
対策済箇所一覧表

【中野小学校】　 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)

1 1 市道上小田中１号線 上小田中 幅員が狭く、見通しが悪く危険 道路改良 市 済

2 2 （主）中野豊野線 変電所付近 幅員が狭く、交通量も多い R3路面標示完了 県 済 Ｒ4.11月追加 H28,R3

3 3 （主）中野豊野線
飯山口踏切
　　　　　　～新井交差点

歩道が無く、路側帯が狭い R3路面標示完了 県 済 Ｒ4.11月追加 H28,R3

5 5 市道中野12号線 バラっ子クラブ前交差点 見通しが悪く、狭い道で交通量も多い R4路面標示完了 市 済 Ｒ4.11月追加 H28,R3

71 6 市道相生町線、松川１４号線 中町上交差点東側T字路 見通しが悪く、車両から歩行者が分かりにくく危険 ミラーの設置 市 済

114 8 市道松川４号線 松川 歩道がなく危険 路面標示等 市 済 Ｒ1.6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)

6 1 市道新野2号線わき ため池（新野区） 池の周りは草でおおわれており、児童が近づく可能性があるため危険 児童への指導 学校 済 Ｈ28

7 2 市道東田線ほか 更科バス停近くの交差点 横断歩道がなく、東西に延びる道路は、交通量が多く路側帯が狭い 外側線の引き直し 市 済
Ｒ3.10月追加
通学路でない

Ｈ28,R3

72 4 （主）須坂中野線 更科（日野橋付近） 歩道が無く、路側帯が狭い 通学指導 県 済 Ｒ4.11月追加 R3

【延徳小学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

10 2 （一）中野小布施線
長丁踏切
　　　～三ツ和1085番地

路肩に白線はあるが、路肩が狭く危険 道路改良・歩道設置 県 済

11 3 （一）中野小布施線
三ツ和2166
　　　　　　　～新保165-2

路肩に白線はあるが、路肩が狭く危険 道路改良・歩道設置 県 済

75 5 （一）中野小布施線 桜沢 歩道が無く、カーブのため、車両が分かりにくい
外側線、ドットライン設置
通学指導

県・学校 済

備考路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 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 対策内容 事業主体 進捗状況
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対策済箇所一覧表

【平野小学校】
通し 個別 合同点検実
番号 番号 施年度(直近)

14 3 市道吉田西条線 岩船神社西側交差点 交通量が多く横断歩道があっても止まらないで車が多く危険 横断旗の設置 市 済 Ｈ28

15 4 市道岩船中央線 岩船 交通量が多く危険 通学指導 学校 済 Ｈ28

18 7
国道403
市道西江部3号線ほか

西江部信号 変則的な交差点のため、車の動きが複雑 通学指導 警察・県・市 済 R3.10月追加 Ｈ28,R3

20 9
国道403
市道岩船26号ほか

江部 変則交差点　信号が無い 通学指導 警察・県・市 済 R3.10月追加 Ｈ28,R3

76 10
市道西間吉田線1号
泉団地14号線

岩船
三叉路でビニールハウスが死角となる
横断歩道がない

通学指導 警察・市 済 R3.10月追加 Ｈ24,R3

77 11 国道403 江部（長野青果前） 交通量が多く、横断が危険、歩車道分離の対策 通学指導 県 済

78 12
国道403
市道岩船26号ほか

江部（セブンイレブン周辺） 変則交差点で信号が無い 通学指導 警察・市 済 R3.10月追加 Ｈ24,R3

80 14 市道岩船38号線 岩船（岩船南公園付近） 交通量が多く、信号がない
街路樹のせん定（市対応）、通学指
導

警察 済 Ｒ4.11月追加 Ｈ24

87 21 市道岩船中央線 岩船 歩道の設置はあるが、幅員が狭く、マウントアップ型で歩きづらい R3道路改良、歩道設置完了 市 済 Ｒ4.11月追加 R3

115 22 市道東江部30号線 東江部 交通量が多く危険 横断歩道設置等 警察・市 済 Ｒ1.6月追加

116 23 市道西江部31号線 西江部（ユーパレット付近） 横断歩道がなく、道幅が狭い 路面標示、横断歩道設置 警察・市 済 Ｒ1.6月追加

117 24 市道泉団地９号線 西江部 幅員が狭く危険 カラー舗装等 市 済 Ｒ1.6月追加

118 25 市道片塩２号線 片塩（平野保育園付近） 横断歩道があるが、カーブのため危険 カラー舗装等 市 済 Ｒ1.6月追加

119 26 市道七瀬１号線 七瀬（オートバックス南側） 横断歩道がなく危険 横断歩道設置 警察・市 済 Ｒ1.6月追加

120 27 市道七瀬大俣線 長嶺 車がスピードを上げて通過していくので危険 カラー舗装等 市 済 Ｒ1.6月追加

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 進捗状況 備考
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対策済箇所一覧表

【高丘小学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

21 1 市道　大俣線 上今井・大俣 幅員が狭く危険 道路改良 市 済
Ｒ3.6月追加
スクールバス

23 3 市道草間78号線 草間
横断歩道に陥没があり危険
白線が薄く危険

陥没箇所の補修、横断歩道の白線
の引き直し

警察・市 済 Ｈ28

24 4 市道草間78号線 草間 白線が薄く危険 白線の引き直し 警察・市 済 Ｈ28

26 6 （主）中野豊野線 草間 児童の待機場所が分かりにくく危険 キングポストの設置 県 済
Ｒ3.6月追加
通学路見直し

Ｈ28

27 7 市道高丘9号線 草間 交通量増加、交差点と認識しにくい、横断歩道がなく子どもが見にくい R3横断歩道設置、カラー舗装完了 市、警察 済 Ｒ4.11月追加
Ｒ3.6月修正
Ｈ28,R3

28 8 （一）三水中野線 安源寺
交通量が多くスピードを出す車が多い、横断歩道がなく子どもが見にく
い

R4歩道設置工事済、通学指導 県 済 Ｒ4.11月追加 Ｈ28

88 9 （一）三水中野線 安源寺（西部公民館出入口付近） 交通量が多くスピードを出す車が多く、横断歩道がない R4歩道設置工事済、通学指導 警察・県・市 済 Ｒ4.11月追加 Ｈ24

89 10 市道草間78号線 草間 歩道陥没、縁石欠損 歩道修繕 市 済

90 11 市道草間1号線 草間（ソフトバンク東側付近） 停止線を引いてほしい 停止線の引き直し 市 済 Ｈ24

109 12 （一）三水中野線 安源寺 横断歩道がなく危険 通学指導 学校 済 Ｈ30

110 13
市道安源寺草間大橋線、
（主）中野豊野線

安源寺（高丘郵便局前） 横断歩道がなく危険 通学指導 警察 済 Ｒ4.11月追加
Ｈ30 対策済
から戻し

122 15 市道草間53号線 草間 冬場が暗い、横断歩道がない 防犯灯、通学指導 警察・市 済 Ｒ3.10月追加 R3

123 16 市道高丘４号線 草間 横断歩道がなく危険 通学指導 学校 済

124 17 市道栗林37号線 栗林 用水路が大きく危険 ガードパイプの設置、標識修繕 市 済
Ｒ3.6月追加
149-25と重複

125 18 市道片塩牛出線 立ケ花 歩道に陥没があり危険 陥没箇所の補修 市 済

145 21 市道牛出学校線 立ヶ花工業団地に上がる坂道 車スピード出やすい、歩道に草が生い茂り歩行しにくい 柵の設置、草刈り 市 済 Ｒ3.10月追加

147 23 市道高丘4号線 草間　坂道 街灯がないため、冬場は暗い R4外側線工事完了 市 済 Ｒ4.11月追加 R3

149 25 市道高丘8号線 栗林用水路 用水路が大きく、深い、柵がない R3柵設置完了 市 済 Ｒ4.11月追加 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)

30 2 市道七瀬古牧線 壁田 横断歩道があるが通学には大回りとなり、利用されにくい 通学指導 学校 済 Ｈ28

31 3 市道七瀬古牧線 新幹線高架橋下 交通量が増え危険 標識設置、通学指導 警察 済 Ｈ28

150 7 市道厚貝間長瀬線 厚貝公民館（バス停） 白線が薄い、歩道がない
白線の引き直し済、歩道設置、通学
指導

市 済 Ｒ3.10月追加

備考

路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 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 対策内容 事業主体 進捗状況
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対策済箇所一覧表

【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)

34 1 （一）壁田松崎線 竹原 交通量が多く、横断歩道が無く危険 通学指導 学校 済 Ｈ28

35 2 （一）壁田松崎線 金井 交通量が多く、道路横断する児童が多く危険 カラー舗装等 県 済 Ｈ28

36 3 市道平岡12号線 若宮
交通量が多く、側溝に蓋がないため危険
冬の暗い時期は特に危険

外側線で対策済のため、通学指導 学校 済 Ｈ28

37 4 市道若宮４号線わき 若宮 流れの激しい用水路があり危険 通学指導 学校 済 Ｈ28

38 5 市道平岡12号線 若宮
横断歩道の白線が薄い
また、冬期間、押しボタン付近に雪が寄せられてボタンが押せない

白線の引き直し、定期的な排雪、横
断歩道

警察・市 済 Ｒ3.10月追加 Ｈ28,R3

39 6 市道平岡小学校金井線 金井 用水路の一部の蓋が外れていて危険 蓋の交換 市 済 Ｈ28

40 7 市道平岡12号線 金井
通学路ではないが、この道が整備されれば通学路に指定したい。現在
の通学路は農道のため人通りが少なく不審者等の心配がある。

費用対効果等から整備は難しいた
め、現通学路利用

学校 済 Ｈ28

41 8 （一）壁田松崎線 笠原
カラー舗装等行っていただいたが見通しの悪いカーブで横断歩道があ
るが急に止まれないので危険

路面標示 警察・県 済 Ｈ28

92 10 市道平岡12号線 金井 カーブミラーの清掃、増設　横断歩道白線薄い
カーブミラー清掃、増設、白線引き
直し

市 済 Ｒ3.10月追加 Ｈ24,R3

93 11 市道若宮荒川線 若宮 横断歩道と一時停止線の塗り直し 路面標示 市 済 Ｈ24

94 12 市道平岡12号線 金井 カーブミラーの増設 カーブミラー増設 市 済 Ｒ3.10月追加 Ｈ24,R3

95 13 市道平岡小学校金井線 金井 水路に蓋をしてほしい 通学指導 学校 済

126 14
（一）壁田松崎線
市道平岡12号線

金井 信号がなくなり横断歩道を渡りにくい 取り締まり強化 警察 済 Ｒ1.6月追加 Ｈ24

127 15 市道平岡12号線 若宮（若宮公民館付近） 幅員が狭く危険 通学指導 学校 済 Ｒ1.6月追加

170 18
市道科野12号線、
市道東笠原７号線交差部

金井（大坂屋商店前） 見通しが悪い カーブミラー新設済 市 済 Ｒ4.11月追加 R4追加

備考路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 進捗状況
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対策済箇所一覧表

【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)

42 1 （一）夜間瀬赤岩線 越 旧学校の出入り口で幅員が狭く、時折、速度超過車がいる 注意喚起等の対策、通学指導 県 済
R03.10月追加
廃校による

Ｈ28,R3

43 2 （一）夜間瀬赤岩線 赤岩 用水の蓋が変形して外れそうで危険 蓋の交換 市 済 Ｈ28

44 3 （一）夜間瀬赤岩線 赤岩 用水の蓋がない 転落防止柵の設置 県 済 R3.10月追加 Ｈ28

45 4 （一）夜間瀬赤岩線 赤岩 用水路の柵が無く危険 転落防止柵等の設置 県 済
Ｒ3.6月追加
統合による

Ｈ28

47 6 市道越下道線 越 交通量が多く危険 通学指導 学校 済 Ｈ28

96 8
（一）夜間瀬赤岩線
市道越赤岩線

赤岩 Y字路で停止線、標識等がないため、危険 標識設置 市 済 H29.6月追加

129 10 （一）夜間瀬赤岩線 越 一時停止が守られていない
停止線等の引き直し済、取締まりの
強化

警察 済 Ｒ4.11月追加

130 11 市道岩井赤岩線 赤岩 用水の柵がなく危険 通学指導 学校 済 Ｒ1.6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)

50 2 （一）中野飯山線 赤岩境～田上境 幅員が狭く路側帯を歩かなければ危険
外側線等の引き直し、バイバス整
備

県 済
Ｒ3.6月追加
統合による

Ｈ28

51 3 市道倭1号線 柳沢 比較的交通量が多い
看板、十字マーク路面にあり
通学指導

市 済 R3.10月追加 Ｈ28,R3

52 4 市道岩井赤岩線 柳沢 河川が急流のため危険 柵の設置 市 済
Ｒ3.6月追加
統合による

Ｈ28

54 6 市道岩井赤岩線 岩井東 柵の一部が切れていて危険 柵の設置 市 済 Ｈ28

131 7 市道道陸線 柳沢 見通しが悪いので危険 通学指導 学校 済 Ｒ1.6月追加

154 8 県道中野飯山線 ヤマザキショップ（バス停） 歩道がなく車との距離が近い、白線が薄い 白線引き直し済　通学指導 県 済 R3.10月追加

155 9 県道中野飯山線 JA倭共撰所（バス停） 歩道がなく車との距離が近い 白線引き直し済　通学指導 県 済 R3.10月追加

備考路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容 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 対策内容 事業主体 進捗状況 備考
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対策済箇所一覧表

【旧豊井小学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

55 1 （一）三水中野線 上今井道光寺 スピードの出す車が多く、路側帯が狭くｌ危険 草刈等のメンテナンス 県 済 Ｈ28

56 2 市道上今井替佐停車場線 上今井北部 通学路になっているが横断歩道がない。 通学指導 学校 済 Ｈ28

57 3 市道上今井替佐停車場線 上今井北部
白線が薄い
側溝のふたが無い（冬期間が危ない）

通学指導 市 済 R3.10月追加
Ｈ28,R3
スクールバス

58 4 国道117 城下団地から200ｍほか
歩道が高すぎて昇りにくい
路肩が狭く大型車の通行

通学指導 県 済 Ｒ4.11月追加 Ｈ28,R3

60 6 国道117 南大洞 既存でも横断歩道ありの標識があるが、児童の存在が車から見えない 通学指導 警察 済 R3.10月追加 Ｈ28,R3

62 8
（一）南永江替佐停線
市道上今井替佐停車場線

豊津中町
朝の通勤時間はスピードの出す車及びバス路線であり危険
側溝の蓋も一部ない部分があり危険

通学指導 学校 済 Ｈ28

63 9 市道上今井替佐停車場線 豊津飯綱平
バイパスが開通することからかなりの交通量が予想されるため横断が
危険

通学指導 学校 済 Ｈ28

97 10 （一）三水中野線 上今井（道光寺） 歩道が狭い、看板標識がなくスピード出してくる車あり 歩道改良、看板設置 県 済 Ｈ24

98 11 市道上今井替佐停車場線 上今井（北部） 路側帯の白線が不鮮明 通学指導 市 済 R3.10月追加
Ｈ28,R3
スクールバス

99 12 市道上今井替佐停車場線 上今井（北部） 路側帯の白線が不鮮明 白線の引き直し 市 済

100 13 県道南永江替佐停車場線 豊津（仲町） 歩道側の側溝に蓋がない箇所があり R3水路ふた設置済 県 済 Ｒ4.11月追加 Ｈ24,R3

102 15 市道笠倉大日影線 豊津（風間歯科医院） 横断歩道無し 通学指導 学校 済

103 16 市道三俣替佐停車場線 豊津（飯綱平） 歩道の設置が無く、冬期間の通行不可 白線の引き直し、通学指導 市 済 R3.10月追加 Ｈ24,R3

111 17
県道三水中野線
市道道光寺線

上今井（道光寺） 横断歩道の設置が無く、危険 通学指導 学校 済 H30.6月追加 Ｈ30

112 18 国道117号 上今井（城下）
横断歩道の標識が良く見えないため、追突事故が多い
歩道が無く、路肩が狭いため、危険

通学指導 学校 済 H30.6月追加 Ｈ30

132 19 市道上今井替佐停車場線 上今井（北部） 傾いているガードレールなどあり 通学指導 市 済 Ｒ4.11月追加
Ｒ1.6月追加
R3

【旧永田小学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

64 1 （一）牟礼永江線 永江 歩道がなく危険 道路改築 県 済
Ｒ3.6月追加
スクールバス

Ｈ28

65 2 （一）南永江替佐停線 穴田公民館～永田小 路側帯が狭い及び超過速度車が多く危険 草刈等のメンテナンス 県 済 Ｈ28

66 3 （主）飯山妙高高原線 永江 交通量は少ないが、登下校で横断するので危険 通学指導 学校 済 Ｈ28

104 4 県道南永江替佐停車場線 永江 見通しが悪いカーブのため、注意看板が必要 看板の設置、ドットライン 県 済 Ｈ28

133 5 （一）牟礼永江線 南永江（市道棚山線との交差点） 見通しが悪い交差点となっているため、注意看板が必要 通学指導 学校 済 Ｒ1.6月追加

備考路線名 箇所名 通学路の状況・危険の内容
要望内容
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 対策内容 事業主体 進捗状況 備考
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対策済箇所一覧表

【南宮中学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

67 3 市道下小田中33号線 長野電鉄の線路 生徒指導や注意喚起の看板はあるが通る生徒がいて危険 生徒指導 学校 済 Ｈ28

159 4 市道小田中33号線
中学校西側（西門）線路沿
い

線路に沿ってフェンスがない、生徒が線路を横断する可能性あり R4フェンス設置 市 済 Ｒ4.11月追加 R3

【中野平中学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

(21) 1 市道　大俣線 上今井・大俣 幅員が狭く危険 道路改良 市 高丘小と重複 Ｈ28

【高社中学校】

通し 個別 合同点検実

番号 番号 施年度(直近)

(41) 1 （一）壁田松崎線 笠原
カラー舗装等行っていただいたが見通しの悪いカーブで横断歩道があ
るが急に止まれないので危険

路面標示 警察・県 済
高社小（平岡）
と重複

Ｈ28

68 2 校地内道路 笠原 一時停止しない車が多く危険 路面標示等 市 済 Ｈ28

105 3 県道壁田松崎線 金井 横断歩道が無い R4路面標示済、R3発光看板設置 警察・県 済 Ｒ4.11月追加 R3

113 4 県道中野飯山線 笠原 カーブ直後に横断歩道があり、歩行者が見えにくい 草刈 県 済 H30.6月追加 Ｈ30

【豊田中学校】

通し 個別 合同点検実
番号 番号 施年度(直近)

(65) 3 （一）南永江替佐停線 穴田公民館～永田小 路側帯が狭い及び超過速度車が多く危険 草刈等のメンテナンス 県 済
旧永田小と
重複

Ｈ28

70 2 市道三俣替佐停車場線 穴田 外灯は設置しているが暗いので危険 外灯の交換 市 済 Ｈ28

107 5 市道三俣替佐停車場線 替佐 歩道の設置 歩道の設置 市 済 H29.6月追加

135 6 市道三俣替佐停車場線 替佐（学校前） 見通しが悪く横断するに危険 通学指導 学校 済 R3.10月追加

156 20 市道上宿線 穴田 沢に架かる橋に柵がない、転落の危険性 柵の設置 市 済

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