平成２５年度 通学路合同点検箇所一覧
H26.7.31現在の対策実施状況
学校

№

通学路の危険・要注意箇所

1 仲町信号交差点

教育総務課
通学路の状況・危険の内容

具体的な対応策

○信号柱の移設について警察署及び
下大門方面より来る車が左
建設課
松本建設事務所で協議中であり、移設
折する際、車両が内側に入り、
が可能となれば、三角地の用地買収、
登下校の児童が巻き込まれそ
ラバーポール設置等により安全確保が
うになり危険。
可能となる。

塩嶺方面からスピードを出し
町区公民館前(旧駐在所前）交 た車がたくさん通る上に見通し
○交差点内のカラー舗装及び路面標
2 差点～
も悪い。一旦停止を無視する
示の実施
百瀬精米交差点
車も多く事故が多発する場所
である。
塩
尻
東
3 大小屋交差点
小
学
校

変則の交差点で大人でも分
かりずらく危険。グリーンベル
トを通るように横断するには、
○信号機の時間調整等を検討する。
信号がなかなか変わらず、
やっと変わっても時間が短くて
渡りにくい。

4 塩尻市塩尻町159付近Ｔ字路

国道の南側を走る市道の南
側にグリーンベルトの白線が
○交差点内のカラー舗装の実施及び
引かれたため、これまでのＴ字
不要な白線等消去対応。
路の横断のマークに従うと危
険である。見通しも悪い。
（H24点検実施）

長畝（二木建設設備前）変則
5
五差路

道路が狭いうえに五千石街道
を通る車の量は多く、スピード ○路面標示等について検討する。
も出ている。五差路の見通しも ○「通学路」等の看板設置は、道路が
悪く、危険であるが、その近辺 狭く、適切な設置場所がない。
に「通学路」の標識もない。

1

担当部署

塩
尻
西
3 ２番町線路下道路
小
学
校

警察・松本建設事務
所と協議中

建設課

実施済み

警察

実施済み

建設課

実施済み

建設課

H26年度に実施予定

○二番町役員が毎朝見守りを実施して 二番町区
横断歩道が広く、駅方向に曲
大門２番町線路下道路出口Y
いる。
がる車の進入速度が速く危険
字交差点
○ゼブラ表示等で車道のしぼり込みを 建設課
（H24点検実施）
する。

2 ３番町点滅交差点

対応策の実施状況

宗賀地区側から来る子ども
○二番町役員が週１回見守りを実施し 二番町区
が待機していると、左折する車
ている。
がかなり近くを通り危険
○交差点改良の用地交渉中。
建設課
（H24点検実施）

ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置済み
H26年度に追加対策
を実施予定

用地交渉中

○歩道、照明、ラバーポールの設置。 松本建設事務所 設置済み
○ガード下付近への看板を３箇所設
設置済み
二番町区
置。
歩道が狭く、暗い。排水工事
○引き続き、一列歩行等の指導を行
学校、ＰＴＡ
をしていただき、以前より改善
う。
（H24点検実施）
○ガード下付近の横断歩道は、待避所
がなく、また、暗いところから自動車が
出てくるため、設置は困難。

4

西小学校南側道路
（コパル～セブンイレブン）

通学時はよいが、自転車を
○道路拡幅等の道路改良は困難であ
利用する際、車との距離が近
ることから、自転車通行の指導を徹底
く、また速度も速いため危険
する。

5

３番町道路（点滅信号～下西
条）

○信号機付近（南側）への横断歩道設 警察
信号付近に横断歩道がなく、 置は条件が悪く、困難であるため、400
道路を横切る子どもがいる
ｍ南に設置について警察署へ申請中。
○「スピード注意」の看板を設置。
二番町区

1

学校、ＰＴＡ

横断歩道設置済み
設置済み
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№

通学路の危険・要注意箇所

教育総務課
通学路の状況・危険の内容

具体的な対応策

担当部署

カーブで見通しが悪い、また、高
原通りを通る車の交通量も多く、
大変危険なのでその交差点を通ら
塩尻市広丘高出５区：高原通 ず、階段のある跨線橋の方に行っ
1 りの歯科大入口信号付近の信 てから、信号機のある交差点に出
るようにしている。階段は急で自転
号のない交差点。
車は通れない状況なので、自転車
のときはその危険な交差点を通ら
なければならない。

○自転車通行可能なスロープについて 建設課
は、高原通りの整備計画にあわせて、
検討していく。
○信号のない交差点は、通行しないよ 学校、ＰＴＡ
う、引き続き、指導していく。

歩道が狭い。縁石のないとこ
ろがある。
大門７区東：高原通り（ソフトバ 登下校時に交通量が多く、ス
2
ンク～大門７区歩道橋）
ピードを出す車も多い。冬期凍
結で車が滑る可能性があり危
険。

○歩道及び縁石が設置されており、一
定の安全が確保されていることから、
ガードレールは不要と考える。
○高原通りから西側の生活道路への 建設課
車の進入を抑制する看板等の設置を
検討する。
○桔梗小入口信号下の路面標示の再 都市計画課
塗装

桔
梗
塩尻市広丘高出２区：芝茶屋
小
3 から松本方面への国道の歩
学
道。
校

対応策の実施状況

実施済み
対応済み

国道をスピードを出して走行して
いく車が多い。特に、トラックが横
を通過すると、体の小さな子は、風 ○側溝もあり、構造上、ガードレールの 長野国道事務所
圧で巻き込まれそうになる。芝茶 延長は困難なため、他の方法を検討す
屋から松本方面への国道と車道 る。
の間のガードレールを延長してい
ただきたい。

坂とカーブで見通しが悪い。
階段を下りてすぐにトンネル出
大門７区西：国道１９号跨線橋 入口になり、かなり道路に出な ○階段から降りてくる子どもの飛び出し 建設課
4 西側の階段から跨線橋下のト いとトンネルから来る車、自転 防止や柵の設置について、飯田国道事
ンネルに続く道路。
車が確認できずに危険。また、 務所に要望済み。
階段横の斜面に子どもたちが
入り込み危険。

横断歩行者優先の標識など ○カラー舗装対応。
郷原：シューマートから農協に つけていただいたが、スピード ○「横断歩行者優先」の看板設置。
5 抜ける、げんば大橋から西に を出してきて停止線を超えて ○横断前に安全確認の指導を徹底す
通る道路との三叉路。
横断歩道上で止まる車が多く る。
まだまだ大変危険。
○一時停止規制の新設。

建設課
建設課
学校、ＰＴＡ

対応済み
設置済み

警察

一時停止設置済み

児童が歩道の反対側に横断
塩尻市広丘堅石 「堅石中町」 せざるを得ない状態。
1 信号付近
今年度、小２児童と軽乗用車
の接触事故発生。
（H24点検実施）

○現状では、横断歩道の設置可能箇 学校、ＰＴＡ
所がない。また、道路西側（狭い側溝の
上）を通行しなければならないため、危
険であることから、道路横断時の安全
確認の指導を徹底する。

広
横断歩道と次の横断歩道の
丘
郷原街道沿いの歩道と横断歩 間隔が広く、児童は自宅前を
小 2
道
車に注意しながら、横断してい
学
る状況。
校

【広丘郷原詰所付近～交差点】
○グリーンベルト塗装は、幅員が狭い
ため、困難である。
○通行部分確保のため、道路沿いの垣 郷原区
根のせん定を所有者に依頼する。
○引き続き、一列歩行等の指導を行
学校、ＰＴＡ
う。

踏切付近の道路幅が狭いため、
歩道が設置されておらず、ややス
塩尻市広丘野村の「金塚」信 ピードをあげた車両が横を通ると
3 号から、篠ノ井線踏切レトア駐 危険。
・昨年度、イヌカイスポーツ店前
車場・イヌカイスポーツ付近
で、小１児童と乗用車との接触事
故発生。（H24点検実施）

○歩道設置について、地元内の合意形 野村区
成を図るとともに、区から児童の通学中
の写真を添付して継続要望としてあげ
ていく。
○引き続き、一列歩行等の指導を行
学校、ＰＴＡ
う。
○歩道の一部補修は、予算状況を考慮 松本建設事務所
して今後対応する。

2
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№

通学路の危険・要注意箇所

２区
1
丸屋家具西道路

教育総務課
通学路の状況・危険の内容

具体的な対応策

交通量が多いにもかかわら
ず、歩道と車道の区別がな
い。道路がかなり狭い。Ｕ字溝 ○グレーチング（ふた）を設置。
部分に蓋がない箇所がある。
（H24点検実施）

担当部署

建設課

４・５区
４０キロ等の速度制限がない ○速度規制については、看板、路面標 警察
2 吉田ふれあい公園横道路（ＪＲ ため、スピードが高めな車があ 示の設置効果等を見て、検討する。
西側）
る。
○看板、路面表示について検討する。 建設課

吉
田
小 3 ３区
学校西道路
学
校

4

5

９月マンションが完成し、道
路状況が一変する可能性大。
西門前の狭い通学路から出る
十字路からの飛び出しが多
い。
（H24点検実施）

○看板、路面標示等により、進入抑制 建設課
と安全確保を図る。
○児童が横断する時間にあわせた通 都市計画課、
行規制について、検討する。（マンショ 警察
ンを含めた住民の合意が必要）

４区
吉田原保育園北横断歩道

○横断歩道の両側に、「止まれ」のプ
街路樹等によって運転手か
レート設置。
ら子どもの姿が確認しにくい。
○ラバーポールの設置を検討する。

３区
吉田セブンイレブン前道路

朝、夕は通勤車両が特に多
い。日中も往来が多くなってい
る。児童館に通う低学年児童
も横断歩道を渡る機会が多
い。建部社付近の道路の見通
しが悪い。
（H24点検実施）

塩尻市片丘北熊井 片丘線
1
大北館北側交差点

対応策の実施状況

設置済み

看板設置済み

住民への説明会実
施済み
一方通行規制実施
済み

都市計画課

設置済み

建設課

実施済み

○カラー舗装等による交差点安全対策 建設課
を検討する。
○吉田小学校南東角の横断歩道に押 警察
しボタン式の信号機を設置する予定。

実施済み
歩行者用信号機設
置済み

○昨年度点検を行い、横断旗ボッ 学校、ＰＴＡ
変則的な交差点で見通しが クスを設置していることから、横断
良くない。
時の注意喚起をする。
通過車両は、スピードを出し
○登下校時の見守りを実施いてい ＰＴＡ
ている。
る。

片
丘
小 2 塩尻市片丘北熊井 片丘線
立小路交差点
学
校

変則的な交差点で見通しが
良くない。
通過車両は、スピードを出し
ている。

○横断旗ボックスを設置する。
教育総務課
○既存の横断歩道の移設は、道路形 建設課、警察
状等に問題があることから、路面標示
等による交差点の整流化を検討する。

塩尻市片丘南内田 片丘線
無量寺から立石交差点

歩道がない。見通しが良くな
い。
朝夕交通量が多く、通過車
両のスピードも出ている。

○歩道設置の地元要望はなく、また、 付近住民の協
現状での対応が困難なため、生垣のせ 力
ん定により見通しがよくなったところで、
看板設置の検討をする。

3

3

設置済み
実施済み
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学校

№

1

2

通学路の危険・要注意箇所

教育総務課
通学路の状況・危険の内容

具体的な対応策

塩尻市床尾（消防分団）～昭
和電工グラウンド付近

交通量が多いにもかかわら
ず、歩道と車道の区別がな
い。
○道路沿いの生垣のせん定を呼びか
グリーンベルトや歩道の設置 ける。（建設課は、全市に呼びかけ）
をお願いしたい。
（H24一部点検実施）

県道292号線 平出遺跡公園
口交差点～井筒ワイン前

交通量が多いにもかかわら
ず、歩道と車道の区別がな
い。
グリーンベルトや歩道の設置
をお願いしたい。

宗
賀
小 3 県道305号線 床尾踏切～昭
和電工付近
学
校

担当部署

関係区、
建設課

交通量が多いにもかかわら
ず、歩道と車道の区別がな
い。
○事業化に向け、地区内の合意形成を 関係区
グリーンベルトや歩道の設置 図る。
をお願いしたい。
（H24点検実施）
○国道の交通量等を考慮すると、信号
の歩車分離化は困難であるため、現状
での通学となる。
○交差点での安全確認の徹底を指導 学校、ＰＴＡ
する。

交通量の多い中、国道を横
国道19号線 中山道一里塚交 断して登下校する。通学時間
5
差点
帯の交差点信号の歩車分離
化をお願いしたい。

○国道の交通量等を考慮すると、信号
の歩車分離化は困難であるため、現状
での通学となる。
○交差点での安全確認の徹底を指導 学校、ＰＴＡ
する。

道幅が狭い、交通量がかな
り多い。
（H24点検実施）

○グリーンベルト舗装、看板設置済み。
○道路沿いの生垣のせん定を所有者 太田区
に依頼する。
○引き続き、一列歩行等の指導を行
学校、ＰＴＡ
う。

2

塩尻市大字洗馬上組琵琶橋
西

洗
馬
小
学
校
塩尻市大字洗馬太田公民館
3
西の坂道

市広報紙で啓発

○平出遺跡公園口交差点～国道まで 松本建設事務所 用地交渉中
の歩道設置を推進する。
○国道～井筒ワインまでの歩道設置は 地元区
地区内合意形成を図る。
○ＪＡ前の横断歩道に、横断旗ボックス 教育総務課
設置済み
を設置する。

交通量の多い中、国道を横
断して登下校する。通学時間
4 国道19号線 桔梗ヶ原交差点
帯の交差点信号の歩車分離
化をお願いしたい。

1 塩尻市大字洗馬太田橋東

対応策の実施状況

○通学時間帯の大型車の通行につい 関係区
て、業者と交渉する。
道幅が狭い、交通量が多く、 ○引き続き、一列歩行等の指導を行
学校、ＰＴＡ
車のすれ違いができない。
う。
（H24点検実施）
○市道部分への横断歩道設置、グリー
ンベルト塗装、側溝のふた設置は構造
上困難である。
○樹木の伐採を所有者に依頼する。
太田区
○道路西側部分に堆積している土砂の 松本建設事務所
見通しが悪い上に交通量が
撤去を検討する。
激しい、道幅も狭い。
○引き続き、一列歩行等の指導を行
学校、ＰＴＡ
う。

○小学校の出入口が狭く、バスの進
バス運行業者
バス停留所付近・待っている
入、校内でのきり返しが困難なため、ス
塩尻市大字洗馬芦ノ田小学校 子どもたちが遊んでいて
4
クールバスの乗降場所の変更はできな
前
つい飛び出してしまうことがあ
い。
る。
○停留所でのマナーを徹底する。
学校、ＰＴＡ
楢
川
塩尻市木曽平沢奈良井川沿
小 1
いの通学路
学
校

通学路になっているが、道路
が狭く歩道と車道の区別がな
○川側にグリーンベルト舗装を実施。
い。
（H24点検実施）

4

都市計画課

実施済み
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№

通学路の危険・要注意箇所

教育総務課
通学路の状況・危険の内容

具体的な対応策

担当部署

対応策の実施状況

ＰＴＡ

1 塩尻市下西条中央線側道

○ＰＴＡで、月１回見守りを実施してい
る。
側道が細い上、朝晩は通勤
○ＪＲ用地の草刈りを要請。
の車が多く危険。
○通学路ではない旨を生徒に徹底す
る。

建設課
学校

ＪＲ実施済み

○横断旗ボックスを設置する。
交通量が多いが道幅が狭い
○交差点から北への歩道延長の予定
のと冬期は暗くて危険
はない。

教育総務課

設置済み

2 塩尻市下柿沢信号付近

塩
尻
中
学
校

登下校時に多くの生徒が利
用しているにもかかわらず、歩
塩尻市広丘野村の「丘中学校
○現在、道路拡幅(歩道設置）の予定は 学校、ＰＴＡ
道がないので、自動車との距
1 入り口」信号から北に延びる道
ないため、引き続き、自転車通行等の
離が近くなってしまい危険であ
路
指導を行う。
る。
（H24点検実施）

丘
塩尻市広丘野村の上田川橋
中 2 から、えびの子池東側のエプ
学
ソン職員寮までの道路
校

上記と同様に、登下校時に
多くの生徒が利用しているにも
かかわらず、道幅が狭い上に
○歩道設置工事を高速道路側道まで
歩道がないので、一列で普通
の間で実施。
に歩いても自動車の通行の妨
げになってしまう。
（H24点検実施）

建設課

H25～H26年度実施

片側に歩道があるが、登下
校時に通行する生徒が多いた
「丘中学校入口」信号からセブ
○自転車通行は、歩道幅が3ｍ以上必 学校、ＰＴＡ
め、車道に溢れそうになってい
3 ンイレブンまでの広丘駅方面
要なため、現状対応となることから、引
る。また、自転車通行可になっ
に向かう道路
き続き、自転車通行等の指導を行う。
ていないため車の通行の妨げ
になってしまう。
○小中学校の通学路ではないが、防犯
灯等の設置について地元要望等、今後
塩尻市広丘 諏訪倉庫から北 明かりが少なく車の往来も多
1
検討が必要か。
に延びる道
い。
○諏訪倉庫の北側道路は拡幅計画（歩 建設課
道設置）がある。
広
陵
中 2 塩尻市スポーツ公園西側南北 整備が進んでいるが，車の
の道路
スピードが速く危険。
学
校

3

H25～H26年度実施

○歩道、街灯、横断歩道、看板等につ 学校、ＰＴＡ
いては、整備済みであるため、交差点
での左右確認や、歩道を通行するよう、
引き続き、指導する。

○ガード下交差点のカラー舗装、「通学 建設課
大門七区しいな医院北立体交 道が狭いわりに車の往来が 路」看板等設置。
差下側
多い。
○ガード下から北側は、道路が狭いた 学校、ＰＴＡ
め、一列歩行を徹底する。

5

設置済み

平成２５年度 通学路合同点検箇所一覧
H26.7.31現在の対策実施状況
学校

№

通学路の危険・要注意箇所

塩尻市大字宗賀牧野～洗馬
1
のＪＲ下道路

2 塩尻市大字洗馬上組の道路

塩
尻
塩尻市大字洗馬太田橋西信
西 3 号付近
部
中
学
校

通学路の状況・危険の内容
交通量が多い旧道で、クラン
ク状になっており自動車から
の見通しがきかない。牧野地
区が自転車通学区となってお
り、この道路を自転車で利用
する生徒もいるので非常に危
険。
（H24点検実施）

楢
川
平沢地区
中 1 宮下地区交番斜め前（中田産
業前）
学
校

○安全対策について、区でも研究して
おり、継続要望していく。
○引き続き、生徒への注意喚起を行
う。

担当部署

対応策の実施状況

牧野区、洗馬区

学校、ＰＴＡ

上組から通学する多くの生
徒が通学路としている。坂道
のうえ、木が茂っており、見通
しがきかない。夜間になると街
灯もないので危険。

○電灯が暗いため、ＬＥＤへ変更を検討 上組区
する。
○樹木の伐採について所有者に依頼 上組区
する。

道路幅が狭く、歩道もない。
そこから続く道（信濃ワイン付
近）にはグリーンベルトがある
が、交差点付近には無い。ま
た、上流の琵琶橋には歩道も
ない。
（H24点検実施）

○信号から東側カーブの樹木の伐採を 太田区
すれば、見通しがよくなるため、所有者
に依頼する。
○横断歩道設置について検討する。
警察
○道路改良について要望方針検討す 地元区
る。
○幅員がせまいため、グリーンベルト
塗装は困難である。

交通量が大変多い上に幅員
が狭く、路側帯もほぼ幅がな
塩尻市大字洗馬 セブンイレ い。通称郷原街道として木曽
4 ブン塩尻洗馬店～上組にいた 方面への抜け道となっている
る県道２９４号線
ようで、自動車のスピードも大
変速い。
（H24点検実施）

5 学校周辺

教育総務課
具体的な対応策

○速度規制（30ｋｍ/ｈ）への変更につい 警察
て検討する。
○距離が長いため、具体的な改良箇所 関係区、学校、
（グリーンベルトやドットライン等）を地 ＰＴＡ
元で集約し、要望していく。

○学校西側の道路、坂道の樹木の伐 関係区、ＰＴＡ
採を検討する。
スクールゾーン等の表示・看
○スクールゾーン表示は、道路利用が
板がほしい。
地元住民が大半なため、当面、必要な
いと考える。

側溝のふたが一部ない。

○県住の敷地内道路であるため、住宅 建設課
供給公社へ側溝のふた設置を要請す
る。

設置済み

○朝の部活動への送りの車の流れを 学校、ＰＴＡ
一定方向にする。
塩尻市北小野…中学校を下っ ３０キロ制限、狭いにもかか
○スピード抑制に向けたスクールゾー 都市計画課
H26年度に実施
1 た上街道（グリーンベルト設置 わらずスピードを出して走行す
ン路面標示について、辰野町側とあわ
区間）
る車が多い。
せて実施を検討中。
両
○ドットライン標示を検討する。
建設課
H25年度に実施予定
小
野
中
学
○国道部分のゼブラ塗装の塗り直しを 松本建設事務所
校
塩尻市北小野…中学校を下
自転車で転倒する生徒が今 現地で要望。
2 り、神社から国道に差し掛かる 年度に入り３人。内、前歯を欠 ○市道部分の路面表示は困難なため、 学校、ＰＴＡ
地点
損した女子もいる。
引き続き、自転車通行等の指導を行
う。

6

