
対策箇所一覧表
【中野小学校】　 ■は令和４年度追加箇所 令和４年11月末現在

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

4 4 （一）中野小布施線
吉田交差点
　　　　　　～新町交差点

歩道が無く、交通量も多い 道路改良・歩道設置 道路改良・歩道設置事業進捗中 県 継続中 H28,R3

108 7 市道中野２号線 三好町 歩車道の分離がされていない区間がある 歩道設置 歩道設置予定(R4設計着手) 市 継続中 H30.6月追加 Ｈ30,R3

164 9 （主）須坂中野線 吉越石材本店付近 横断歩道がなく、交通量が多い
横断歩道、ポール設置、路面標示
等

R4路面標示予定
桃太郎旗、横断旗設置あり検討中

警察、県 継続中 R3

167 10 市道中野７号線 松川駅西踏切 対向車がきた時、よけ方が難しい 看板設置 R6路面標示工事実施予定 市 継続中 R4.6月追加

【日野小学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

8 3 （主）須坂中野線 更科 歩道が無く、路側帯が狭い 歩道設置
一部歩道設置予定
R4設計、R5工事実施予定

県 継続中 Ｈ28,R3

73 5 市道更科7号線、市道更科８号線 更科（舟着神社付近） 歩道が無く、路側帯が狭い 歩道設置 路面標示予定（応急） 市 継続中 R3

137 6 市道篠井間山線 みなみ保育園前道路 歩道が無く、路側帯が狭い 歩道設置
R4看板設置工事完了・路面標示工
事着手

市 継続中 R3

138 7 市道日野5号線 新野神社横のT字路 車道が狭く、カーブで見通し悪い カーブミラー設置
カーブミラー設置（地元区へ）、路面
標示、停止線予定

市 継続中 R3

168 8 市道月宮院線、市道日野３号線
高遠生活改善研修セン
ター前道路脇の水路

道端が狭く、見通しが悪い　水路に柵がない 柵の設置
月宮院線：R6柵設置予定
日野3号線：水路改修工事中

市 継続中 R4.6月追加

【延徳小学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

9 1 （一）中野小布施線 延徳橋～延徳小学校 幅員が狭く、交通量も多い 道路改良・歩道設置 道路改良・歩道設置工事実施中 県 継続中 Ｈ28,R3

74 4 市道延徳４号線、市道北大熊10号線 延徳小学校東側 歩道が無く、カーブのため、車両が分かりにくい 道路改良・歩道設置 R6看板・路面標示予定 市 継続中 Ｈ24,R3

139 6 （一）中野小布施線 三ツ和1521-2 きついカーブのため、見通し悪く向かいからの車が見えない 道路改良・歩道設置
R3路面標示実施済、道路改良計画
中

県 継続中 R3

140 7 市道篠井1号線 延徳駅周辺（西側①） 路肩に白線はあるが、路肩が狭い 歩道拡大 R4路面標示工事着手 市 継続中 R3

141 8 市道篠井間山線 延徳駅周辺（南側道路） 路肩に白線はあるが、路肩が狭く、見通し悪い 歩道拡大 R4路面標示工事着手 市 継続中 R3

142 9 市道篠井3号線 延徳駅周辺（西側②） 路肩に白線はあるが、路肩が狭い 歩道拡大 R4路面標示工事着手 市 継続中 R3

165 10 市道北大熊中央線 グラウンド近く五差路 五差路で見通し悪く、スピードを出す車多い
白線で車が通る範囲明確化、主路
線と従路線明確化、カラー舗装

R4路面標示工事着手 市 継続中 R3

169 11 市道大熊23号線 きのこ工場前道路
大型トラックが頻繁に通行している　歩行者待避場所ない
踏切手前降雨時水たまりでき歩行できない

歩行者待避場所設置、凸凹修繕 R6舗装修繕工事予定 市 継続中 R4.6月追加

進捗状況 備考

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体

備考

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況 備考
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対策箇所一覧表
【平野小学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

12 1 (主）中野豊野線 江部交差点～踏切付近 歩道が狭く、交通量が多い 道路改良
一部道路改良歩道設置予定
一部路面標示実施、通学指導

県 継続中 Ｈ28

13 2 市道岩船中央線 岩船 横断が危険 看板設置等 看板設置等　通学指導 警察・市 継続中 Ｈ28,R3

17 6 市道東江部西条線 東江部 歩道がほとんどなく用水路も幅が広い 外側線の拡幅等 R4路面標示工事着手 市 継続中 Ｈ28,R3

79 13 市道岩船中央線号ほか 岩船（西友付近） 横断歩道はあるが、交通量が多く、信号がない 信号の設置
赤カラー舗装検討（市対応）（応急）
通学指導

警察 継続中

81 15 市道吉田23号線 吉田 歩道が無く、水路が急流 歩道の設置、水路の蓋設置 水路改修(R4～) 市 継続中 Ｈ24,R3

82 16 市道吉田35号線 吉田 登校時、交通量が多い スクールゾーンの設置 （仮）スクールゾーンの検討 警察・市 継続中 Ｈ24,R3

83 17 市道片塩牛出線ほか 片塩（I&E付近） 交通量が多い スクールゾーンの設置 （仮）スクールゾーンの検討 警察・市 継続中 R3

84 18 市道岩船４号線ほか 岩船（タカギセイコー付近） 周辺に企業があり、通学時の交通量が多い カーブミラーの増設、看板の設置 看板設置予定 市 継続中 R3

85 19 市道岩船33号線
岩船（ファミール岩船付
近）

交通量が多く、道路が狭い
冬期間雪置き場になる

路面標示、通学指導　 看板設置予定 市 継続中 R3

86 20 市道岩船14号線 岩船（グランパレス付近） 登下校時、交通量が多い 注意喚起看板の設置 看板設置予定 市 継続中 R3

【高丘小学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

22 2 （一）三水中野線 安源寺 幅員が狭く、交通量も多い 道路改良・歩道設置
道路改良・歩道設置検討
R4路面標示予定

県 継続中 Ｈ28

25 5 市道草間栗林線 JA高丘支所跡地付近交差点 手前の道が狭く、塀があり視界が悪い、飛び出しも心配
看板設置、スピード落とせの表示設
置、路面標示

R6路面標示工事予定
（前倒し検討中）

市 継続中 R4.6月追加
H28　対策済
から戻し

121 14 市道草間52号線 草間 歩道がない 路面標示等 路面標示等、看板設置予定 市 継続中 Ｒ01.6月追加 R3

143 19 市道高丘3号線
高丘小東側道路と高丘保
育園北側道路のT字路

カーブミラー撤去される、スピードを出す車多い
カーブミラー、通学路看板、スピード
落とせ看板設置

カーブミラー（地元区へ）、看板設置
予定

市 継続中 R3

144 20 市道高丘3号線
高丘小東側道路とJA高丘
支所からの道とのT字路

坂からあがってくると、見通し悪い カーブミラー、通学路看板設置
カーブミラー（地元区へ）、通学路看
板設置予定

市 継続中 R3

146 22 市道安源寺17号線 信越木材南西T字路 急な下り坂で車のスピードが出やすい 柵の設置 柵の設置、ガードレール設置検討 市 継続中 R3

148 24 市道草間78号線 信越木材南西T字路 一部歩道なし 歩道の確保
R4蓋掛け・路面標示工事
着手予定(舗装工事後)

市 継続中 R3

【高社小学校　長丘地区】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

29 1 市道七瀬古牧線 壁田農業研修センター付近 水路への転落の危険性 転落防止柵設置 柵設置予定（地元区と協議） 市 継続中 Ｈ28,R3

32 4 市道七瀬古牧線 田麦 広い水路がある 転落防止柵設置等 柵設置等予定（地元区と協議） 市 継続中 Ｈ28

33 5 市道七瀬古牧線 全体 全路線白線が薄い 白線の引き直し 白線の引き直し予定 市 継続中 Ｈ28,R3

151 8 市道田麦7号線 JA長丘事業所（バス停） 歩道がない 白線を引く、歩道設置
白線を引く・看板設置予定、グリー
ンベルトの検討

市 継続中 R3

進捗状況 備考路線図 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況 備考

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況 備考
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対策箇所一覧表
【高社小学校　平岡地区】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

91 9 市道平岡小学校金井線 金井 交差点に信号があるが、待機ｽﾍﾟｰｽがない 待機ｽﾍﾟｰｽの設置、看板の設置
待機ｽﾍﾟｰｽの確保、看板の設置、
路面標示、停止線引き直し予定

市 継続中 Ｈ24,R3

136 16 市道平岡10号線 金井 歩道がない 歩道設置 R3着手 市 継続中
Ｒ01.10月追加
（高社小学校）

R3

152 17 市道若宮田麦線 金井 歩道がない 歩道設置 R4着手 市 継続中 （中野市） R3

【高社小学校　科野地区】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

46 5 市道越下道線 越 交通量が多く、車道と歩道の区分けが明確で無い 路面標示 看板設置予定 市 継続中 Ｈ28,R3

48 7 市道越1号線 越 用水に蓋が無い 転落防止柵等の設置
転落防止柵等の設置
用水管理者と協議ふたがけ検討

市 継続中 Ｈ28,R3

128 9 （一）夜間瀬赤岩線 深沢（深沢信号交差点）
スピードを出す車が多い
歩道にガードレールを設置

ガードレール設置 ガードレール設置市で対応 県 継続中 Ｒ01.6月追加 R3

153 12 （一）夜間瀬赤岩線 深沢コミュニティーセンター 見通しが良い道だが、歩道がない 歩道設置 歩道設置、外側線市で対応 県 継続中 R3

171 13 市道越赤岩線
旧JA中野市科野事業所
（バス停）

見通しが良い道路だが、歩道がない 歩道設置 R6路面標示工事予定 市 継続中 R4.6月追加

【高社小学校　倭地区】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

49 1 市道岩井赤岩線 岩井入口バス停 変則交差点で、見通しが悪い 道路改良など（対策内容検討中） 路面標示、外側線検討 市 継続中 Ｈ28,R3

53 5 市道牧ノ入線 田上 見通しが悪い ダイヤマークほかの引き直し 外側線、ダイヤマーク引き直し予定 警察・市 継続中 Ｈ28,R3

【豊田小学校、豊田中学校　（旧豊井小）】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

61 7 国道117 替佐信号 替佐信号に歩行者用の信号がなく渡るタイミングが難しい 歩行者用の信号
道路改良・歩道設置工事中、ポー
ル設置済、通学指導

県 継続中
Ｒ3.9月対策済
から戻り

69 1 国道117 替佐～静間バイパス 交通量が多く、歩道が無い 道路改良、歩道設置 道路改良・歩道設置工事中、ポール設置済 県 継続中
Ｒ3.9月対策済
から戻り

101 14 市道上今井替佐停車場線 豊津（仲町） 歩道が無く、側溝に蓋がない 道路改良 R4水路改修着手(R7完了予定) 市 継続中 Ｈ24,R3

【南宮中学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

(4) 1 （一）中野小布施線
吉田交差点
　　　　　　～新町交差点

歩道が無く、交通量も多い 道路改良・歩道設置 道路改良・歩道設置進捗中 県 中野小と重複 Ｈ28,R3

(8) 2 （主）須坂中野線 更科 歩道が無く、路側帯が狭い 歩道設置
一部歩道設置予定
R4設計、R5工事実施予定

県 日野小と重複 Ｈ28,R3

160 5 市道南宮線1号、2号 信号市役所南～中野駅東 歩道に段差あり 歩道設置 歩道設置予定 市 継続中
中野小と重複
（中野市）

161 6 市道中野5号線、西町21号線
信号中野駅入口～中野新
井線踏切

歩道に段差あり 歩道設置 歩道設置(進行中) 市 継続中
中野小と重複
（中野市）

163 7 市道西町22号線 西２丁目、吉田 幅員が狭い 道路改良 道路改良予定 市 継続中
中野小と重複
（中野市）

進捗状況 備考

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体

備考

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況 備考

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況 備考

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況 備考
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対策箇所一覧表
【中野平中学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

162 5 市道平野7号線
学校正門前～片塩公会
堂、東横断歩道（牛角前）

道幅が全体的に狭い、側溝あり、すぐ横を車が通る
横断歩道が薄い

スクールゾーン、横断歩道塗り直し
横断歩道塗り直し予定、水路改修
予定

警察・市 継続中 R3

172 6
市道東江部西条線、
市道東江部８号線交差部

しまだやクリーニング店
（江部226-1）前交差点

停止線等薄い　事故発生場所
事故発生現場標識、道路標識書き
直し

R4路面標示工事着手 警察・市 継続中 R4.6月追加

【高社中学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

134 5 県道中野飯山線
金井（県道壁田松崎線と
の交差点部）

横断歩道周辺が暗い 横断歩道、照明設置
看板検討、街灯地元区へ申請（中
野市）

警察・県 継続中 Ｒ01.6月追加 R3

【豊田小学校、豊田中学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

157 21 市道上宿線 穴田 横断歩道から中学下バス停までの白線が消えている 白線を引く 白線引き直し予定 市 継続中 R3

進捗状況 備考路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況 備考

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策要望 対策内容 事業主体 進捗状況 備考
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