。

県（維持） 県（維持）

19

村井北長野ナブコ
前の横断歩道

横断歩道が消えかかっている。横断旗が古い（H28) 塗り直しと旗の交換（H28) 警察
学校教育課

警察

20

平田北自動車検査
場

松本自動車検査場付近の水路 水路に蓋をしてほしい（H28) 市（公安）

21

村井北　19号からち
くま野橋までの道

道路わきの植栽の背が高く子どもは死角になる。街
灯がないため夕方、夜間は暗く歩行者の存在に気
づきにくい（H28）

１　剪定
２　街灯の設置（H28）

市（維持）

22
村井北　筑摩野中
南門前の道路の
カーブミラー

カーブミラーが陥没していて確認しづらい（H28) 復旧

市（維持） 市（維持）

道路幅が狭いためガードレールやポールを設置でき
ません。現状でご理解ください。(H27,H28)

①現状でご理解をお願いします（Ｈ２７維持）
②高さのあるネットフェンスではありませんが、線路敷に
入らないよう施設を設けています。（Ｈ２７交安）

１　低木及び高木の剪定をH30実施済みです（市維
持）
２　街灯は地元町会に相談を

Ｈ３１に補修します
→調整しました（R1維持）

現在の横断歩道の位置では待機場所の設置は困難
です。交差点北側に外側線を実施します。（H27)

路面に「通学路」と標示します。薄くなった区画線を
復旧します。（Ｈ28）

（Ｒ１県維持）Ｈ３０に一部再塗装しました。必要性の
高い箇所から順次修繕を検討します。
R4年度に歩道橋補修設計予定。（R3県維持）

旗は地元の安協さんへ要望してください。
横断歩道の補修を実施しました（H29)

幅員4ｍは確保されているため蓋掛けは難しい。現
状でご理解願いたい（H29)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

23
平田北平田公園北・
平田第一公民館前
の踏切付近

車の通行が多い。横断歩道を設置してほしい。
（H28)

横断歩道の設置。（H28)

警察

24
芳川小学校北信号

機

青信号の点灯時間が短い。低学年が集団で渡る
際、後方の子は渡りきれない。二段階で横断する児
童もいる。歩行者のみの信号なので、東西の横断を
終えた後、南北の横断するまでの待ち時間が長い。

登下校の時刻（朝と夕方）にあわせ
て点灯時間を長めに設定するようお
願いしたい。また斜め横断もできるよ
うにスクランブル交差点にすることな
どの対応をお願いしたい。

警察 警察

25
美芳町 筑摩野中学
校北西交差点

横断歩道の設置 横断歩道の設置

警察 警察

26
美芳町 村井町北2
丁目

側溝に落ちて怪我をした児童もいる。
側溝蓋の設置。
スクールゾーンの設置。
（Ｈ27～）

警察 警察

27

北原町公民館から
西方向へ進んだ先
の不規則な十字路
約１００人

塀があり見通しの悪い十字路。南北に通っている道
を通る車がすれ違いでよけるため、渡ろうとして待っ
ている児童に接近し危険（徐行せずスピードを出し
ている車が多い）。

ドライバーに注意を促すための表示
（「子どもに注意」など）
の設置。南北に通っている道の交通
規制や、一方通行指定など通行方
向の変更をしてほしい。

警察 警察

28

「芳川小学校東」信
号を南北に通る（通
称1号線・地図上オ
レンジ色で印）約１０
０人

1号線を通る車の多くが徐行せずスピードを出して
通っていて、すれ違いのため幅寄せする車が多く、1
号線沿いに住んでいる児童は毎日危険な思いをし
て登校している。

南北に通っている道の交通規制や、
一方通行指定など通行の変更をして
ほしい。

警察 警察

29

平田
松本自動車検査登
録事務所周辺道路
国道１９号線歩道橋
利用児童数１０名

道路が狭く、自動車の交通量も多い。
歩道橋は老朽化が進んでいる。

・道路幅を広げるため、側溝に蓋を
する。自動車通行に時間制限を定め
る。
・歩道橋の修繕をお願いしたい。

警察
国

警察
国

時間による交通規制は住民に与える影響が大きい
ため、地元の合意形成が不可欠となります。地元の
総意であれば、町会長名義の要望書の提出をお願
いします。（Ｒ３警察）

・歩道橋について
　現地確認し、舗装ブロック等の剥がれた箇所など
がある場合は、歩行に支障ないように埋めるなどの
補修を行います。　塗装や大規模な修繕について
は、損傷の程度に応じて順次補修を実施しています
が、他の歩道橋の状況、予算状況を考慮しながら検
討してまいります。（R3国道事務所）

一方通行規制は沿線に住んでいる住民も例外無く
（逆走できない）規制に従うこととなり、沿線及び近隣
住民に及ぼす影響が非常に強い規制となるため、関
係町会とよく協議して下さい。一人でも反対があれば
実施できません。（R１警察）

両側に待機場所がないため設置できません（Ｈ３０
警察）

歩行者用信号の青の時間を延長しました（R1警察）

待ち場所が確保できないため設置できません（R1警
察）

スクールゾーンは地元住民も許可がないと通れなく
なる強い規制なので、関係町会と協議し、合意が得
られた段階で学校と町会長連盟で要望書を提出して
ください。（R1警察）

一方通行規制は沿線に住んでいる住民も例外無く
（逆走できない）規制に従うこととなり、沿線及び近隣
住民に及ぼす影響が非常に強い規制となるため、関
係町会とよく協議して下さい。一人でも反対があれば
実施できません。（R１警察）

75 / 113 ページ



                                                                                                                 

通学路の様子
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だて及び要望

回答課
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（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

30

長丘町の横断歩道
橋（国道19号）

東側階段付近に水たまりあり（H2７～）
東側の昇降スペースが狭い、車の待機スペースと
被る。降雪時は特に危険。（H28)

階段付近に大きな水たまりができや
すいので整備してほしい。（横断歩道
橋東側）
（Ｈ27～）待機スペースを確保してほ
しい（H28) 国 国

31

国道１９号平田北歩
道橋（５７）

整備補修をする必要がある（H28) 歩道橋整備（H28)

国 国

32

美芳町
筑摩野中学校北西交差
点

横断歩道の設置。（Ｈ27～）

警察 警察

33

村井南ブックスダイマル
前の横断歩道

消えかけている（H28) 書き直してほしい（H28)

警察 警察

1

赤木2号線 ・道幅が狭く、曲がりくねっているため見通しが大変
悪い。朝夕の交通量が多く、通勤時には制限速度３
０㎞を超えて走る車両が見られる(H28)
舗装が剝れた箇所、側溝のふたが壊れている箇所
があるため危険（H28)　道路の減速標示が薄くなっ
ている（H30）

・制限速度を示す、路面標示をして
いただきたい。
・見通しの悪い所は減速を促す表示
をしていただきたい。
・登校時に警らをしていただくなど通
行する車両の注意を喚起していただ
きたい
・減速標示の復旧

道路（交安） 道路（交安）

2

県道　新茶屋塩尻
線（旧道）
寿児童館北信号

この信号は通学する児童にとって2段階の信号で､
右左折する車両にとって児童の横断が迷惑である
と同時に児童も信号を待つ間にふざけてしまったり
道路にはみ出たりして危険な状況｡
交通指導員からもスクランブル化できないかとの指
摘をいただいている。

①信号のスクランブル化(歩車分離
方式)の推進｡
押しボタンを押したときのみ歩行者
用信号が青になる方式が良いので
はないか。（自治会等も同意見）
②信号の名前を「寿小学校北｣として
いただくほうが通行している車両に
緊張感を持っていただけて良いと思
います｡
③交差点から学校に向けて道路上
に｢スクールゾーン」のペイントをして
いただくのが良いと思います。

警察、
交通安全課

合同点検実施箇所
H25.12.25

　東側階段付近の水たまりについては、現地確認し
て、舗装の補修を行います。なお、東側階段周辺と
隣接する市道とのスペースが狭いことについては認
識していますが、建設当時から現在の状況であり、
広げるためには用地の確保が必要となることから、
早期の対応は厳しい状況です。（R3国道事務所）

　現地確認し、舗装ブロック等の剥がれた箇所など
がある場合は、歩行に支障ないように埋めるなどの
補修を行います。　塗装や大規模な修繕について
は、損傷の程度に応じて順次補修を実施しています
が、他の歩道橋の状況、予算状況を考慮しながら検
討してまいります。（R3国道事務所）

待ち場所の確保ができない場合、横断歩道の設置はできませ
ん（R3警察）

標示の補修は、順次、必要な箇所を選定し実施していきます
（R3警察）

寿小学校

今年度見通しの悪いカーブ2カ所にドット線を設置し
ました。（H28)　減速マークの復旧は現在行っていま
せん（H30)

松本警察署)①
歩車分離信号への改良は､より一層の交通渋滞が
懸念されるため、難しい状況ですが､今後も検討をし
ていきます。
(交通安全課)②
地点表示板の名称については､寿地区町会長会で
決めていただいておりますので、現状でご理解をお
願いいたします。
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3

小池　藤澤木工南
丁字路

横断歩道手前で徐行しないで左折する車が多い
（H28)外側線が消えかかっている（H28)

道路（交安）

道路（交安）

4

小池神社交差点
交差点付近

横断歩道のペイントが薄い（H28～)
小池公園前の道から小池神社前に出る交差点が見
通しが悪い。（H28)

塗り直してほしい（H28) 警察

5

小池新茶屋塩尻線
寿小池信号機北の
丁字路付近

道路幅が狭く歩道の切れるところの用水路にカバー
が無いので危ない。（H28～）

用水路を覆うことは可能か？（H28) 県（維持） 県（維持）

6

信金村井店東の道
路（小池）

用水路にガードレール、手すりがないので落下の恐
れがある

ガードレールなどの設置（H28) 道路（交安） 道路（交安）

7

寿小学校北側道路
（百瀬）

①横断歩道線が消えかけている　　　　　　　　　②白
線が薄いところがある。

補修 警察
市（交安）

警察
市（公安）

8

小学校正門前の横
断歩道（百瀬）

横断歩道の線が薄い 補修 警察

9

寿中１丁目セブンイ
レブン付近

・住宅街の中にある路線だが、朝夕の通勤帰宅時
には交通量が多く、３０㎞制限を守らない車両が多く
見受けられる。
・多くの児童の通学路にもなっている。(H28)
・セブンイレブン東側の横断歩道が消えかかってい
る。（H28）

・３０㎞制限であることを示す、路面
標示をしていただきたい。
・登校時に時々、警察官の方などに
も立っていただき、通行する車両の
注意を喚起していただきたい。

道路（交安）

10

寿中住宅街（百瀬） ①舗装のひび割れ・穴②止まれ文字が薄い　⑧横
断歩道横の自転車横断帯の線が薄い⑦道路に穴
が開いている

補修

11

寿小学校北交差点
から南の市道（百
瀬）

グリーンベルトの反対側の外側線が薄い 補修 市（公安）

12

寿小学校北信号機
交差点（百瀬）

白線が消えかけている。 補修 警察補修対応します（Ｈ３０警察）
Ｒ元年に補修しました。（Ｒ３警察）

用水路であり、用水管理者との協議が必要になりま
す。全面的に蓋をかけることは困難です。（R1県維
持）

補修対応します（Ｈ30警察）
Ｒ元年に補修しました。（Ｒ３警察）

横断歩道の補修を実施しました（H29)

6.8については薄くなっている部分について復旧しま
す。8について横断帯は現在復旧しないよう警察より
指導されています。（H30交安）

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄを設置したことにより、外側線を復旧する
と車道幅員が確保できないため復旧することができ
ません。現状でご理解ください。（H30交安）

この場所は、規制がかかっていません。（Ｈ28）横断
歩道は補修を実施しました（H29）

現状でご理解ください。（Ｈ28）

ドット線を設置します。外側線は復旧しました。（Ｈ
28）

補修対応します（Ｈ30警察）9,10については復旧でき
るところについてのみ復旧します。（H30交安）
Ｒ元年に補修しました。（Ｒ３警察）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

13

豊町団地市営県営
の間の道（豊町）

車通りが激しい 横断歩道設置、速度制限 警察 警察

14

百瀬陣屋跡東の道
路（白川）

狭いが抜け道として利用する車が多い
白線、止まれの絵と文字が消えている

通学路の標示をしてほしい（H28)
引き直しをお願いしたい（H29）

道路（交安） 道路（交安）

15

市営豊丘団地北道
路～百瀬米穀店ま
で（白川）

ゴミ集荷場南側の停止線が消えかかっている。百瀬
米穀店西側の停止線が消えかかっている（H28)

塗り直し（H28) 道路（交安） 道路（交安）

16

白川道祖神付近 寿豊丘１３６番地付近停止線が消えかかっている
（H28)排水溝まわりの舗装が剝れている（H28)

補修（H28) 道路（交安） 道路（交安）

17

白川交差点近辺 点字ブロックの破損、縁石の破損、停止線等路面標
示が薄い、側溝の蓋が外れている

補修など

18

白川交差点 車が信号無視をして通行することがあり、危険。 歩行者分離式信号にするか、交差
点の歩道側の歩行者を保護する
ガードレール、もしくはガードポール
の設置。

警察 警察

19

白川村井停車場線
白瀬渕交差点付近

ローソン前交差点の横断歩道のペイントが消えかけ
ている（H28)トリミングペコ横の丁字路止まれ標示が
消えかけている（H28)

道路（交安）

道路（交安）

20

青い鳥幼稚園前 停止線と徐行の標示が消えかかっている（H28) 道路（交安） 道路（交安）

21

白川町会内白線、
道路ひび割れ箇所

舗装に割れや陥没がみられる 補修 市（維持） 市（維持）

22

白川町会内カーブミ
ラー

ポールが折れている、ミラーの設置希望、ミラーの
角度を調整して見やすくしてほしい）

補修、設置、調整 市（公安）
市（維持）

「止まれ」の文字を復旧します。（Ｈ28）

薄くなった外側線を復旧します。（Ｈ29交安）点字ブ
ロック、縁石の補修を検討します。（H29維持）

現場を確認して検討します。（R１警察）
現状の交通実態から、歩車分離式への改良は困難
です。歩行者保護の構造物設置をお願いします。（Ｒ
３警察）

ゾーン３０規制を実施しました（Ｈ３０警察）
横断歩道は現場を確認して検討します。（R１警察）

それぞれ補修、復旧を検討実施
→危険な欠損部は補修しました。（R1維持）

「通学路」の路面標示をします。（Ｈ28）
薄くなった停止指導線、ストップマークを復旧します。
(H29)

停止指導線の復旧、交差点マークの設置を行いま
す（Ｈ28）

停止指導線を復旧します。（Ｈ28）

停止指導線の復旧、交差点マークの設置を行いま
す（Ｈ28）

目視で確認できるため、ミラーは設置しません。
（H30交安）支柱の交換を行います。

角度の調整を行います。（Ｈ30市維持）
→角度の調整を行いました（R1維持）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

23

県道寺村南松本停
車場線　寿の里付
近

スピードを出す車が多い 通学路あり注意の看板がほしい
（H28)

県（維持） 県（維持）

24

竹原団地周辺 １　団地内の道幅が狭く歩道が無いため、車が走行
するときは危険である（H28)
２　団地内停止線が薄くなっている
３　ローソン東側の道路の外側線が薄くなっている

補修、団地内通学路標示 道路（交安） 道路（交安）

25

寿北８丁目１６１２-
２～８９３-３６までの
道

外側線が消えている（H28)
用水路の蓋が無い場所があり、落下の危険があ
る。（H28)

道路（公安） 道路（交安）

26

寿東保育園付近 １寿東保育園北側の横断歩道が消えかけている
（H28)　２東側道路の外側線が消えかけている
（H28）
３東側道路は狭いが車の通行が多い（H28)

１，２塗り直し
３　通学路の路面標示がほしい
丁字路に一時停止、止まれの標識
が欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　４
減速標示が消えている

市（交安）
警察

市（公安）
警察

27

寿小学校北信号か
ら豊町団地付近ま
での市道

アスファルトのひびわれ、穴など。　停止線、歩道の
白線が消えている。

補修など 道路（交安）
道路（維持）
警察

道路（交安）
道路（維持）
警察

28

生蓮寺西の市道
竹渕公民館から北
の交差点までの区
間

外側線が消えている（H28) 塗り直し（H28) 道路（交安）

道路（交安）

29

竹渕運動広場西の
丁字路（寿北3丁目
452-3付近）

止まれ文字が消えている（H28) 塗り直し（H28) 道路（交安）

30

竹渕諏訪神社東の
市道（牛沢新聞店～
ニチイの区間）

道路幅が狭く、スピードを出す車も多い。 速度制限の標示（H28)
通学路最徐行の標示（H28)

道路（交安）

道路（交安）

31

竹渕　寿北1丁目
169－2付近からにこ
にこヘアーサロンま
で　竹渕①

通学路の標示がない。 看板または標示 道路（交安）

道路（交安）

薄くなった路面標示を復旧します。(H29交安)穴は補
修済み。ひび割れの多い箇所は補修を検討します。
（H29維持）

（H30県維持）通学路注意看板の設置は検討しま
す。なお、横断歩道の看板が「寿の里」宅地内の樹
木の繁茂により見えにくくなっていますので、町会な
ど通じて依頼をお願いします。
（Ｒ１県維持）通学路看板の設置が効果的か所内で
引き続き検討します。

２　ドット線を復旧します。３「保育園ありスピード落
せ」の看板が設置され、ドット線も復旧しますので「通
学路」の路面標示は行いません。（Ｈ28）→通学路標
示を設置します（H30)　一時停止、止まれについては
県本部に上申します（H30警察）
４　減速標示の復旧はしていません（H30)
令和元年に一時停止標識を設置済みです。（Ｒ３警
察）

規制標識のない所に「止まれ」の標示はできませ
ん。（Ｈ28）

北側に「通学路」と路面標示します。（Ｈ28）

路面に「通学路」と標示するか町会等と検討します。
（Ｈ29）

薄くなった外側線を復旧します。（Ｈ28）

3　薄くなった外側線を復旧します。（Ｈ28交安）
通過交通車両が団地内を走行することは考えにくい
ため、「通学路」の路面標示はしません。停止指導線
は現状でご理解ください。(H29)

北側の外側線は現状でご理解ください。南側の外側
線は設置されていません。（Ｈ28）
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合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

32

寿北1丁目251－1
交差点

止まれ標示が消えている。止まれ標識に樹木がか
かっていて見えにくいので、移動してほしい。

補修など 「止まれ」を復旧します。(H29) 道路（交安）

道路（交安）

33

竹渕町会内一時停
止線

図面参照。消えかけている。 補修 道路（交安）
警察

道路（交安）

34

竹渕ニチイケアセン
ター前丁字路

平田方面の道路が整備された関係で車両の通行が
多い。安全のためミラーが欲しい。

カーブミラーの設置をしてほしい 道路（交安）

道路（交安）

35

竹渕諏訪社南のゴミ
ステーション横の丁
字路

ミラーの向きを調整してほしい 調整 道路（維持）

道路（維持）

36
竹渕町会諏訪神社
東側市道

⑦ニチイ（南）の方から来ると死角がありミラーが欲
しい⑥不動産屋の看板が死角になる⑧両側が見え
るようにしてほしい（西からの車）　常に西側通行を
しているが、安全上問題はないのだろうか

⑦ミラー設置⑧ミラー増設　　　　歩
道に色づけできればしてほしい

市（公安）

37
寿台西緑地から寿
小学校方向へ下り
ていく区間

制限速度を超えてスピードを出す車が多い。ひび割
れがある。

通学路とわかるように路面に色づけ
や標示ができないか。道路の補修。

道路（交安）道
路（維持）

道路（維持）
道路（交安）

38

寿北6丁目1700番地
交差点(竹渕南公園
北西）

交差点北側の見通しが悪く、危険であるが、止まれ
の表示がない。通学路徐行の標示がない。（H28)

止まれの標示（H28)
南側カーブミラーに通学路徐行の標
示の設置（H28)

道路（交安）

道路（交安）

39

上瀬黒（寿北8丁目
967－6付近）

外側線が薄くなっている。交差点のところは車の往
来が激しい。歩行スペースがない。

１塗り直し
２横断旗の設置

道路（交安）

道路（交安）

40

上瀬黒（寿北8丁目
1589－4）

安心の家の看板が破損している 学校教育課

41

上瀬黒公民館西側
の市道

徐行と通学路標示が薄くなっている。　　停止線が
薄くなっている。

補修 道路（交安）

道路（交安）

１薄くなった外側線を復旧します。(H29)→歩行ス
ペースを確保したうえで復旧します（H30)
２横断旗は地元の安協さんに頼んでください。

警察・交番等に相談してください

本標識は規制がかかっていない場所なので復旧で
きません。薄くなった停止指導線等を復旧します。
（Ｈ29）

一時停止の標識がないため止まれ文字は設置でき
ません。交差点マークを赤く囲みます。（Ｈ28）

双方ともに白線の前で停止し、徐行して交差点内に
入ると塀等の障害物がないため直接目視できるの
で、反射鏡は設置しません。（Ｈ29）

カーブミラーの角度調整を実施します。（H29）

ひび割れの多い箇所は補修を検討します。（H29維
持）

⑥町会から不動産屋に依頼してください⑦設置につ
いて検討中です⑧ミラーの増設については町会に相
談してください。

薄くなった路面標示を復旧します。(H29)
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42

寿台西緑地北の交
差点

停止線、止まれの道路標示が消えかかっている
（H28)

塗り直し（H28) 道路（交安）

道路（交安）

43

寿台西緑地から寿
小のほうへ下りてい
く道全体

坂道やカーブが多いため、スピードを出す車が多く
て歩行者に危険である（H28)

１　通学路とわかるように路面に色づ
けや標示ができないか。道路の補
修。
２　水路に蓋掛けをしてほしい。
３　小学校ありの看板文字を直して
ほしい

道路（交安）

合同点検実施箇所
H29.8

道路（交安）

44

寿豊丘834-2付近の
側溝

側溝の蓋が無く、道幅も狭い（H28) 道路（交安）

道路（交安）

45

寿田町アルガサイク
ル前の横断歩道

薄くなっているのと、止まれマークが消えかけてい
る。

警察

警察

46

寿田町　町会内の
横断旗

ボロボロのため交換希望 学校教育課

町会

47

寿田川カーコンス
テーション寿店横の
道

店舗の壁で見通しが悪い。特に左折車。（H28) 左折車に対して通学路の標示をして
注意喚起をしてほしい（H28)

道路（交安） 道路（交安）

48

寿田川町会内 町内を抜け道として利用する車が多い。通行量も多
く、スピードを出している。
町内幹線道路の外側線が消えかかっている箇所が
ある（H28)

町会で意見統一できれば白線を道
路内側に引くことは可能でしょうか？
（H28)
白線の補修（H28)

道路（交安） 道路（交安）

49

小池地区内カーブミ
ラー

カーブミラーの下の注意の文字が薄い 補修 市（維持） 市（維持）

路面に「通学路」と標示します。（Ｈ28）

町会のものがあれば小池町会に依頼をお願いしま
す。それ以外はは本年度補修します。（R1維持）

補修対応しました

町会内の同意が得られれば、路肩の幅を拡げます。
圧迫感を与えて減速対策をします。薄くなった白線を
復旧します。（Ｈ28）

地元安協の方にお願いしてください。

交差点より南は順次蓋掛けを行っています。交差点
より北側は現状でご理解ください。（Ｈ28）

薄くなった「止まれ」を復旧します。他は、現状でご理
解ください。（Ｈ28）

南の薄くなったドット線を復旧します。（Ｈ28）ひび割
れの多い箇所は補修を検討します。（H29維持）
危険な欠損部については補修を行っていきます。
（R1維持）
１薄い箇所については復旧します。
２道路幅員が4.0ｍ以上ある場所は原則蓋掛けは行
いません。
３小学校ありの文字は確認できます。現状でご理解
ください。（H30）

筑摩野中学校
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だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(1) 校庭北東の田川と
の交差点

西から田川に向かってくる道路が上り坂になり、視
界が悪いため自動車が運転しにくい状況がある。信
号機がなく、下校時には北へ向かう生徒と東へ向か
う生徒が大勢同時に横断するため、危険である。
（Ｈ26）
登校時の自転車通学生と通行車両との接触の危険
性あり。登下校時の車両通行量の多い中の徒歩通
学生の横断に危険を感じる。（Ｈ27）

・危険場所として、安全係から全校
生徒に指導すると同時に、学級で指
導を徹底した。
・下校時にその場に職員が立ち、下
校指導している。
・下校時間に正門から一斉に下校さ
せるのではなく、様々な通用口から
の下校を勧めている。
・上り坂の斜度を緩やかにしていた
だけるとありがたい。
（以上Ｈ26）
学校職員が登下校時に立哨指導に
あたっているが、限度がある。日頃
からの交通安全指導に力を入れて
いる。歩道を徒歩通学生が通ってい
ると、自転車通学生はどうしても車道
にはみ出してしまうので、自転車用
のレーンを設定してほしい。（Ｈ27）

道路（交安） 合同点検実施箇所
H26.12.17

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）
学校

(2) 学校正門前の道路 歩道が大変狭いために、完全下校時には、追い越
したり、反対方面から来る歩行者とすれ違う時には
歩道から車道に下りる生徒が多くみられる。（Ｈ26）
車幅が狭い上、歩道が一方にあるものの、体格の
いい中学生には、幅が狭く、下校集中時には、どう
しても車道へ下りて歩く生徒が多い。（Ｈ27）

・毎日下校時に職員が玄関前に立
ち、歩道から降りないように指導して
いる。
・時間をずらしたり、正門から出さず
に、東門や南門から出している。
・整備されているようですが、危険が
伴っている状況です。学校の敷地を
多少内側に入れるなどして、歩道を
広げたり、車道と歩道との間にガード
をつけるなど検討していただきたい。
（Ｈ26）
登下校時に立哨指導にあたってい
る。また、交通安全指導に力を入れ
ている。歩道を広げる、本校敷地内
方向への拡幅も検討して。または、
スクールゾーンの設定をお願いした
い。（Ｈ27）

道路（交安） 合同点検実施箇所
H26.12.17

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）
学校

(3) 市道４０２７号線 区間の速度表示がなく、高速運転の車が多い。田
川沿いの県道２８８号線へ出る抜け道として、登下
校時における車の交通量も多い。（Ｈ27）

・寿安協による通学路表示が数箇所
あるのみで、速度制限表示、取り締
まりの強化などの専門家による事故
未然防止対策をお願いしたい。
・寿中１丁目１２、１３、２０、２１番地
の交差点においては、横断歩道と
カーブミラーの設置をお願いしたい。
（Ｈ27）

道路（交安） 警察
道路（交安）

交差点マーク、ドット線、「通学路」の路面標示を実
施しました。（Ｈ26）現状でご理解ください（Ｈ２７）

外側線、交差点マークを設置しました。北側交差点
部のゼブラとグランド北側道路の外側線を復旧し、
ドット線を設置しました。（Ｈ26）
現状でご理解ください（Ｈ２７）

百瀬橋から東にきた交差点とケイヨーデイツー北の
東西に走る道路との交差点の市道4027号線にドット
線を設置します。カーブミラーは直接目視できるため
設置を見送りたい。（H27）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(4) 市道５１９２号線
筑摩野中学校南歩
行者用道路

７時～９時、１５時～１７時は歩行者用道路であるに
も関わらず、その制限時間帯に進入してくる車があ
る。中学校南側の道路は、幅員が狭く、車同士のす
れ違いがし難い。（Ｈ27）

①その区間の路面に時間帯によって
歩行者用道路であることがわかるよ
うなペイント等を施し、誤進入を防ぐ
対策をお願いしたい。
②学校南側道路に設置されている
カーブミラー（２箇所）が、石等がぶ
つけられたためか、変形し見にくい
ので交換をお願いしたい。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）
道路（維持）

(5) 市道５１８７号線が
市道５６５２号線に
合流する三叉路

見通しがあまり良くない割りにスピードを出して通過
する車が多く、生徒の横断に危険を感じる。（Ｈ27）

横断歩道の新設や歩行者横断の注
意表示や徐行表示等、未然事故防
止対策をお願いしたい。（Ｈ27）

道路（交安） 警察

(6) 市道４５６３号線小
池神社交差点東

幅員が狭い割に、通行車両が多く、歩行者にとって
危険を感じる。
（Ｈ27）

路側帯が消えかかっているところの
塗り直し及び引かれていない箇所に
引いてほしい。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

(7) 美芳町公民館から
東へ田川方面へ向
かう坂道の手前

一時停止ラインがあるが、自転車でスピードを出し
たまま通過する人がおり、ヒヤリとしたことがあっ
た。

「スピード注意」の表示をしていただ
きたい。

道路（交安） 道路（交安）

(8) 寿北７－２２と７－２
３の間の道路（県営
住宅前　電話ＢＯＸ
西側）

「止まれ」の文字や白線が消えている。 「止まれ」の文字や停止線を塗り直し
ていただきたい。

道路（交安） 道路（交安）

(9) 県道２８８号線のセ
ブンイレブンから東
へ入り、ローソンへ
抜ける十字路

事故が多い。一時停止しない自動車がいて、危険。 必ず一時停止するよう、白線を強調
していただきたい。

道路（交安） 道路（交安）

(10) 寿東保育園から寿
台に抜ける細い道
にあるごみステー
ション前

朝の通勤時間帯の交通量が多く、住宅地から細い
道に出るとき見通しが悪く、さらにカーブミラーがな
いため大変危険に感じる。

早急にカーブミラーを付けていただき
たい。+　スピード出すなの標示がほ
しい

道路（交安） 道路（交安）

(11) 筑摩野中
百瀨橋東交差点

横断歩道は４箇所だが、歩行者用信号が３箇所し
かない。（H29～）

歩車分離式の信号設置 警察 警察

(12) 筑摩野中
アップルランド寿豊
丘店西側の横断歩
道（県道２８８号線）

カーブ内に横断歩道があり危険。（H29～） 横断歩道手前から横断歩道がある
ことを認識できるよう標示する。また
は横断歩道の場所を変える。

警察 警察

薄くなった停止指導線を復旧します。(H29)

カーブミラーを設置しました。(H29)
路面に「速度落せ」の標示を検討します。(H29)

①松本警察署等と協議し、路面標示を検討します。
（H27交安）
②ミラーを交換します。（H27維持）

まず歩灯の増設を本部に上申します。（R１警察）
歩行者用信号を増設しました。（Ｒ３警察）

自転車の「止まれ」の標示があるので現状でご理解
ください。(H29)

規制標識のない所に「止まれ」の標示はできませ
ん。停止指導線を復旧します。(H29)

現場確認して対応します。カーブは見通しが悪く、移
設する先が無いため、要望があれば廃止を検討しま
す。（R1警察）

「徐行」の路面標示は規制がかかっていない所では
設置できません。「止まれ」を赤く囲み、ドット線を復
旧しました。（H27)

外側線の設置を検討します。（Ｈ２７）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(13) 田川沿いの堤防道
路

暗くなっても、生徒が通行するが、街頭がなく、交通
安全、防犯上危険

街頭の設置 学校教育課 学校教育課

(14) （H30）運輸局へ行く
曲がり角

街灯がなく、暗い 街灯を増やしたり「カーブ注意」の標
示

学校教育課 学校教育課

(1) 理容フジタ前の横断
歩道

道の曲がりのせいで、横断歩道の真ん中あたりまで
行かないと車の存在を確認できない。（Ｈ27）

徐行の道路標示かグリーンゾーンを
つくるかしてほしい。（Ｈ27）

合同点検実施箇所
H29.3..2

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（交安）

(2) 赤坂橋東の歩道 橋の歩道が終わり急に道が狭くなる。子どもと車の
距離が近く、危険。（Ｈ27）

道幅を広げるのが無理ならば、グ
リーンゾーンにしてほしい。（Ｈ27）

県 道路（県）

(3) 市道6281号線　理
容フジタ～学校前～
セブンイレブン

道路が狭く､歩道の幅もまちまち｡カーブも多く見通し
が悪い｡
横断歩道も白線が消えかかっている。

①歩道がはっきり分かるようにグ
リーン<安全)帯を設置してほしい。
②横断歩道の白線を目立つように引
き直してほしい。

警察、
交通安全課

合同点検実施箇所
H25.12.24

警察、
交通安全課

(4) 主要地方道　塩尻
鍋割穂高線
赤坂橋～大槻商店

道幅が狭く、歩行者の通るスペースがほとんどない
場所がある。
路側帯も白線が消えかかっていてよく分からない。

①赤坂橋から東へ渡る横断歩道を
引き直してほしい。
②道路の南側(赤坂橋で歩道につな
がる側)だけでも歩道を確保し､グ
リーン帯として安全を確保してほし
い。

警察、
交通安全課、
県

合同点検実施箇所
H25.12.24

警察、
交通安全課、
県

【エリア　今井　】

交通量が多いが､路肩が狭く､歩行者の通るスペー
スがほとんどなく危険である。
(交通安全課)
①松本警察署に要望を伝達します。
(松本建設事務所)
②道路が狭く､歩道の設置やグリーンペルトは困難
なので、スピード抑制のために、交差点のカラー舗
装や外側線へﾄﾞｯﾄを入れることを検討する。

グリーンベルトを設置しました。また「通学路」の文字
を設置しました。（Ｈ26）
グリーンゾーン設置を検討します（H28県）

設置主体は町会になります。学校から該当する町会
長にご相談ください。（R1学校教育課）

今井小学校

(交通安全課)
①道路形状により、小学校から南については道路の
東側に､小学校から北については道路の西側lこカ
ラー舗装を検討する。
(松本警察署)
②横断歩道､停止線等の復旧を実施します。

設置主体は町会になります。学校から該当する町会
長にご相談ください。（R1学校教育課）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(5) 主要地方道、塩尻、
鍋割、穂高線
（大槻スタンド前
交差点）

交通量が多く危険だが、横断歩道も薄くなっていた
り、生け垣のせいで見通しが悪かったりして、運転
手が横断歩道があるという意識を持ちにくい。

○横断歩道を塗り直してほしい。
○横断歩道の手前の地面に、横断
歩道を知らせる文字を書く、子どもが
渡ろうとしている看板をもっと大きな
物にするなど、横断歩道が目立つよ
うにしてほしい。
○隣家の木が道路に張り出してい
て、歩行者が車を確認することがで
きないので、木を伐採してほしい。
〇パンダのマーク設置
〇用水路の転落防止フェンスの補修

警察
市（維持）

警察
市（維持）

(6) 赤坂橋周辺
食事処「いります」前
の道

歩道が狭く、交通量の多い朝などは、危険 ○グリーンベルトの設置、歩道の線
を目立つようにするなど、歩行者に
意識が向く配慮をしてほしい。

県（計調） 県（計調）

(7) 中沢橋付近の
交差点

○消えかかっている横断者を知らせる看板を大きな
物につけかえてほしい。

○グリーンベルトの設置、歩道の線
を目立つようにするなど、歩行者に
意識が向く配慮をしてほしい。

道路（交安） 道路（交安）

(8) 境新田公民館の横
の道

○止まれの表示をつけるなど、飛び出さない対策を
してほしい。

○グリーンベルトの設置、歩道の線
を目立つようにするなど、歩行者に
意識が向く配慮をしてほしい。

道路（交安） 道路（交安）

(9) 南耕地公民館
三叉路

南耕地公園横を流れる水路、
大きく水量が多いがフェンスが壊れそうである。路
肩も崩れそうである。子どもが水路に落ちると流さ
れてしまう。（H30～）

アスファルトで固める、フェンスを取り
替えるなどして、フェンスが壊れない
ような工事をしてほしい。

市（維持） 市（維持）

(10)

今井道の駅周辺道
路（通学路）

車両進入禁止（時間帯指定）の表示が見えにくい
為、進入してくる車がある。

表示を見やすく（新しく）してほしい。
道の駅へ行き来する際に、注意を促
す表示を作ってほしい。

警察 警察

(11)

主要地方道、塩尻、
鍋割、穂高線
（大槻スタンド前
交差点）

交通量が多く危険だが、横断歩道も薄くなっていた
り、生け垣のせいで見通しが悪かったりして、運転
手が横断歩道があるという意識を持ちにくい。

○横断歩道を塗り直してほしい。
○横断歩道の手前の地面に、横断
歩道を知らせる文字を書く、子どもが
渡ろうとしている看板をもっと大きな
物にするなど、横断歩道が目立つよ
うにしてほしい。
○隣家の木が道路に張り出してい
て、歩行者が車を確認することがで
きないので、木を伐採してほしい。
〇パンダのマーク設置　　　　　　〇
用水路の転落防止フェンスの補修

警察 警察横断歩道設置については松本警察署に要望を伝達
しています（Ｈ27）→補修対応します（H30警察）
生垣については、所有者に切ってもらうしか方法が
ないため、町会を通して持ち主に依頼をお願いする
などしてください（H30）→維持課でも確認をお願いし
ます。→R1.7.29に現地確認し、市道側は問題なしと
判断しましたが、要望等ありましたら、直接ご連絡く
ださい。（R1維持）
発光する標識に変更しました（R2警察）
予告標示(ダイヤマーク)を現在の２つから３つに増や
します（R3警察）

横断歩道設置については松本警察署に要望を伝達
しています（Ｈ27）→補修対応します（H30警察）
生垣については、所有者に切ってもらうしか方法が
ないため、町会を通して持ち主に依頼をお願いする
などしてください（H30）→維持課でも確認をお願いし
ます。→R1.7.29に現地確認し、市道側は問題なしと
判断しましたが、要望等ありましたら、直接ご連絡く
ださい。（R1維持）

補修しました（R1維持）

現場確認の上対応します（R1警察）
拡大標識が設置され、視認性に問題ありませんでし
た。（R3警察）

H27～道路拡幅事業を実施しています。(R1県計調）

停止指導線等を設置します。(H29)

看板を補修します。また、車に横断歩道で止まっても
らうためカラー舗装を設置します。(H29)
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（県、市、警察、学
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合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(12)

主要地方道、塩尻、
鍋割、穂高線
（今井2845番地付近
交差点）

登校時下校時共に、左側に生け垣があり、左側から
来る車が見えにくい。また、車からも渡ろうとしてい
る子どもが見えにくい。塩尻、鍋割、穂高線を渡る交
差点は非常に見通しが悪い。

○横断歩道の手前の地面に、横断
歩道を知らせる文字を書いたり、色
を塗ったりする。また、子どもが渡ろ
うとしている看板をもっと大きな物に
するなど、横断歩道が目立つように
してほしい。

警察 警察

(13) 市道（西原信号
中沢橋交差点・
歩行者用押しボタン
信号）

歩行者側の信号の青の時間がとても短く、まとまっ
て渡らないと間に合わない。

青の時間が１０秒。子どもが安全確
認をしていると、間に合わないし、保
護者の方から要望が出ているので、
青の時間を長くしてほしい。

警察 警察

(1)

市道7151号線
赤坂橋西～鉢盛中
前

県道塩尻鍋割穂高線から鉢盛中学校へ向かう道路
は、歩道が設置されているが、街路樹がかなり大き
くなってきており、歩道が凹凸になっていたり、幅を
狭めたりしている。
また、畑から歩道の方へ土があちこち崩れてきてお
り､さらに歩道を狭めている。
そのため、歩道を歩くのも困難な場所もある。
自転車通学の生徒も多いため、歩道から車道を挙
がっていく際、自転車との接触の危険性がある。道
路脇の水路へ年間５名ほど自転車のまま転倒して
いる。

①歩道の再整備
②自転車通行可能な歩道にしていた
だきたい。
③路肩の舗装が亀裂などあり不安
定なので改善していただきたい。
④水路への転落防止の網、フタなど
設置していただきたい。

維持課、
交通安全課

合同点検実施箇所
H25.12.25

維持課、
交通安全課

(2)

主要地方道塩尻・鍋
割・穂高線
赤坂橋より東の５０
０ｍ

道幅が狭く、生徒の自転車での通学時に危険。ま
た、車への路面標示もほとんどなく、飛び出しに対
する注意喚起が必要。
車の交通量が多く、生徒も通行する。横断歩道など
の路面標示が消えている。

道幅を広く。
路面への交差点など手前からの徐
行の表示
横断歩道の表示の塗り直し。

警察 警察

(3) 中沢橋西側交差点
鎖川沿いの河川脇の道路が時速５０ｋｍで、交差点
前の一時停止の表示が路面になく、一時停止しな
かった場合危険

河川脇の道路を通行中の車が交差
点手前でスピードを落とし、一時停止
できるような路面標示。

維持課、
交通安全課

維持課、
交通安全課

(4) 上橋橋西側交差点
鎖川沿いの河川脇の道路が時速５０ｋｍで、交差点
前の一時停止の表示が路面になく、一時停止しな
かった場合危険

河川脇の道路を通行中の車が交差
点手前でスピードを落とし、一時停止
できるような路面標示。

維持課、
交通安全課 維持課、

交通安全課

標識の建て位置及び目立つ標識に変更しました。
（R2警察）
地元の反対を受けて、標識の発光装置を撤去しまし
た。（R3警察）

現場確認をして調整を検討します。（R１警察）
歩行者用信号の青信号を延長しました。（R3警察）

(維持課）
１　歩道の凹凸について植樹桝ブロックが街路樹の
根に持ち上げられ、段差が生じている箇所があるた
め、維持課にて補修します。
２　歩道の土について畑から歩道へ崩れてきている
土は、畑の地権者に撤去するよう依頼します。それ
以外は路肩の土砂については維持課にて撤去しま
す。
(交通安全課）松本警察署と相談した結果、路肩を広
くし車両の減速対策、自転車の走行空間の確保を検
討します。｡対策後自転車は道路の左側若しくは､歩
道どちらか安全な方を通行するようご指導をお願い
します。
(ただし､歩道は歩行者優先ですので､歩行者の通行
の妨げにならないよう合わせてご指導をお願いしま
す｡）
車道補修は本年度から計画的に実施しています。
（R1維持）

鉢盛中学校

人家が連坦しており事業化は難しい状況です。（県）
横断歩道の補修対応します（R1警察）

「止まれ」の路面標示を復旧します。(H29)

「止まれ」の路面標示を復旧します。(H29)
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(5)
上橋橋西側交差点
より西側倉庫よこの
グレーチング

中学校方面より下り坂で、ここでの左カーブ、自転
車はグレーチングがぬれている場合転倒し、反対側
からの車の前に飛び出る可能性があり。
数年に１人、転倒し怪我をしている。

グレーチングを滑らない物に変更す
る。

維持課、
交通安全課 維持課、

交通安全課

(6)

主要地方道塩尻・鍋
割・穂高線
赤坂橋より西の市
道7151との交差点
付近

雨天時、雨水が歩道、車道に流れ、自転車通学の
場合の通行が危険。
冬季は凍結により転倒も心配される。

雨水が流れるべきU字溝の水路が詰
まっており車道、歩道に流れている。
水路のつまりの改善。

県（維持） 県（維持）

【　エリア　松南　】

1

市営住宅南松本団
地の南側市道

国道19号への抜け道で、交通量が多く歩道がなく危
険である。（松本市芳野48-3～169-74）（Ｈ26）

道路整備（歩道設置含む）。（Ｈ26） 合同点検実施箇所
H26.12.17

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（建設）
学校
学校教育

2

学校北側道路サー
パス弐番館と田中
アパートのT字交差
点

田中アパート側から来る自動車や自転車が止まら
ずに出てくる時がある。出会い頭にぶつかったら、
横断歩道を渡っている子どもを巻き込む恐れがあ
る。（H28)

田中アパート側から出てくる所に、停
止線、止まれの標識または道路への
止まれの表示等、お願いしたい。
（H28)

道路（交安）

3

県道寺村南松本停
車場線（南松本訳南
側踏切立体化事業）
（都）出川双葉線

南松本駅南側踏切付近｡
踏切が交差点の一部になっており､車の動きが複
雑｡
歩行者用に歩道橋が出来て､線路の横断について
は安全性が増しているが､県道の横断は然危険な
箇所。

合同点検実施箇所
H25.9.18

現在事業中です

4

自衛隊南の道路（自
衛隊敷地内通路か
ら、信明中側に出る
横断歩道のところ）
（別添地図２）

1日を通して交通量がとても多く、自衛隊敷地内から
横断歩道に出てきたところがドライバーからは見え
にくく危険である。（横断歩道の標識はあるが・・・）

児童が渡ることが、ドライバーにわか
りやすいよう、注意喚起を促すような
表示の工夫改善をお願いしたい。

道路（交安）

5

宮田西遊園地北側
道路

本校児童の通学路になっており、朝は、宮田西遊園
地のところで道路を反対側に渡ることが原則となっ
ている。この道路は国道19号から朝日街道への抜
け道になっており、朝は特に交通量が多く、道幅も
狭いので、大変危険である。（H29要望）

道路幅が狭く、交通量も登校時には
結構あるので、歩道のカラー化、横
断する場所に横断歩道の設置をお
願いしたい。追加：通学路のペイント
表示もほしいです

市（公安）
警察

合同点検実施箇所
H30.8

横断歩道手前にカラー舗装を設置します。（H29）

改善を図ります。（H30県維持）
→補修完了しました（R1県維持）

難しいため、現状でご理解願います。(H29)

一時停止の標識がないため止まれ文字は設置でき
ません。
停止指導線を設置します。（Ｈ28）

(松本建設事務所）
当該踏切については､線路の下を道路がくぐるような
形で整備を計画している。
現在､用地交渉を進めている｡
事業が完了すれば､自動車の運転者にとって安全性
が高まるだけでなく､歩行者との離隔も大きくなり､安
全性は増す。

H30　両側歩道の道路拡幅事業を、平成32年度の完
成を目指し実施中です。【建設課】

開明小学校

グリーンベルトを設置しました（Ｈ30）　　　　　　　横断
歩道は待機場所がないため不可です。
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

6

旧信毎の南歩道（市
道5626号線）

斜めに傾き，雪が降ったとき等転倒することが有り
危険。また車道へはみ出して来て歩道と車道の区
別がつきにくい。

傾いた歩道を平にしてほしい。 市（公安）

7

高宮郵便局の五叉
路の水路

水路に柵がないため転落の恐れがある 柵の設置を希望 市（維持） 市（維持）

8

旧信毎の南歩道（市
道5626号線）

斜めに傾き，雪が降ったとき等転倒することが有り
危険。また車道へはみ出して来て歩道と車道の区
別がつきにくい。

傾いた歩道を平にしてほしい。 市（維持、建設） 市（維持）

9

スクールゾーン内の
定期的な道路標示
の明示化

一時停止、横断歩道接近の表示等が薄くなってきた
ため歩行者・運転者ともに一時停止意識が低くなっ
ている。

定期的に表示の点検の上薄くなって
きたところは見やすく補修をしてほし
い 市（交安）

警察
市（交安）
警察

10

ゴールドパック東側
の道路から駅前に
抜けるT字路

通行量が多く、子どもたちも駅前の道から入ってくる
車や、ゴールドパック東側の道から出てくる車への
意識が低い。

横断歩道の設置をお願いしたい。

警察 警察

1

開明小周辺の
市街地道路

道幅が狭く、自動車の通行量も比較的多い。歩道
の確保も難しい状況。大雪が降ったときなどは非常
に危険。（Ｈ26、Ｈ27、H28）

１　スクールゾーンにしてほしい、通
行の時間制。特に朝。
２　ファミリーマート～開明小の道（以
上Ｈ26）
３　年に数回朝の登校指導をすると
ともに、ほぼ毎日下校指導して、歩
行状況をチェックしている。（Ｈ27）
４　部活動のため早く登校する生徒
もいるため、規制時間を早めてほし
い。（H28)

道路（交安） 警察

2

市営住宅南松本団
地の南側市道

国道19号への抜け道で、交通量が多く歩道がなく危
険である。（松本市芳野48-3～169-74）（Ｈ26）

道路整備。（歩道設置含む）（Ｈ26）

歩道が整備されており、いわゆる「つなぎ横断」とな
るため、現在の設置基準では、設置できません。（Ｒ
３警察）

順次補修しますが、特に消えている場所があれば教
えていただきたい。（Ｒ２交安）
順次、点検により確認して補修事業で対応します。
（Ｒ２警察）

開明小学校周辺区域は、朝7：30～8：30車両通行規
制になっています。（Ｈ26）
朝7：00～8：00の車両通行規制に変更になりました。
（Ｈ28）

開明小　①番と同じ。（Ｈ26）合同点検実施済み

地元町会より、水路の蓋掛け要望が提出されていま
す。水路の改修を行うため、市の改修計画に当路線
を加え、順次整備を進めていきます。（R1維持）

信明中学校

波打ち歩道の整備として工事を行っていきます。
（H30)

波打ち歩道の整備工事として、工事を行います。歩
道改修を行うため、市の改修計画に当路線を加え、
順次整備を進めていきます。（R1)
令和２年度に実施しました。（Ｒ３市建設）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

3

自衛隊北側の住宅
街（南原）

道幅が狭い 標識や道路上への標示で車のス
ピードを落とすよう促してほしい。
（H28)

道路（交安） 道路（交安）

4

学校付近道路の曲
がり角

下⑥と同じ カーブミラーの設置、標識等の設置
で注意喚起してほしい。

5

いろり亭横の斜めの
T字路

見通しが悪く旭街道からの車の進入が危険、事故も
多い

カーブミラーの設置

6

松本空港線
石芝交差点

交差点付近に横断歩道が２ヶ所あるのみなので、
交差点南から来る場合に道路を横断して登校する
ことがある（Ｈ26～）

１　東西にわたる部分にもう１か所横
断歩道を設置。（Ｈ26）
２　生徒に横断歩道を渡るよう指導
を徹底している。（Ｈ27～）

警察 警察

(1) 主要地方道松本塩
尻線（内田グラウン
ド～沢田橋）

歩道が途中までの設置であり、歩道がない部分は
カーブの上、スピードを出して走る車が多い。（Ｈ26）

歩道の設置。（Ｈ26） 合同点検実施箇所
H25.12.24

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（県）

(2) 寿台西緑地付近 村井方面からは上り坂で、車の速度が高い。右カー
ブを曲がったところで横断ほどがあり、危険を感じ
る。（Ｈ26）

１　横断旗設置。
２　「子どもに注意」等表示の設置。
（以上Ｈ26）

道路（交安） 道路（交安）

(3) 県道松本塩尻線
内田運動広場から
沢田橋まで

坂でスピードが出ている上に､カーブになっている
が、歩道がなく危険。

歩道の設置 県、
建設総務課

合同点検実施箇所
H25.12.24

(4) 小学校北側通学路 北門に沿った通学路は、児童が松原南公園方面に
進む際、生活道路からの歩行者や自動車との接触
の可能性があり危険。

とまれの標示を交差点につけてほし
い。

合同点検実施箇所
H29.1.18

別紙合同点検調書のとおり

幅員が減少する部分に外側線を設置します。（Ｈ28）

横断旗の設置は、地元で対応をお願いします。（町
会、安協、ＰＴＡ）（Ｈ26）
横断歩道付近の減速対策のためドット線を設置しま
した。（Ｈ26）

交通量が多く､またスピードをだす車もいて危険であ
る。
(建設総務課）
県へ歩道の設置を要望している。

停止指導線で止まって安全を確認してから交差道路
にゆっくり進み、再度安全確認をして進んでくださ
い。ストップマークを貼る安全な場所がありません。
現状でご理解ください。（Ｈ29）

明善小学校

【エリア　松原、寿台、内田　】

横断歩道設置要望を松本警察署に伝達しました。
（Ｈ26回答）⇒調査の上回答願います。
→本部規制課に上申しました（R1警察）
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合同点検実施日
（県、市、警察、学
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合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(5) 主要地方道松本塩
尻線（内田ファー
マーズガーデン前）

登下校時の交通量が多い。カーブしているが、車の
スピードも速く塩尻方面から来ると見通しが悪い。東
西に横断するには大変危険を感じる。（秋も引き続
き要望）

横断歩道の設置をお願いしたい。
寿台養護学校からは歩道の設置要
望もあり（H30）

市（交安）
県（計調）
警察

市（交安）
県（計調）
警察

(1)  内田保育園前の交
差点

 　見通しが悪く、車がスピードを出してくるので危
険。交通量も多い。（Ｈ26、Ｈ27）
明善中学校方面からの表示「止まれ」の白線表示
が剥がれかかっていて、古い表示と混同して、自動
車運転手から見ても見にくい。（Ｈ27）

１　止まれの標識を赤の点滅機能が
ついた物に交換する。（Ｈ26、Ｈ27）
２　白線表示の修正（Ｈ27）

道路（交安） 警察
道路（交安）

(2) 明善小から片丘線
に出る途中のカーブ

カーブが続き、中古車店の看板もあり、見通しが悪
い。道も細い。（Ｈ26、Ｈ27）

１　カーブミラーの設置。（Ｈ26）
２　中古のミラー（凸面鏡の部分の
み）が置かれているが、正規のカー
ブミラーの設置。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

(3) 内田保育園前の交
差点から内田運動
広場間の道路

路側帯（歩道の部分）と車道の境の白線がほとんど
消えているので、運転者に路側帯（歩道）通行の認
識がなく、歩行者には危険である。（Ｈ27～）

白線の引き直しをし、歩道の部分に
着色（緑色）をする。（Ｈ27～）

道路（交安） 道路（維持）
道路（交安）

(4) 中学校正門前の交
差点から内田保育
園前の交差点まで
の道路

路側帯（歩道の部分）と車道の境の白線がほどんど
消えているので、運転者に路側帯（歩道）通行の認
識がなく、歩行者には危険である。（Ｈ27）

白線の引き直しをし、歩道の部分に
着色（緑色）をする。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

１　標識の要望を松本警察署に伝達しました。（Ｈ26）
交差点西側にも帯状のカラー舗装を実施し、薄くなっ
ていた停止線、横断歩道、ダイヤマーク、外側線を
復旧しました。（Ｈ26）　現状でご理解ください（Ｈ２７）

減速対策としてドット線を設置しました。（Ｈ26）
現状でご理解ください（Ｈ２７）

町会等と協議し、外側線を復旧します。（Ｈ27,Ｈ28）

薄くなった外側線を復旧しました（Ｈ２７）

明善中学校

松本警察署に要望を伝達しています（H26)→　H30.4
に合同点検を実施しました。事業化に向けて計画中
です。⇒H30.4に合同点検を実施しました。セブンイ
レブンから正規な歩道設置については断られたが、
自営工事により約1.2ｍ程の簡易歩道程度の幅が確
保された。
信号機設置には、松本市による市道改良が必要と
なる養護学校からセブンイレブン前の歩道整備につ
いて、R2年度中の工事発注を予定しています。（R02
県計調）
交差点改良について詳細設計を実施しております。
(R2市建設)

道路改良の予定があり、その際に信号機の設置が
可能か検討しています。（Ｒ３警察）
養護学校からセブンイレブン前の歩道整備は工事実
施中。R4年度完了予定。（R3県計調）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(5) 市道（内田740付近
の交差点）

止マレの白線表示が消えかかっている（H28) 塗り直し（H28） 道路（交安） 道路（交安）

(1) 中島橋西（会田川） 土手を歩くために、増水時に危険。（Ｈ25～） トラロープを張って危険喚起。
手すりの設置。
（以上Ｈ25～）

道路（交安）
学校教育課

県
学校

(2) 四賀支所から浄雲
寺前を通る道

１　歩道がないため危険（Ｈ25、Ｈ27、H28）
２　松枯れのため、倒木の危険あり。（Ｈ27、H28）

１　歩道の設置。（Ｈ27）
２　早急に伐採の必要あり。（Ｈ27、
H28）

道路（交安） 道路（交安）
学校
四賀農林

(3) 四賀支所から会田
病院前を通って藤池
に向かう道

１　横断歩道があるが、多くの車がスピードを出して
通る。（Ｈ25）
２　歩道の草が多い。（Ｈ27、H28）
３　夜間非常に暗い。街灯がない（Ｈ27、H28）
４　松枯れの木数本が倒木の危険あり。（Ｈ27）

１　旗や看板の設置。（Ｈ25）
２　除草（Ｈ27、H28）
３　防犯灯の設置。（Ｈ27、H28）
４　松枯れのため、倒木の危険あり。
（Ｈ27）

２　道路（維持）
３　町会
４　四賀農林

(4) 化石館ひろば
用水路

バスを待つこどもたちが遊んでいる時に、用水に落
ちる危険あり。昨年度、蓋の設置工事をしてもらった
が、子供でも簡単にめくれてしまう材質の網のため
再要望。
※川の流れが速く、実際に幼児が落ち、近くにいた
保護者が救い上げて、大事にいたらなかったが、と
ても心配な場所であると学校評議員さんから連絡を
受けた。（Ｈ27～）

グレーチング式の強度な補強をす
る。（Ｈ28）

耕地林務 耕地林務

「止まれ」の文字は一時停止規制のない所には標示
できません。薄くなったドット線、交差点マークを復旧
します。（Ｈ28）

一級河川会田川の堤防であるため、防護柵等の設
置は原則禁止されています。
県に要望は、伝えましたが、設置できないとのことで
す。（Ｈ25）
学校での安全指導を依頼します（学校教育課）

27年度　転落防止工事実施。（Ｈ27）⇒もっと強固な
ものに変更する旨追加要望あり

１　歩道設置は、家屋の移転も必要であり、また、事
業費も大きくなるため非常に困難です。
現在の道路が２車線ありますので、今ある道路を有
効利用し、幅員構成の再配分を行うことで歩行ス
ペースを確保できないか関係町会と調整していきま
す。（Ｈ25）
２　松枯れは、四賀支所四賀農林担当に相談してく
ださい。（Ｈ27）　　　→支所に相談していきます
（H28）
１については、通学路の変更も検討していただきた
い。
→板場方面に下校する児童については、通学路の
一部変更を行いました（H28)

四賀小学校

【　エリア　四賀　】

１　横断旗は、学校又はＰＴＡから地元交通安全協会
に相談してください。（Ｈ27）
４　松枯れは、四賀支所四賀農林担当に相談してく
ださい。（Ｈ27）
３　防犯灯は、町会に相談してください。（Ｈ２７）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(5) 「会田宿」信号交差
点

四賀支所方面からきた道と県道会田・西条停車場
線の交差点で、関さん宅横に鉄製の小さな階段（県
道に上がるため）があり、その階段が腐食してきて
いて壊れそうな状態になっている。（Ｈ27）⇒解決
交通量が多く、狭い交差点を曲がってくる自動車に
注意が必要（H28)

溶接をし直す。または取替えが必
要。（Ｈ27）
青信号でも曲がってくる車があること
を児童に注意する。左右の安全確認
の指導（H28）

(6) 県道矢室明科線「本
宮～本町」

新小学校の通学路として地元から歩道設置の要望
がでている｡
現在は歩道がないため､別のルートで通学してい
る。

歩道の整備 県、
警察、
学校

合同点検実施箇所
H25. 9.20

実施協議を経て、現在事業中 県
警察
学校

(7) 会田～板場バス停 一部しか歩道が整備されておらず、登下校に際し危
険がある。

学校から板場バス停までの歩道の
延長整備を要望する。

(8) 松本市板場諏訪神
社前の県道

朝夕の交通量が多く、直線で車がスピードを出して
通る。近くに横断歩道がないため、児童の横断の際
に非常に危険である。板場地区の低学年児童が多
数横断する箇所となっている。（H30～）

板場地区からもこの箇所に、横断歩
道の設置要望を警察に提出済み。
学校としても、横断歩道の設置を強く
要望する。

警察 警察

(9) 県道矢室・明科線
上郷バス停留所

バス停の位置にカーブがあるため、バ
スの乗降時、横断時危険。バスをよけた車同士の
接触も考えられる。（平成２５年～）横断歩道もな
い。

横断歩道ありの看板を目立つように
してほしい（R1）

警察 警察

(10) 会田～板場バス停 一部しか歩道が整備されておらず、登下校に際し危
険がある。

学校から板場バス停までの歩道の
延長整備を要望する。

県（計調） 県（計調）

H28～　四賀小～本町について交通安全事業を実施
しています。(県）

四賀小～本町について平成２７年度から交通安全事
業を実施しています。(R1回答）
歩道整備事業R3年度完了。（R3県計調）

本部規制課に上申します。今後立会い予定（Ｈ30警
察）→立会済みで今後待ち場所が確保できれば設
置を検討していきます（R1警察）→地区に待避場所
確保について依頼し、地権者からの了承を得た。そ
の旨を松本警察署へ連絡済（R2・１2月学校）
令和３年度の通学路合同点検時に横断児童が１０
数名と把握しています。横断歩道を設置するために
は、待ち場所の整備が必須条件であり、他の横断実
態も含めて、調査・検討しています。なお、当面の対
策として、道路管理者による速度抑制対策を依頼し
ました。（R3警察）

北側の標識の補修を検討します。（R１警察）→制限
速度の標識が劣化しているので更新をお願いしたい
（R2・12月学校）。
速度規制標識の補修は、順次、必要な箇所を選定
し、実施していきます。（R3警察）
横断歩道標識の高度化を検討します。（R3警察）

補修済みです（Ｈ２７）

(松本建設事務所）
・地元関係者に話をしており、詳細設計を実施する。
・歩道の位置については地元と協議していく。
(学校）
ここの歩道も必要だが、県道会田西条(停)線との交
差点を渡れるようにしてほしい。
（松本警察署）
交差点に待ち場がないと横断歩道の設置は難しい。
交差点改良には時間とお金がかかるので、カラー舗
装等の対応も検討したほうが良い。
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(11) 反町農協バス停前 カーブ地点に反町農協前のバス停があり、下校時
に多数の児童が横断するが、横断歩道がなく非常
に危険。

横断歩道の設置を希望 警察 警察

(12) 県道会田・西条停車
場線

双葉保育園より東に歩道がないため、雪が降ったら
歩く場所がない。（Ｈ26）

歩道の確保。（Ｈ26） 県（維持） 県（維持）

(1) 国道１５８号 大野田の横断歩道に信号機を設置していただき感
謝しています。（Ｈ26）
信号手前で制限速度が５０ｋｍから４０ｋｍになるに
もかかわらず減速しない車が多く、保護者から信号
を無視する車もあるとの訴えがありました。（Ｈ27）

５０Ｋｍ～４０Ｋｍになるが見通しも悪い。集団登校
の児童集合場所に冬季車が滑り、突っ込みそうに
なった。奈川渡２号トンネルの工事の影響で登下校
時残土運搬用大型トラックが15～20台通行し危険
である。風圧で児童がよろめいた。今後も運行の継
続が予想される。（R1追加）

１　登校下校の指導を行います。（Ｈ
26）
２　信号機手前の４０ｋｍ制限の区間
を長くし、５０ｋｍ区間を減少させて欲
しい。（Ｈ27）
３　「児童通学」など運転者の注意を
引く標識やのぼり旗、また指導用の
たすき、横断旗などいただけない
か。（Ｈ27）
４　信号を渡る時間をもう少し長くし
てほしい。（集団で渡るため）（Ｈ27）
５　減速を促すラインや子どもが横断
する道であることを手前から運転者
に示す表示等をＨ２７に設置していた
だいたが、引き続き対策をお願いで
きたらありがたい。国土交通省松本
国道出張所に学校より連絡し、トラッ
クの運行時間をずらしていただくよう
依頼した。（R1）

２道路（交安）
３学校教育
３道路（交安）
４道路（交安）
５県（維持）

１　学校
２　警察
３　安協
３　道路（県）
４　警察
５　県（維持）

(2) 旧国道島々橋の近
辺

道路との境に縁石がないので、車に注意して歩行。
スピードを出した車両の進入あり。（Ｈ27）

道路の端を歩き、交差点の一時停止
の徹底。（Ｈ27）

学校
道路（交安）

学校
道路（交安）

２　松本警察署に要望は伝達済みですが、規制の変
更は困難であると聞いています。（Ｈ27交安）
３　のぼり旗、たすきや横断旗は、地元安協にご相
談ください。
３　県に標識設置要望を伝達したところ、標識の設置
はできないが、路面表示（減速マーク）が薄くなって
いるので復旧を考えているとの回答をもらっていま
す。（Ｈ27交安）
４　松本警察署から青の時間を長くしたとの連絡を受
けています。（Ｈ27交安）
「スピード落とせ」立て看板を2枚設置しました（H27
県）
５　市の要望順位に基づき減速等の設置について順
次検討します。（R1県維持）
減速表示をR4に実施予定（R3県維持）

　カーブ付近には防護柵が設置されていますので、
現状でご理解ください。視線誘導と減速対策を兼ね
て、薄くなった区画線を復旧します。（Ｈ27交安）

【エリア　安曇　】

安曇小中学校

待ち場所が確保できません。またカーブ付近は横断
歩行者の発見が遅れ撥ねられる危険があるので、
設置できません（R1警察）

（H30県維持）現状で側溝を設置しています。
（Ｒ１県維持）降雪により歩行できない場合には排雪
を検討します。

93 / 113 ページ



                                                                                                                 

通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(3) 国道１５８号線大野
田信号機

信号を設置していただいたが、カーブでわかりにくい
ため、信号無視をして横断歩道を突っ切るトラックや
県外車等がよくあることが保護者からも寄せられて
おり、非常に危険である。
信号手前で制限速度が５０ｋｍから４０ｋｍになるに
もかかわらず減速しない車が多い。
（Ｈ27）

①信号手前のカーブに「子どもに注
意」ののぼり旗を数本（４～５本）設
置していただくよう安協支部にお願し
ています。（指導者用たすき、横断旗
も依頼しています。）
②集団登下校の列が大野田信号で
途切れてしまう。信号を渡る時間を
あと数秒伸ばしていただけるようお
願いします。
③少年警察補導員や保護者による
交通安全指導を実施。学校では集
団登校を指導しています。
④信号機手前の４０ｋｍ制限の区間
を長くし、５０ｋｍ区間を減少させてほ
しい。その他安全策についてご検討
いただけますようお願いします。
（Ｈ27）

②④
道路（交安）

①安協
②警察
③学校
④警察

(4)

国道１５８号沿いの
歩道（大野田～島々
間）

(1)熊よけの電気柵が途切れている野沢信号付近
や、島々神社の山側を下校中、熊と数メートル先で
子どもが目撃・遭遇した。その後、熊が通学路を
走って逃げた。　(2)歩道の上の斜面から落石があ
る・山側の壁の上方には電気柵があるが、一部設
置が途切れているため、過去にそこから歩道への
猿・熊の侵入があった。歩道上に出没した場合、歩
道の両側が柵と壁で隔離されているために逃げ道
がない。　　　　　　　　　　　　　　　　（H30追記）
・国道を横断する野沢の信号付近の川にＨ２９年に
も熊が出没し、1週間以上保護者の送りと公用車で
の下校で対応した。
・島々神社～野沢信号までの歩道脇斜面からは落
石があり、落石防止柵より山側の電気柵に大きな石
がいくつか込んでいる。定期的な点検が必要であ
る。　　・歩道や路側帯の草刈りがされておらず、車
道にはみ出して通行することがある。ＰＴＡで定期的
に草刈りをすることがあるが、定期的な除草などお
願いできないか。

学校でも、ホイッスルを鳴らすなどの
指導を行っていますが、熊が通学路
に入り込まないよう、対策をお願いい
たします。(2)網の設置や定期的な点
検　　　（H30追記）
・電気柵の途切れない設置を関係各
機関に働きかけていただきたい。
・熊の出没情報が入り捕獲または檻
の撤去までの期間は、路線バスの利
用をお願いしたい。
・落石防止柵の強度を定期的に確認
していただきたい。

県（維持） 県（維持）

(5) 国道１５８号　稲核
風穴の里近辺

バス停までの横断に、横断歩道もなく、カーブで見
通しが悪い。・乗鞍方面から風穴の里のバス停ま
で、国道を横断して歩道のない区間を歩いて移動し
ている中学生がいる。大型バスが路側帯内を走行
することも多く、歩行が困難である

安心してバス停まで歩行・横断でき
るような方策があればご検討くださ
い。

県（維持） 県（維持）現状、保護者にバス停までの送迎をお願いしている
（H30)
現状対応困難です（R1県維持）
待機場所がないため横断歩道の設置はできませ
ん。歩道の確保次第です（警察）

(2)対応を検討しますので、町会要望ともマッチング
するよう、町会と調整をお願いします。優先順位をつ
けて順次事業化を検討します。（県）

R1.9に落石防止柵については確認しました。今後も
定期的に確認します。（R1県維持）

②　松本警察署から青の時間を長くしたとの連絡を
受けています。（Ｈ27交安）
④　松本警察署に要望は伝達済みですが、規制の
変更は困難であると聞いています。（Ｈ27交安）

大野川小中学校
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(1) 県道乗鞍岳線（全
線）

横断歩道マークその他をわかりやすいように引き直
してほしい。（Ｈ26）

白線をはっきりと引く。標識等でドラ
イバーに注意喚起。（Ｈ26）

道路（交安） 警察
道路（県）

(2) 宮の原
県道主要地方道乗
鞍岳線
宮ノ原（学校）から番
所（千石平）

御池からそば処御池まで歩道がないため、通称「けもの
道」を通学路としている。雨天時は歩きづらいのと熊の出
没も心配。（Ｈ26）
１　歩道がなく、通学に使うことができない。そのため、児
童生徒は、木立に囲まれ、傾斜が急で足場が悪い獣道
のような小道（裏道）を通学している。熊や猿の被害を保
護者は心配している。
２　児童生徒の全員が、学校御池側出入り口の横断歩
道を横断するが、徐行もせずかなりのスピードで通り過
ぎる車が多い。東側はカーブとなっていて見通しがきか
ず、東側から上がってくる車の運転者からは、横断者を
確認しずらい。また、横断者もカーブミラーを確認しなくて
は通行する車の存在を確認できない。小学校低学年が
安全を確認することは難しく、毎日職員が引率して横断
している。
３　学校からバス停に渡る横断歩道とその前後の道路標
示・センターラインは、冬季の除雪で削り落とされてしま
い、不鮮明なものになっている。（Ｈ27）
４　乗鞍保育園前のS字カーブは、事故が多い。歩道は
なく、しかも路側帯が狭いので、とても危険で歩かせるこ
とができない。（R1）

１　歩道を御池のふれあいパーク側
から、既設の番所大滝付近まで延長
してほしい。
２　道路標識及び各種標識等の設置
により、車等の減速及び交通安全が
図れるようようにしてほしい。
３　学校御池側の出入り口からバス
停側に渡る横断歩道とその前後の
道路標示、センターラインは塗り直し
ていただきたい。また、道路標示だ
けでは不十分なので児童生徒の横
断を知らせる標識・看板等の設置を
お願いしたい。
（以上Ｈ27）

建設総務
道路（交安）
県（計調）
県（維持）

道路（県）
学校
県（計調）
県（維持）

(3) 安曇保健福祉セン
ター前の国道横断
歩道

横断歩道を横断する児童のために一次停止してい
る車を後方から追い越す車があり、児童が轢かれる
可能性がある。（ＰＴＡ要望）

注意喚起の看板、のぼり旗の設置な
ど
現在指定されている追い越し禁止区
間を横断歩道の松本方面手前から
にしてほしい。（R1秋）

県
警察

県
警察

(4) 県道主要地方道乗
鞍岳線番所（楢の木
坂）から鈴蘭（コロナ
観測所）

・楢ノ木坂バス停上部から歩道がなくなる。直線の
下りでスピードを出す車が多く歩行に危険である。

・歩道を設置してほしい。

県（計調） 県（計調）

交通管理者、道路管理者それぞれがどこまで注意
喚起の看板等を設置可能か調整する必要があると
思います。
（県）
元々、横断歩道の手前３０ｍ部分は追い越し禁止で
すので区間の変更は必要ありません。
薄くなった横断歩道の標示を補修しました。（Ｒ１警
察）

横断歩道及び前後のダイヤマークについては、松本
警察署により復旧済みです。（Ｈ26）

１　歩道設置には、用地提供等に関する同意が必要
ですので、地元町会を通じて要望いただくようお願い
します。（Ｈ25建設総務）
１　管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順
次事業化を検討しています。（R01県計調）
２　道路標識については、松本建設事務所へ要望し
ます。（Ｈ25建設総務）
２　市の要望順位に基づき減速等の標識設置につ
いて順次検討します。（R1県維持）
３　ダイヤマーク及び横断歩道については、松本警
察署により復旧されました。（Ｈ25交通安全）
３　横断歩道とダイヤマーク及び黄色実線のセン
ターラインの復旧については、松本警察署に要望を
伝達します。
　横断歩道の標識、学童横断等の注意看板が設置
されていますので、現状でご理解ください。（Ｈ27交
安）

【　エリア　梓川　】

梓川小学校

１　歩道の設置には用地提供等の同意が必要になり
ますので、地元の町会を通して要望いただくようお願
いします。
２　道路標識等については、松本建設事務所へ要望
します。
（以上Ｈ25）
管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R1県計調）
減速表示をR4に実施予定（R3県維持）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(1) 県道大野田梓橋停
車場線

・歩道が狭く、車道と近接している。大型トラックの
走行が増加、引き込まれやすい。
・信号もなく横断する場所もある。（北大妻五差路）
・通行量が多く、横断に注意が必要で、低学年の飛
び出しが心配。（Ｈ26）

・職員で学期始めに交通安全指導の
実施。
・ＰＴＡ生活指導部で安全指導。
・状況に応じて、毎月、職員が巡視
や指導を実施。
・安全見守り隊の協力を得ている。
（以上Ｈ26）

学校 学校

(2) 県道や主要地方道
の横断

・登下校時、通行量が多く、横断が危険（上島醤油
前）
・押しボタン式の横断歩道。飛びだしが心配。（ダイ
ソー前）
・道路脇の路側帯を歩く（野々宮神社前）（Ｈ26）

・職員で学期始めに交通安全指導の
実施。
・ＰＴＡ生活指導部で安全指導。
・状況に応じて、毎月、職員が巡視
や指導を実施。
・安全見守り隊の協力を得ている。
（以上Ｈ26）

学校 学校

(3) 用水路（梓川左岸幹
線水路、温堰、通学
路に沿った用水路）

・水量が多く柵はあるが、土手があり、滑り落ちると
危険。
・日常生活で近づくことができ危険。（Ｈ26）

・用水路近くでは遊ばない指導を徹
底。
・ＰＴＡ生活指導部が危険箇所として
チェックの実施。
（以上Ｈ26）

学校 学校

(4) 上野　神田川の歩
道のフェンス

フェンスが歩道側に出ているため、けがをしている。
（Ｈ25、Ｈ26）

フェンスの修理・交換。（Ｈ25、26）

(5) 上立田　ふたばの
信号周辺道路

カーブの先に信号があり、歩道も狭いのにスピード
を出す車が多い。（Ｈ26）

車両の速度削減策。（Ｈ26） 建設総務 道路（県）

(6) 上立田郵便局前の
交差点

カーブで車を確認しにくい。住宅ができ、ここを通る
児童が増加している。（Ｈ26～）

横断歩道設置。（Ｈ26～）

(7) 下立田　旧上角口
バス停付近

横断歩道がないので危険。住宅ができ、ここを通る
児童が増加している。（Ｈ19、Ｈ26、Ｈ27）

横断歩道設置。（Ｈ26、Ｈ27） 道路（交安） 警察

交通安全指導の実施

改修されています。（Ｈ27）

松本建設事務所に伝達します。（Ｈ26）
ドットラインの設置を検討します（H28県）

松本警察署に要望を伝達しました。（Ｈ26）⇒
H27に交通規制課員と現地調査しましたが、カーブで
見通しが悪いため、設置不可としました。同所東側
にある交差点に同様の要望があり、横断歩道を設置
しました。（H29)

松本警察署に要望を伝達しました。（Ｈ25、26）
警察で設置する予定です（Ｈ２７）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(8) 上角　梓荘の坂道 草木が生い茂り歩道まで伸びている。（Ｈ26） 木の剪定。（Ｈ26） 道路（維持） 道路（維持）

(9) 角影台
団地入り口斜面

草が歩道まで伸びてきて歩道が狭く見通しが悪い。
（Ｈ27～）

草刈り等。（Ｈ27） 毎年草刈りを実施しています（Ｈ２８） 道路（維持） 道路（維持）

(10) 北大妻　野々宮神
社から梓川消防署
までの県道

車の量が多くスピードを出す一方で、白線内が狭く
車と接触する可能性がある。（Ｈ22～）

歩道の設置。 （Ｈ22～） 合同点検実施箇所
Ｈ26.2.6

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（県）

(11) 北大妻　変則五差
路から農道までの
歩道

歩道が狭く、車道にはみ出し車と接触する可能性が
ある。（Ｈ22～）

歩道の拡幅。（Ｈ22～） 合同点検実施箇所
Ｈ26.2.6

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（県）

(12) 梓川倭　北大妻ダイ
ソー裏の交差点

北のライスセンター方面から来た車から子どもたち
が見えにくい。

安全指導
安全対策ができればお願いしたい

(13) 北大妻
変則五叉路

横断歩道を渡る時、視界が悪く子供と車が接触。
（Ｈ25～）

信号機の設置。（Ｈ25～） 合同点検実施箇所
Ｈ26.2.6

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

警察

(14) 北大妻　「ファミリー
ブック南側の道路

横断歩道がないため、渡る時に危険。（Ｈ25、Ｈ26） 横断歩道設置。（Ｈ26）

(15) 氷室環状高家線と
市道の交差点（旧バ
ス停）梓川倭2945－
1付近）

見通しが悪い、歩行者は車道まで出ないと車が確
認できない

市道側の通学時間帯の通行規制 道路（交安）

(16) がんこおやじの前の
道（カインズホーム
南の市道）

穴ぼこだらけで自転車通学に危険 舗装してほしい 道路（維持）

(17) 横沢　デリシア、八
十二銀行前の横断
歩道

車の往来が激しい 横断旗の設置 学校教育課

交差点を横断する際は必ず一時停止をするよう指
導をお願いします。また、通行規制に関しては沿線
地権者の同意が必要となるため町会に相談してくだ
さい。（H29)

松本警察署に要望を伝達しました。（Ｈ26）⇒
H27に設置済みです（警察）

必ず横断歩道の前まで来て横断するよう指導をお願
いします。横断歩道の前にストップマークを設置しま
す。（H29)

地元の安協さんに依頼してください。

町会と相談の上計画的に実施します。（H29）

毎年草刈りを実施しています（Ｈ２７）

松本警察署に要望を伝達します（Ｈ２７）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(18) 大久保坂の道 坂の松の枝の落下があり危険（Ｈ26～） 木の剪定。（Ｈ26～） 道路（維持） 道路（維持）

(19) 上立田地区の歩道 歩道が狭く、抜かす時に車道に出る子が多い。傘を
さすと車に当たり危険。（Ｈ26）

歩道の拡幅。（Ｈ26） 建設総務 道路（県）

(20) 上立田信号機から
上立田会館付近

Ｓ字カーブのため見通しが悪く、車もスピードを出し
て危険。（Ｈ27＾）

歩道の拡張。（Ｈ27～）

(21) 下角　垣根が道路
へはみ出す

見通しが悪く切ってもらいたい。（Ｈ26） 通学路に散見。（Ｈ26） その他（所有
者）

(22) 下角
朝日屋からの側溝

道幅が狭いため車を避けたとき落ちる。（Ｈ27～）設
置できないとの回答だが、危険である

側溝に蓋をしてほしい。（Ｈ27～） 道路（交安） 道路（交安）

(23) 下角信号機～北
側溝沿いの道（梓川
梓481近辺）

転落の危険あり フェンスをつくってほしい 道路（交安）

(24) 南大妻　中部電子
～ミルティーユ間の
下り坂

通勤車が多くスピードを出してくる。（Ｈ26～） 車両の速度削減策。（Ｈ26～）
注意喚起の看板（Ｈ27～）
白線の設置（Ｈ27～）

道路（交安） 道路（交安）

(25) 南大妻　あだち前の
信号

信号待ちをするスペースが少ないので車が突っ込
んできたら危ない。（Ｈ26）
水路への落下（Ｈ27～）

縁石設置。（Ｈ26）
水路へのふたの設置。（Ｈ27～）

道路（交安） 道路（交安）

(26) 南大妻　アトリエＷ
ＡＫＯ前の道路

通勤車が多くスピードを出していて危ない。（Ｈ26
～）

制限速度標識の設置。（Ｈ26）
注意喚起の看板設置。「通学路」、
「子ども飛び出し注意」。（Ｈ27～）

道路（交安） 道路（交安）

(27) 南大妻　倭神社 瓦の落下の可能性。（Ｈ26） 学校

(28) 丸田地区の通学路 降雪時は家の垣根の雪が歩道に落ちてきて危険で
ある。（H28）

除雪の早期対応をお願いしたい
（H28)

歩道の除雪は行っておりません。ＰＴＡでの対応をお
願いします。（H29）

学校又はＰＴＡから地元町会に相談してください。（Ｈ
27）

ＰＴＡから神社に相談してください。（Ｈ26）

地権者に管理をお願いしています（Ｈ２７）

4.0ｍ以上に道路改良済みの道路の蓋掛けは困難
です。また、隣接する家屋の屋根が側溝上にかかっ
ているため、現状では行うことは出来ません。（H27)

薄くなった外側線を復旧しました。（Ｈ26）
外側線は設置されています。通学路の路面標示をし
ます。（Ｈ２７）

１　車止めポストが設置されています。（Ｈ26）
２　交差点西側道路の拡幅について、地元要望があ
るので、実施について検討中です（Ｈ２７）

１　制限速度標識は、規制されていないため設置は
できません。（Ｈ26）
２　速度抑制対策として、外側線を設置しました。（Ｈ
26）　３　通学路の路面標示をします（Ｈ２７）

フェンスは設置は困難のため現状でご理解ください。
（H29)

松本建設事務所に伝達しました。（Ｈ26）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(29) 横沢　ファミリーブッ
ク裏及び南側の道
路

歩道がないため、渡るとき危険。（Ｈ25～） 横断歩道設置。（Ｈ22～） 道路（交安） 警察

(30) 花見下村バス停 下校時バスを降りてから横断する時に、急カーブの
ため、車から横断者に気づきにくく危険。（Ｈ22～）

横断歩道の設置。（Ｈ22～） 道路（交安） 警察

(31) 上野
上野の坂

雪で歩道が滑る。（Ｈ27） 上野坂の枝の伐採。（Ｈ27） 道路（維持） 道路（維持）

(32) 氷室
薬師堂交差点

道が狭く、抜け道に使う車との接触。（Ｈ27）登校時
の三郷方面からの車が多く、一時停止線を越えて
止まる車が危険。

注意喚起の看板設置「通学路」「子ど
も飛び出し注意」。（Ｈ27）通学時間
中の通行規制（H29)

合同点検実施箇所

(33) 梓川下立田波田北
大妻豊科線

一部歩道がなくなる区間があり、通行上車との接触
が考えられ、危険である。

歩道の延長（H27） 道路（県） 合同点検実施箇所
H28.3.14

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

(34) 主要地方道松本環
状高家線｢氷室」

（194 横沢　下町四
つ角カーブ近辺の
歩道と重複）

小学校の通学路のため歩道の整備はされている
が､氷室西交差点から南西途中までは､歩道がある
が幅が狭い。
歩道拡張を|お願いしたい。

歩道の拡幅整備 県、
警察

合同点検実施箇所
H25. 9.20

事業実施に向け、協議中 県
警察

(35) 角影台　梓荘からの
下り坂（梓川梓5055
付近）

急な下り坂でスピードが出すぎてしまうため、歩行
者にとって危険である。

止まれの標識、標示が欲しい 道路（交安）

(36) 丸田　リバーサイド
ラインの横断歩道
（丸田住宅団地沿
い）

横断歩道が消えている
冬は周りに民家がないため、雪かきがされず、歩道
もなくなってしまうので通学に困る。

塗り直してほしい 警察

(37) 上角　梓川小学校
給食センター近くの
十字路

どちらが優先道路かよくわかっていない人が多いた
め、事故が起こりそうになる。

一時停止の標識の設置 道路（交安） 道路（交安）
警察

梓川小　⑫番と同じ。（Ｈ26）
２７年度設置予定とのことです（Ｈ２７）

市道ではないため、停止指導線の復旧は出来ませ
ん。梓荘へ状況を伝達します。（H29）

町会より横断歩道の移設要望が提出されています。
（H29）
⇒　警察で標示の補修は行いました（H29）

停止指導線を復旧します。（H29道路交安)

松本警察署に要望を伝達しました。（Ｈ26）
→再度要望を伝達します

支障木については所有者に対策をお願いしていきま
す。歩道の除雪に関しては地区の方々の協力をお
願いします。（Ｈ２７）

（松本建設事務所）
地元町会からの要望を受けて整備を進めてきてお
り、氷室については、現在町会長に話をして地元に
下ろしている段階である。
幅員は整備済と同じ2mとなる。
（松本警察署）
梓川小学校周辺に「ゾーン30」の規制をかける予定
である。
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(38) 梓川児童センター前
のT字路交差点

児童センターから小学校側への横断歩道はある
が、送迎の保護者が駐車するポケットパーク側への
横断歩道が無い。毎日多くの児童と保護者が横断
歩道のない場所を横断している。（H28)

横断歩道の設置 道路（交安） 警察

(39) 丸田　上丸田から丸
田橋までの道

白線だけで幅もないため、車との距離がなく危険。
（Ｈ26～）

歩道の設置。（Ｈ26～） 県（計調） 県（計調）

(40) 上立田　改善セン
ターから西、県道沿
いの歩道

歩道を歩けずに車道に出てしまう。雨の日に傘が車
と接触する。（Ｈ26～）

１　生垣の剪定周知。（Ｈ26）
２　歩道の拡張（Ｈ27）

建設総務
県（計調）

道路（県）
町会

(41) 八景山地区
八景山公民館から
西側上高地方面へ
の道

歩行者と車が接触しやすい（Ｈ３０新規） 歩道を設置してほしい 県（計調） 県（計調）

(42) 丸田　ふたば衣料
店近くのカーブ

車のスピードが出やすく、カーブで見通しが悪い 必ず横断歩道を渡り、歩道を歩くよう
指導している

県（維持） 県（維持）

(43) 上立田　立田上手
町信号から北条方
面への坂と途中の
脇道

歩道がないためスピードを出している車との接触。
脇道が雑木林になっていて倒木などの危険がある

歩道の建設と木の伐採 県（維持） 個人

(44) 上立田　県道278号
線沿いの通学路全
般

歩道が狭くて歩きにくい、スピードを出す車が多く危
ない

歩道の拡張
歩道からはみ出さないように指導し
ている

県（計調） 県（計調）

横断歩道を設置しました（H28）

１　生垣の剪定は、学校又はＰＴＡから地元町会に相
談してください。
２　松本建設事務所に伝達しました。（Ｈ26）
２　管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順
次事業化を検討しています。（R01県計調）

松本建設事務所に伝達しました。（Ｈ26）
管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）

管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）

（Ｒ１県維持）ドットラインは設置してあります。
減速等の標識設置について必要性を含め検討しま
す。
ドットライン設置済み（R3県維持）

雑木林は民地になります。一部、所有者の方から伐
採して頂きました。（Ｒ１県維持）

管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）
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通学路の様子
危険防止のための方策・手
だて及び要望

回答課
合同点検実施日
（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(45) 梓川消防署～野々
宮神社までの県道

歩道がなく狭い白線内を歩くが、交通量的に危険で
ある

広い歩道を設置してほしい

県（計調） 県（計調）

(46) 北大妻五叉路～倭
交差点までの歩道

歩道が狭いため児童が道路にはみ出してしまう 歩道幅の拡大

県（計調） 県（計調）

(47) 岡村整骨院前、生
け花教室、バス停付
近の歩道

歩道が狭く、車がスピードを出している。雨の日は
水をかけられる。

歩道の拡張
車道のすり減ったところは補修して
水が飛ばないようにしてほしい。

県（計調） 県（計調）

(48) 上立田　ふたばの
信号周辺道路

カーブの先に信号があり、歩道も狭いのにスピード
を出す車が多い。（Ｈ26）

車両の速度削減策。（Ｈ26）

県（維持） 県（維持）

(49) 杏バス停前の横断
歩道

中学生の保護者の送迎車のスピード超過。（Ｈ26）
スピードを出す車が多い。（Ｈ26）

車両の速度削減策。（Ｈ26）

県（維持）
警察

県（維持）
警察

(50) 丸太団地内横断歩
道

人身事故の危険 白線を引く、歩道の前に明記

市（建設） 市（建設）

(51) 下立田　郵便局から
下島橋への抜け道

狭い道なのにスピードを出して走る車が多い。朝の
通勤時は車の量も多い。

通学路とわかる標識を付けてほしい

市（建設） 市（建設）

(52) 杏　日枝社より北側
十字路

カーブがあり見通しが悪い。 一時停止か徐行の標識、カーブミ
ラーを大きくしてほしい 警察

市（建設）
警察
市（建設）

横断歩道停止線手前にカラー舗装を設置します。
（Ｒ３市建設）

「通学路」の路面標示を設置します。（Ｒ３市建設）

詳細な場所、及び一時停止規制を希望する方向を
をお示しください。（Ｒ３警察）
停止指導線のある東側道路からの視認性は良好で
した。（Ｒ３市建設）

（Ｒ１県維持）ドットラインの設置、減速等の標識設置
について必要性、有効性を含め検討します。
交通実態等を確認し、信号機の必要性を検討しま
す。（R3警察）
ドットライン設置済み（R3県維持）

管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）
野々宮神社付近のカーブ区間についてドットラインを
R1に設置（R01県回答）

管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）

管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）

（Ｒ１県維持）ドットラインの設置、減速等の標識設置
について必要性、有効性を含め検討します。
ドットライン設置済み（R3県維持）
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（県、市、警察、学
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合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(53) 梓川中学校前　温
堰沿いカーブ

見通しが悪い カーブミラーの設置

市（建設） 市（建設）

(54) 角影台　梓荘入口
向かいの竹林

雨や雪で枝が下がって車と当たりそうになるため急
に歩道側に車が寄ってくる。日当たりが悪く路面が
凍りやすい

手入れをしっかりしてもらいたい。道
路側に倒れないようにしてほしい

市（維持） 市（維持）

(55) 横沢　横沢下町の
氷室と岩岡に抜ける
Y字交差点

自動車との接触の危険 通学路とわかる時間帯の看板や標
識の設置

市（建設） 市（建設）

(56) 横沢　ミートショップ
ヤマトがある辺りの
県道

歩道が狭い上、垣根や地面に草花が歩道まではみ
出ているため歩く場所が少なくはみ出てしまう。

歩道拡張、整備、ガードレール設置 県計調 県計調

(57) 横沢　五差路から北
大妻方面に入って
いく道の牛小屋の交
差点

車との接触の危険 子供たちへの注意喚起、標識などで
一目でわかるように工夫

市（建設） 市（建設）

(58) 氷室　旧バス停交
差点

横断歩道が消えているので車が停止を怠る。
特に朝は交通量が多く、スピードが出ている車が多
い。（R2追記）

横断歩道の復旧
標識などの設置（R2追記）

警察 警察

(1) 学校前市道 道が狭く自転車と自動車が接触しそうになる。上高
地への抜け道として使われるため、交通量も多く危
険。

道路拡幅か、歩道を歩行者・自転車
兼用のものに変える

県（計調） 県（計調）

(2) 上立田信号付近 見通しが悪く、自動車のスピードも速い道路。電柱
も多く、さらに見通しが悪くなっている。

電柱の移動、見通しの悪さの改善 県（計調） 県（計調）

(3) 中学校南西の市道 横断歩道手前に水たまりができる
別紙写真あり

水たまりができないよう、舗装してい
ただきたい。地域の見守り隊からの
要望 市(維持) 市(維持)

補修対応します(H30)
補修済みです。（R3警察）

わずかに舗装の沈下があるが、舗装を盛っても、他
の場所に水溜まりが発生する可能性が高く、有効な
解決策がないため、現状でご理解いただきたい。
（R3維持）

カーブミラーを設置します。（Ｒ３市建設）

令和3年度に通行に支障となる範囲の竹林の撤去を
実施しました。（R3維持）

看板は効果が薄いため「通学路」の路面標示が設置
済みです。（Ｒ３市建設）

管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R3県計調）

ストップマークを設置します。（Ｒ３市建設）

【　エリア　波田　】

梓川中学校

関係町会と調整のうえ、市要望箇所として上げてい
ただくよう検討願います。優先順位をつけて順次事
業化を検討します。（R01県計調）

関係町会と調整のうえ、市要望箇所として上げてい
ただくよう検討願います。優先順位をつけて順次事
業化を検討します。（R01県計調）
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危険防止のための方策・手
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（県、市、警察、学
校、教育委員会）

合同点検後の状況 対応部署危険箇所 現地状況及び対応

(1) ローソン（サラダ街
道店）から中波田神
社へ続く歩道上

歩道上にもかかわらず用水路がむき出すになって
いる。一応鉄製のフタがかかっているが、３～４ｃｍ
すき間があり、浮いた状態。フタのサイズが中途半
端で水のたまったところが露出している。（Ｈ26）

子どもや地域の人が段差につまづい
たり、水路に足をおとしたりして怪我
する危険があるので、改善をお願い
します。

道路（維持） 道路（維持）

(2) 1区1432－1ゴミ収集
場所

通学時間帯にゴミを出す車が前進で入り、バックで
出るため、歩いている児童と接触しそうになる。

車はバックで入り前からゆっくり左
右・前後確認して出るよう指導をお
願いしたい。

学校教育課
道路（交安）

(3) 黒川せぎ 道路わきにあるますのふたが劣化していて危ない
ので直してほしい。（Ｈ25、Ｈ26、Ｈ27）

ふたの改修。（Ｈ27） 西部農林 西部農林

(4) 7区天理教波田分教
会前の水路

水路が道路より低い位置にあるため、トンネルのよ
うに空いていて、夏は水量も多く流れが速い。子ど
もが入り込んでしまいそうで危険。

早急に蓋の設置を希望します。 道路（交安） 道路（交安）

(5) 東村と南村の間の
水路（7区）

通学路沿いにあり、水路幅も広く流れも早い。子ど
もが転落したらとても危険

早急に蓋の設置を希望します。 道路（交安） 道路（交安）

(6) 下村上上記９の北
西の水路

水路が通学路沿いにありポールが立っているが、
逆に子ども達がポールで遊んでしまい転落したらと
ても危険である。未就学児も多い。

早急に蓋の設置を希望します。 道路（交安） 道路（交安）

(7) アパートから２５区
方面へ向かう道

川幅が広く、深さがあり、水量が多い。蓋が無い為、
夏場など子どもたちが入って遊ぶ可能性があり、水
の流れが速いので心配。（Ｈ27）

フタの設置をお願いします。（Ｈ27） 道路（交安） 道路（交安）

波田小学校

維持課で改修済み。（Ｈ26）

ます内への転落防止に配慮し、劣化している金網部
分について改修します。

水路への蓋掛け要望は、全市より非常に多く寄せられて
いるため、交通量・道路幅員等により優先順位を考慮し
て行っています。
この箇所については、幅員が5ｍ程度あり、直ちに実施す
ることが難しい状況です。なお、水路は用水路ですので、
水路管理者の同意が得られていることが条件となりま
す。（H27）

運転者への注意喚起などは、町会（常会）に要望し
てください（学校教育）
道路を明確にするため外側線等路面標示を設置し
ます。（Ｈ29交安）

町会等と蓋掛けを検討します。(H29)学校、ＰＴＡから
も安全指導願います（学校教育）

道路幅4.0m以上の道路改良済み箇所の蓋掛けは非
常に困難です。(H29)学校・ＰＴＡからも安全指導願い
ます。

道路幅4.0m以上の道路改良済み箇所の蓋掛けは非
常に困難です。(H29)学校・ＰＴＡからも安全指導願い
ます。
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(8) 東村と南村の間の
水路

水路にフタが無いため子どもが落ちたら危険。（Ｈ
25、Ｈ27）

フタの設置をお願いします。（Ｈ27） 道路（交安） 道路（交安）

(9) 下村と東組の間の
水路

水路にフタや柵が無いため子どもが落ちたら危険。
深さもあります。（Ｈ25、Ｈ27）

フタの設置をお願いします。（Ｈ27） 道路（交安） 道路（交安）

(10) ８区ごみステーショ
ン前交差点

もともと狭い場所である上に交差点内にごみステー
ションを後から設置した為、登校時ごみステーション
へ停める車がある時より危険。（Ｈ27）

ごみステーションの移設
駐車禁止等にしてほしい。
（以上Ｈ27）

学校教育 学校　町会

(11) 丸八カーブ変則三
差路

変則三差路で、車のすれ違い時、子どもの歩道が
狭い。子どもたちが回避する場所が無い、大型車と
のすれ違いが困難。山形方面から三差路に気づくこ
とが遅れる。
Ｖ線距離が短い路上の白線・止まれが薄い。運転
者に道路の走行の優先順位がわかりづらく、一時
停止の標識も見づらい。冬は路面が凍結して危な
い（Ｈ27、H28）　※再要望がされています（H29～）

１　大型車両交通規制要望。
２　路上の白線・止まれの引き直し。
３　手前のＶ線をもっと手前から長く引き
直し。
４　３０ｋｍ規制道路標示。
（以上Ｈ27）
５　回点灯・点滅信号の設置
６　道路3方向に色づけ
７冬場の塩カル散布
８安協・警察での見回り、呼びかけ
（以上H28)

合同点検実施箇所
Ｈ26.2.13

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

道路（県）
警察
学校教育
学校

(12) 波田5104-1隣りの
農機具格納庫前用
水路

用水路のふたが無く危険。（Ｈ27） ふたの設置。（Ｈ27） 西部農林 西部農林

水路への蓋掛け要望は、全市より非常に多く寄せら
れているため、交通量・道路幅員等により優先順位
を考慮して行っています。
この箇所については、幅員が4.5ｍ程度あり、直ちに
実施することが難しい状況です。
なお、水路は用水路ですので、水路管理者の同意
が得られていることが条件となります。（以上Ｈ25、Ｈ
27）

水路への蓋掛け要望は、全市より非常に多く寄せら
れているため、交通量・道路幅員等により優先順位
を考慮して行っています。
この箇所については、幅員が4ｍ以上あるため、優
先順位を考慮するなかで、実施を検討していきま
す。
なお、水路は用水路ですので、水路管理者の同意
が得られていることが条件となります。（以上Ｈ25、
H27）

ごみステーションの移設は、学校又はＰＴＡから地元
町会に依頼してください。（Ｈ27）

隣接道路歩行者及び通行車両の安全確保に配慮
し、蓋を設置します。(H27)
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(13) 諏訪神社～春宮宅
付近

道幅も狭く、見通しの悪いにもかかわらず車（大型
車）のスピードが出ており、車もわきの畑に落ちたこ
とがある。
子どもたちには常に注意を呼びかけ指導しているが
人が巻き込まれる事故が発生する前に対策してくだ
さい。（Ｈ27）

１　注意喚起のための看板や道路へ
の標示。
２　速度を抑制できる様な波状の道
路にするかにしてほしい。
（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

(14) 諏訪神社から夫婦
堤へ通じる道路

道路わきの水路の金網が破れていたり変形してい
て危険。（Ｈ27）

取り替えてほしい。（Ｈ27） 西部農林 西部農林

(15) 波田小西
国道１５８号沿い北
側歩道

生垣が歩道に出ていて、傘を使った時など特に危
険。
（Ｈ27）

今のところ町会長さんから地主さん
へ声をかけて頂き対応してもらえそう
です。（Ｈ27）

学校 その他（所有
者）

(16) 波田（下原）9133（マ
ルシン東側Ｔ字路

見通しが悪い信号、標識の無いＴ字路、北原団地か
ら農道へ通じる生活道路は通行量も多く、スピード
の出ている車が多い。
通学時、左折車両に巻き込まれる危険性がある。
（Ｈ27）

過去にも横断歩道の表記する要望
が出されていますが、改善されない
為至急検討をお願いします。
（Ｈ27）

道路（交安） 道路

(17) 森口駅近くの踏切 森口駅東側の踏切、和田方面から国道１５８号に抜
ける。
裏道にある踏切前後、数１０ｍには、歩道も無く道
幅も狭い為、通行車両と電車に注意し足元を確認し
ながら踏切を渡る必要がある。（Ｈ25、Ｈ27）

１　歩道の確保（Ｈ25）
２　カラー舗装等で子どもたちの通行
区分を区別しスクールゾーンの明記
を要望します。（Ｈ27）

道路（交安） 合同点検実施箇所
H28.3.14

(18) 波田駅からデリシア
(波田店)に通じる場
所

歩道がとても狭いため、児童はデリシアの駐車場を
歩いている。交通量も多く、車の往来も激しい。

現在より広くて安全な歩道の確保を
お願いしたい。

道路（交安）

(19) デリシア東交差点 デリシア東交差点は、交通事故が多発する交差
点。
南から坂を下る車両がスピードを上げたまま交差点
内に侵入します。（Ｈ27）

「スピード落とせ」の表示が路面にあ
りますが、線で囲った所の道路に凸
を２箇所設置して頂きスピードを落と
さなければ通れないようにスピードを
抑制していただきたい。（Ｈ27）横断
歩道や一時停止線の標示が薄いの
で、引き直しをしてほしい。キングポ
ストが切断されたままなので修理し
てほしい。（H28)

道路（交安）

道路に凹凸を設置することはできません。減速対策
のため外側線及びドット線を設置し、路面に「通学
路」と標示します。（Ｈ27）

隣接道路歩行者及び通行車両の安全確保に配慮
し、改修します（Ｈ２７）

外側線等薄くなった路面標示を復旧しました（Ｈ２８）

１　歩道の確保するには、道路を拡張する必要があ
りますので、地元町会とともに合意形成を図っていた
だくようお願いします。（Ｈ25）

坂道に凸を設置することはできません。薄くなった外
側線、「止まれ」を復旧しました。（Ｈ２８）

歩道は用地確保が必要となります。水路の蓋掛け等
検討します。(H29)
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(20) コミュニティ道路沿
い

コミュニティ道路沿いに設置してありますポールが、
曲がっていたり、抜けて紛失していたりしており危
険。修理していただきたい。（Ｈ27）

修理。（Ｈ27） 道路（維持）

(21) 波田学院北側歩道 波田学院北側歩道は、倒木等により危険な為、通
学路として現在通行禁止としております。しかし使い
勝手の良い歩道の為中学生の自転車等が通行して
いますので、通行止めバリケードを設置して通れな
いようにしていただきたい。（Ｈ27）

自転車が通行できないようにする。
（Ｈ27）

道路（交安）

(22) コミュニティ道路終
了地点交差点

コミュニティ道路終了地点のカーブしてすぐのＴ字交
差点は児童が横断する際、見通しが悪く危険。
中学生の自転車も一時停止せず横断する場合が多
く危険。（Ｈ27）

ドライバーの注意を引くためにも、横
断歩道ラインを道路に引いて頂きた
い。（Ｈ27）

道路（交安） 道路（交安）

(23) 波田7区住宅街
（場所の詳細は個人
宅の前のため、学
校教育課に問い合
わせてください）

水路幅が広く、水量も多く、流れも速いため、通学児
童が落下する危険がある。（H28）

ふたをしてほしい（H28) 道路（交安） 道路（交安）

(24) 波田8区町内公民館
前

カーブの見通しが悪いため、抜け道として進入してく
る車が確認できず危険である。（H28)

カーブミラーの設置（公民館の前）
（H28)

道路（交安） 道路（交安）

(25) 10区　足立商事前
西側歩道

側溝のふたが何箇所も傷んでいる。 歩行者が転ぶ危険性があるため補
修してほしい。

県 県

(26) 10区　中部集落セン
ター前及びのむぎ
前道路

白線が消えているため歩道がわかりにくい。 白線の引き直しをお願いします。 外側線を復旧しました。(H29) 道路（交安） 道路（交安）

(27) 波田11区6040番地 ガードレールの破損（H28） 補修 道路(維持）

(28) 波田11区6100番地 フェンスの破損（H28) 補修 道路(維持）

横断指導線は警察署の指導により標示することはで
きません。減速対策として、外側線を設置できるか
町会と検討します。（Ｈ27）

水路の蓋掛け要望は全市より非常に多く寄せられて
いるため、交通量、道路幅員等により、優先順位を
考慮して行っています。なお、水路が用水路の場合
は水路管理者の同意が得られていることが条件とな
ります。1か所の蓋掛けを町会等と検討します。（Ｈ
28）

町会等と協議します。（Ｈ28）

機能が損なわれている箇所を優先し、補修を検討し
ます(H27)

市道でないため、対応できません。（Ｈ２７）

補修します。（H29）

現地を確認し、破損の著しいものから交換します。
（県）

補修します。（H29）
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(29) 12区横町T字路 諏訪神社方面から13区へ行く道がカーブで見づら
く、注意の標示はあるが、車が猛スピードで駆け抜
けていくため危険。（H28)

注意ではなく、赤枠の止まれ方式に
してほしい

合同点検実施箇所
H29.1.28

別紙「合同点検実施結果」のとおり道路（交安）
警察

(30) ローソン中波田店か
ら諏訪神社へ向かう
途中の道路

道幅が狭く子ども達は側溝の上を歩いて通学してい
るが、側溝が破損しているので危険である。

早急に修理をお願いします。 補修済みです（H29維持） 道路（維持） 道路（交安）

(31) 大久保きのこ工場
前

変形Ｔ字路の一旦停止の線が消えていて非常に危
険。

白線の引き直しをお願いします。 道路（交安） 道路（交安）

(32)
13区　（株)ディスプ
レイフルハタから東
への道路

側溝の幅が広く、春から秋は草が茂っていて見通し
が悪い。水量が多く流れが速く深い。冬は側溝と車
道の間の歩道部分雪が積み上がってしまい歩道が
使用できない。

私有地の草刈りと市の土地の草刈
り、金網と側溝の蓋の設置をお願い
します。

道路（交安） 道路（交安）

(33)
１５区　第２６組の市
道

市道に沿って流れる用水路が幅０．６ｍ深さ０．５ｍ
で、市道面から１ｍほど下方を流れており危険。

ガードパイプは設置されているが、
設置間隔が粗く隙間が多いので対
策をお願いしたい。

道路（交安） 道路（交安）

(34)
悠遊菜彩あんの前
の波田～和田に続く
道路（１９区）

車の交通量が非常に多く、スピードもかなり出して
いる車が多い道路で、横断歩道の白線が薄れてい
る。

白線の引き直しをお願いします。

道路（交安） 道路（交安）

(35)

下原霊園近くの交
差点（１９区）

歩道はあるが、朝夕の時間帯は車の通りも多い。西
側から来る車が多い。垣根もあり見通しが悪い。

薄れてきている「止まれ」の道路標識
を引き直してほしい。また、歩道にあ
るアルプちゃんのストップマークも剥
がれているため再度付け直しをお願
いしたい。

道路（交安） 道路（交安）

(36) 波田小学校東、波
田公民館前の三差
路　波田塩尻鍋割
穂高線、158号線

交通量が多く、また見通しが悪いため、安全対策が
必要である。

道路（県） 合同点検実施箇所
H28.3.14

別紙「合同点検実施結果」のとお
り

(37) 波田小学校前の横
断歩道、歩道橋

坂を下りてくる車がスピードが出ていて危ない、交通
量も多い。（H28)

横断歩道が薄くなってきているので、
引き直してほしい。歩車分離式の信
号にしてほしい。ガソリンスタンド側
へ分岐のある歩道橋にしてほしい
（以上H28)

警察

(38) 19区お宮の前の交
差点

通学路注意の看板が、運転者から見えにくい。
道路の白線がすべて消えている。

目につくような通学路の看板の設置
（H28)白線の引き直し（H28)

道路（交安） 道路（交安）

（R1県維持）
現状では難しい状況ですが、対応について検討しま
す。
区画線による減速表示等について、検討します。
（R2県維持）
減速表示実施済み（R3県維持）

道路幅4.0m以上の道路改良済み箇所の蓋掛けは非
常に困難です。(H29)学校・ＰＴＡからも安全指導願い
ます。

現状でご理解ください。(H29)学校・ＰＴＡからも安全
指導願います。

横断指導線、中央線を復旧しました。(H29)

「止まれ」は復旧しました。ストップマークを復旧しま
す。(H29)

歩車分離式の信号が設置されました。（H28)

南北の道路面に「通学路」と標示します。また、薄く
なった停止指導線、交差点マーク、「止まれ」を復旧
します。（Ｈ28）

停止指導線を復旧します。(H29)
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(39) 19区悠遊彩彩あん
近くの道路

指導線が消えかかっている（H28)
車がスピードを出しすぎる傾向がある

引き直してほしい（H28)
交通安全の旗を設置する（H28)

道路（交安） 道路（交安）

(40) みつば保育園前か
ら坂を下りた十字路

道路を横断する歩行者が多い。歩道がない（H28） 横断歩道、グリーンベルトの設置 道路（交安） 道路（交安）

(41) 波田学院入口前（２
０区）

現状の横断歩道の位置では、東方からきた車が塀
の陰になる子どもを見落としやすくなる。

横断歩道を現状の位置から西方の
見通しのよい位置へ移動してほし
い。

警察 警察

(42) ２０区 防護柵が途切れているため見通しの悪いカーブで
道路を横断する歩行者がいる。

防護柵を設置するか注意喚起の看
板を設置してほしい。

道路（交安） 道路（交安）

(43) ２０区 南側から道路を横断する歩行者が多い。 安全に横断できるよう横断歩道の設
置を要望。歩道がない狭い道路のた
め、グリーンベルトを要望。

道路（交安） 道路（交安）

(44) ２４区 道路と駐車場の間の側溝に隙間がある。 子ども達が足を挟んでしまいそうな
ので隙間をなくしてほしい。

道路（交安） 道路（交安）

(45) 犬飼工業前踏切南
側交差点(Ｔ字路　２
７区)

朝は国道の渋滞や信号を避けるため犬飼工業前の
踏切を渡り、現場にさしかかる車が多く、歩行者や
自転車にとっても危険が多い。

横断歩道を設置してほしい。カーブミ
ラーのチェックもしてほしい。道路脇
の歩行者ゾーン(緑色)と白線の引き
直しをしてほしい。

道路（交安）
道路（維持）

道路（交安）
道路（維持）

(46) 25区1号公園東側道
路

公園から出てくる子供に車が気づかない。（H28) 子どもに注意の看板がほしい（H28) 道路（交安） 道路（交安）

(47) 県道波田北大妻豊
科線
旧３区新田分館交
差点

通学時､東西方向への横断がとても危険｡
停止してくれる車を後ろから追い越してくるケースが
ある｡
赤ランプが点灯していても昼間はあまり気付いても
らえない｡
坂の歩行が大変危険｡
歩道のスペースがほどんど無い為、また周囲に街
灯が無い為､夕方～夜間に歩行者が気付かれにく
い｡

安全に横断できる為の配慮をお願い
します。

県

合同点検実施箇所
H26. 2.13

現在、事業中

県

薄くなった交差点北側の外側線を復旧します。(H29)

復旧しました（H29)

薄くなった外側線を復旧します。(H29)カーブミラーの
角度調整を実施済み。（H29維持）

２８年度に移設実施しました（H29警察）

車の出入り口のため防護柵は設置できません。現
状でご理解ください。(H29)学校・ＰＴＡでも安全指導
願います。

(松本建設事務所）
現在､波田北大妻豊科線の拡幅事業を実施中。当
該県道の横断については､安全な方法を検討してい
ます。歩道も設置する計画です。

横断指導線を復旧しました。（Ｈ28）

グリーンベルト的な石張りが設置されています。薄く
なった外側線、歩行者用ストップマークを復旧しまし
た。（Ｈ28）

路面に「速度落せ」と標示します。また、薄くなった区
画線を復旧します。（Ｈ28）
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(48) 国道に平行する２７
区のメイン道路と県
道上竹田・波田線が
交わる交差点

特に朝は国道の渋滞や信号を避けるため、山形方
面へスピードを上げて抜けていく車も多く大変危険。

横断歩道を設置してほしい。また、両
側の歩行者ゾーン(緑色)と白線が薄
くなってきているので、引き直しをお
願いしたい。さらに有刺鉄線が子ど
もの眼の高さにあるので大変危険。
対応をお願いしたい。

道路（交安）

道路（交安）

(49) 国道158号
クモイエージェン
シー前

この区間だけ歩道がない。 歩道の設置 県

合同点検実施箇所
H26. 2.13

県

(50) 県道塩尻鍋割穂高
線
波田6489-1付近の
カーブ

道が狭いにも関わらず大型車の通行が昼夜問わず
ある。
山形方面からは､一時停止の標識があるが､見えに
くい場所にあり、観光客はほとんど停止しない｡
大型車同士のすれ違いも多く､その際歩行者は退避
スペースが無く､常に児童は大型車の車輪に巻き込
まれる危険が非常に高い｡
ガードレールには､接触したへこみや傷が多数｡
反射板は車がぶつかって傾いている｡
安全旗は垣根にうもれて見えにくい｡
変則な三又路の為優先順位が解りにくい。
一時停止の標識も見えにくい。

道路面の色分け表示､点滅信号､回
転灯､安全立ち当番の通年実施等

県、
交通安全課

合同点検実施箇所
H26. 2.13

県、
交通安全課

(51) 市道波田９８号線 朝夕の通勤ラッシュ時には、幹線道路の迂回となり
交通量が多く､学童に限らず､歩行者が危険な状
態。

道路拡幅、歩道の設置 建設課

合同点検実施箇所
H26. 2.13

現在、事業中

建設課

(52) 波田小学校東、波
田公民館前の三差
路　波田塩尻鍋割
穂高線、158号線

交通量が多く、また見通しが悪いため、安全対策が
必要である。

県（維持） 県（維持）

(53) 牛丸商店前横断歩
道（森口交差点）

信号待ちの道幅が狭い上、信号待ちをする時間が
長い。道に児童が溢れてします。

信号待ちをする児童の待機場所（歩
道など）の設置等、対策をお願いした
い。

県（計調） 県（計調）

(松本建設事務所）
この区間の前後の歩道計画に合わせて検討しま
す。

(松本建設事務所）
運転者への注意喚起として､ドットラインを引く等の対
策を検討しています。
(交通安全課）
市道側が一時停止規制｢止まれ｣となっていますの
で､カラー舗装による強調表示を検討します。

(建設課）
交通量が多いが､歩道がなく危険な状態である｡
今後､道路改良が行われることにより､歩道が整備さ
れ､歩行者の安全が確保されるようになる。

薄くなった外側線（緑色）を復旧します（H29）

現状では難しい状況ですが、対応について検討しま
す。
（R1県維持）

歩道設置は用地取得の必要があるため、現在は安
全指導の実施（H30)
管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）
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(54) 国道１５８号
（波田地区全域）

国道が狭く、歩道も狭い。歩道も白線のみであった
り、バス、トラックの交通量も多く危険である。（Ｈ27）
アズサプレシジョン跡横の歩道が狭い（H28)

ガードレールやポールの設置。（Ｈ
27）突起状態に見えるラインを引い
て車の速度を抑える（H28)　歩道の
拡幅（H28)

県（計調）
県（維持）

県（計調）
県（維持）

(55) ローソン前の歩道 交通量が多い割に歩道が狭く、店舗に車を停めて
あるときは、より危険。（Ｈ27、H28）

駐車場と歩道の区別がつくようにす
る。カラー舗装（Ｈ27、H28）

県（維持） 県（維持）

(56) やきとり大吉付近の
歩道

冬大雪の時、県道２５号の除雪をして頂いています
が、県道から斜めに上がっていく道とやきとり大吉
前の歩道の交わる所に雪が集められる為危険。（Ｈ
27）

除雪時の雪の置場を移動。（Ｈ27） 県（維持） 県（維持）

(57) 県道２５号沿い、波
田5120-5の前の歩
道

歩道の側溝のふたの継ぎ目部分のコンクリートが大
きく割れている為危険がある。
小さな児童の足であればはまってしまうのではない
か。（Ｈ27）

改修。（Ｈ27） 県（維持） 県（維持）

(58) 下島駅南十字路 平成２７年にこの場所で接触事故があった。登下校
時は人通りも車の交通量も増える箇所で危険であ
る。

至急横断歩道を設置してほしい。 警察 警察

(59) 国道１５８号線
（有）東テク付近の
歩道

防火水槽の蓋が反り返ってしまい、歩行者、自転車
などが通行する際に危険である。

蓋の交換をお願いしたい。 県（維持） 県（維持）

(60) 県道
４９７１－１０付近

用水路の蓋に段差があり歩行する人が転倒する危
険がある。

補修し、段差がなくなるようにしてほ
しい。

県（維持） 県（維持）必要性の高い箇所から順次修繕を検討します。
（Ｒ１県維持）

防火水槽の管理者に町会などを通じてお願いするよ
うにしてください（R1県維持）

待ち場所が両側に確保できないと設置できません
（R1警察）

管内の歩道整備は、市の要望順位に基づいて順次
事業化を検討しています。（R01県計調）

速度抑制標示の設置について検討します。（R1県維
持）

路肩部分が駐車場として利用されており、現状では
対応不可。ローソンに駐車場として利用しないよう話
をします。（R1県維持）

引き続き除雪路の雪の置き場について配慮します。
（R1県維持）

現状で補修されています。（R1県維持）
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(61) ＪＡ松本ハイランド出
張所前

側溝の蓋（コンクリート部分）が割れている。登校中
に怪我をした。

側溝の蓋の修理をお願いしたい。 県（維持） 県（維持）

(62) 松本市立病院斜め
向かい
石だたみの坂道

手すりに子ども達が乗って遊び危険。 注意喚起の看板の設置をお願いし
たい。

市（交安） 市（交安）

(63) 三角広場の横断歩
道

横断旗が南側、北側共に一本ずつしかない。また、
かなり損傷している。

横断旗の補充をお願いしたい。 市（交安） 市（交安）

(64) 波田郵便局前の横
断歩道

横断旗を設置している入れ物が損傷している。横断
旗もない。

横断旗入れの修繕と、横断旗の補
充を早急にお願いしたい。

市（交安） 市（交安）

(65) ガモウ商会前 排水溝の蓋（グレーチング）が曲がっていて危険。 蓋の修繕をお願いしたい。 県（維持） 県（維持）

(66) 開通記念碑前 歩道の側溝の蓋が損傷している。つまずく可能性が
あり、危険。

側溝の蓋の修理をお願いしたい。 県（維持） 県（維持）

(67) 横町
石碑のある辻

見通しが悪く、危険。 カーブミラーの設置をお願いしたい。 市（交安） 市（交安）

（Ｒ１県維持）必要性の高い箇所から順次修繕を検
討します。

保護者の皆様からお子様へ手すりで遊ばないよう指
導願います(R1交安)

地元安協の方に依頼してください。（R1交安)

地元安協の方に依頼してください。（R1交安)

（Ｒ１県維持）必要性の高い箇所から順次修繕を検
討します。
修繕済み（R3県維持）

（Ｒ１県維持）必要性の高い箇所から順次修繕を検
討します。
修繕済み（R3県維持）

既存のミラーが曇っているため、鏡を交換したい。
(R1交安)
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(68) 盛泉寺下の用水路 水量が多く流れも早い。橋の部分の境が低く、落ち
る可能性がある。

橋の部分に、フェンスの設置をお願
いしたい。

市（交安）

(69) 波田4293-7付近 用水路の流れが早く、転落したら危険。簡単なワイ
ヤーしかない。

棚やフェンスの設置をお願いしたい。 市（交安）

(70) 波田9205-2,9442-1
交差点

見通しが悪い。道路工事後、白線と止まれの文字
が消えたままになっている。

白線と止まれの文字の記入を元通り
にお願いしたい。

市（交安） 市（交安）

(71) 波田9135  信号機
横断歩道

横断歩道付近　手押し信号機の周りにある、ポール
の反射板が、破損している。

反射板の修繕をお願いしたい。 市（維持） 市（維持）

(72) 下島駅　　南側道路 自動車の交通量が多いが、歩道がありません。 ゾーン３０、または、グリーンベルトを
お願いしたい。

警察 警察

(73) 波田9845－７　Ｔ字
路

国道から山形方面へスピードを出す車が多い。グ
リーンベルトが薄くなっている。

通学路であるため、注意喚起の表示
と、グリーンベルトの塗り直しをお願
いしたい。

市（公安） 市（公安）

(74) 県道449  波田
1524-5Ｔ字路

交通量が多く、山形方面から森口方面の見通しが
悪い。

横断歩道の設置と、通学路であるこ
との注意喚起の表示や看板をお願
いしたい。

警察 警察

市道では無いため設置できません。水路管理者であ
る黒川堰土地改良区及び地権者である盛泉寺様へ
相談してください。(R1交安)

道路と水路の高低差が小さいため、柵の設置は行
いません。(R1交安)

一時停止規制箇所ではないので、止まれ文字は復
旧できません。薄くなった線は復旧します。(R1交安)

補修しました（R1維持）

範囲を具体的に示したうえで、関係する町会と協議
し、合意の上、連盟の要望書の提出をお願いします
（R1警察）グリーンベルトの設置について地元町会と
協議してください。町会の了解が得られれば設置に
ついて検討します。(R1交安)

H30に薄くなったグリーンベルトについて復旧しまし
た。(R1交安)

待ち場所が両側に確保できないと設置できません
（R1警察）
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（75） ８区　公園付近の交
差点

以前、児童が乗った自転車と軽トラの接触事故が
あった。

「止まれ」の標識をつけるか、白字で
道路に「止まれ」と書いてほしい。

警察
市（交安）

警察
市（交安）

（76） ８区　ゴミ捨て場付
近の交差点

８区の公民館側から来る車が停止線で止まった時
に、よく見えない。

カーブミラーの角度を調整してほし
い。

市（維持） 市（維持）

（77） 松本屋前横断歩道
（波田支所前国道
158号、県道の交わ
るところ）

特に朝の登校時間帯は車の通りが多く、児童がな
かなか渡れない。

信号の設置を新たにしてほしい。

警察 警察

(1) 古畑動物病院前 横断歩道のペンキが薄くなっている。（Ｈ26） 道路（交安） 警察

(2) 県道４４９号線と市
道が交わる三叉路
交差点（凍霜害予報
センター格納庫前）

市道路面上の「止まれ」の白線が消えかかってい
る。（Ｈ27、H28）

塗り直してほしい。（Ｈ27、H28） 道路（維持） 道路（維持）

(3) 上竹田波田線沿い
のハッピードリンク
ショップ付近

見通しが悪く、スピードを出して通行する車も多いた
め危険。

歩道をつけてほしい。 県（計調） 県（計調）

(4) 波田駅前踏切 10月に踏切を斜め横断しないよう指導した。横断歩
道で止まらない車が多く危険である。（波田小と同内
容）

街頭指導や取り締まりの強化をお願
いしたい。 警察 警察

(1) 寮から本館までの１
００ｍの間

降雪時には松の枝からの雪が心配されますが、特
にけがをした報告はありません。（Ｈ27）

左記の場面で、特に危険を感じたと
きは、ヘルメットを着用する。（Ｈ27）

学校 学校

　一時停止規制は警察の判断となります。
　一時停止規制の無い箇所での「とまれ」文字の設
置はできません。
　自転車用ストップマークについて設置しました。（R2
交安）
　交通事故の発生状況から、一時停止の設置は困
難です。当面、道路管理者による安全対策をお願い
します。（R3警察）

　角度調整を実施しました。（R3維持）

標示を補修対応します（Ｈ３０）
交差点形状が変則であることや、直近の信号機と見
誤る可能性があるため、信号機の設置はできませ
ん。(R3警察）

交通取締りを実施します。（R2警察）

舗装補修の計画にあわせて「止まれ」文字を復旧し
ます。（Ｈ27,Ｈ28）→舗装工事を行い、「止まれ」を書
き直しました。(H29維持)

再標示済み。（Ｈ26）

波田中学校

登下校安全指導の実施

松原分校

関係町会と調整のうえ、市要望箇所として上げてい
ただくよう検討願います。優先順位をつけて順次事
業化を検討します。（R01県計調）
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