
令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

12 塩山南小
奥野田小

青橋交差点～西広門田交差点
（市道上於曽81号線） H28.1.25 市道 歩道の改修 1800 m 市道管理者 継続 5年以上 Ｈ28年～実施中

17 塩山南小 仲沢ガード南交差点
（県道塩山勝沼線） R1.9.13 県道 ガードポールの設置 1 箇所 県道管理者 R2年度対策済

18 塩山南小 町田種苗店付近交差点
（市道上於曽11号線） R1.9.12 市道 横断歩道の設置 1 箇所 警察 継続 5年以内 R1上申済み

1 塩山南小 オリンピア～菅田神社
（市道上於曽85号線） H26.10.10 市道

スクールゾーンの指定
・不特定多数が出入りする施設があるた
め、規制は困難である

350 m 警察 対策なし

2 塩山南小 ドコモショップ北交差点
（市道下塩後35号線） H26.10.10 市道

横断歩道の設置
・H27上申したが、道路幅員と交通量を
勘案して設置困難

1 箇所 警察 対策なし

3 塩山南小 アオイ観光南交差点
（市道上塩後35号線） H26.10.10 市道

横断歩道の設置
・H27上申したが、交通量を勘案して設
置困難

1 箇所 警察 対策なし

4 塩山南小 赤尾保育園東交差点
（国道411号線） H26.10.10 県道 信号機の設置

・信号機が近くにあるため、設置は困難 1 基 警察 対策なし

5 塩山南小 岡商店西交差点
（市道下萩原22号線） H26.10.10 市道

横断歩道の設置
・見通しが悪いため、設置は困難
・路面標示の設置

1 箇所 警察 R1年度対策済

6 塩山南小 地下道～旧第一青梅街道踏切
（市道上於曽44号線） H26.10.10 市道 路面標示等の設置 1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

7 塩山南小 アップルニュース東（菅田橋）
（市道上於曽60号線） H26.10.10 市道 転落防止柵の設置 6 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

8 塩山南小 ふきよせスポーツ前
（市道上於曽69号線） H26.10.10 市道 カーブミラーの設置

子供向け注意看板の設置 1 基 市道管理者 Ｈ26年度対策済

塩山南小学校学校名

ガードレールが中途半端で危険である。転落防止柵を設置して
ほしい。

道幅が狭いが、スピードを出した車が多く危険である。自動車に
対して減速等の標示をしてほしい。

備考番号
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）

道路
種別 単位合同

点検日通学路の状況・危険の内容 対策内容学校名
対策状況

数量 事業
主体

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

道幅が狭い上に車の交通量があり危険である。スクールゾーンの
指定をしてほしい。

横断歩道が南北にない。横断歩道を設置してほしい。

変則的な交差点でガードポールが一部しかない。車が歩道に乗
り上げた場合に防ぐものがない。

長い直線区間だが、横断できる場所がないため、登校時に左
側通行しなければならない。ドライバーからも度々左側通行は
危険と指摘がある。

歩道の段差が激しく児童が躓きやすいため危険である。段差を
解消してほしい。

車の交通量が多く横断歩道が近くにない。横断歩道を設置し
てほしい。

横断歩道はあるが車の交通量が多いため、信号機を設置して
ほしい。

旧道から新道を横断するとき左右の見通しが悪く危険である。
横断歩道を設置してほしい。

狭い道路から市役所へ横断するとき左右の見通しが悪いため
危険である。注意看板等を設置してほしい。
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備考番号
通学路における
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種別 単位合同
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対策状況

数量 事業
主体

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

9 塩山南小 若宮神社北
（県道白井甲州線） H30.9.27 市道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

10 塩山南小
塩山中

赤尾定住促進住宅北西交差点
（国道411号線）

H26.10.10
H29.8.31 県道 横断歩道/押ボタン式信号機の設置

・交通量が増加したため再検討 1 箇所 警察 H30年度対策済

11 塩山南小
塩山中

塩山下於曽969～1030番地
（市道下於曽5号線） H26.10.10 市道 水路の改良

・工事時に蓋を設置、歩道幅確保 100 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

13 塩山南小 一三堂交差点～塩山下塩後575
番地（市道上於曽11号線） H28.9.1 市道 グリーンベルトの設置（両側）

・ガードレールは道路幅員が確保できない 600 m 市道管理者 H29年度対策済

14 塩山南小 下塩後跨線橋南端歩道
(市道下塩後26号線） H26.10.10 市道 横断旗の設置 1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

15 塩山南小 同上
(市道下塩後26号線） R1.9.12 市道 横断歩道の引き直し 1 箇所 警察 R2年度対策済

16 塩山南小 塩山駅北口～甘草屋敷駐車場
（市道上於曽41号線） R1.9.3 市道 溝蓋の設置

・道路幅や交通量により設置は困難 40 m 市道管理者 対策なし

19

20

21

22

横断歩道が薄くなっているため、再塗装をしてほしい。

登校時は交通量が多く、跨線橋を下ってくる車の速度が速く
横断時に危険である。横断しようとも停止してくれる車はほとん
どない。標識を設置してほしい。

横断歩道はあるが、見通しが悪いので危険である。注意喚起
の標示をしてほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断
歩道を設置してほしい。

広く深い水路があるが、柵がない部分がある。転落防止対策を
設置してほしい。

片側一車線道路のため車のスピードが速いが、歩道がないため
危険である。ガードレールを設置してほしい。

広く深い水路があるが、柵がない部分があり、水量もあるが、溝
蓋がない。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

3 塩山北小 飛大神社前道路
（市道上於曽73号線） H26.10.10 市道 車向け注意看板の設置 300 m 市道管理者 継続 5年以内

4 塩山北小 中村油店前交差点
（市道上於曽81号線） H26.10.10 市道 注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内

6 塩山北小 向嶽寺から恵林寺方面
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 検討中

(一部、街路事業にて整備中） 280 m 県道管理者 継続 未定 検討中

9 塩山北小 千野郵便局前
（市道上於曽95号線） H28.8.24 市道 路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内

12 塩山北小 廣友館前道路
（市道上於曽15号線） H30.9.27 市道 転落防止柵の設置 5 m 市道管理者 継続 5年以内

14 塩山北小 産業技術大学校北側
(市道千野39線） H30.9.27 市道 転落防止柵の設置 5 m 市道管理者 継続 5年以内

15 塩山北小 上東区リサイクルステーション付近
交差点(市道上於曽19号) R2.10.7 県道 横断歩道の引き直し→R2補修済み 2 箇所 警察 新規 未定 R2年度対策済

16 塩山北小
塩山駅北口～旧第一青梅街道
踏切(県道塩山停車場大菩薩嶺
線)

R2.10.7 県道 横断歩道等の引き直し→R2補修済み 7 箇所 警察 新規 未定 R2年度対策済

1 塩山北小 上西集会所前道路
（市道上於曽80号線） H26.10.10 市道 グリーンベルトの設置 400 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

2 塩山北小 廣友館前道路
（市道上於曽15号線） H26.10.10 市道 グリーンベルトの設置 350 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

5 塩山北小 小学校北側市道
（市道千野44号線） H26.10.10 市道 歩道の設置 200 ㎡ 市道管理者 対策なし

備考事業
主体

対策状況
数量 単位

学校名 塩山北小学校

道幅が狭く道が曲がっているため、見通しが悪く危険である。注
意喚起の標示をしてほしい。

歩行者用信号機がないので、渡るのに注意が必要である。注
意喚起の標示をしてほしい。

川が流れているが、転落防止柵がなく危険である。転落防止
柵を設置してほしい。

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変
危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め
た道路改良をしてほしい。

道路がカーブしているため見通しが悪く、信号を見落とす車があ
る。注意喚起の標示をしてほしい。

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表
番号 学校名

通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

横断歩道の引き直し

道路南側下の側溝に一部フェンスのない部分があり、転落の
危険がある。フェンスの設置をしてほしい。

道幅が狭いが、車の交通量が多いため危険である。歩道を設
置してほしい。

道幅が狭く車との接触が心配である。グリーンベルトを設置して
欲しい。

道幅が狭く車との接触が心配である。グリーンベルトを設置して
ほしい。

横断歩道及び路面標示の引き直し
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備考事業
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対策状況
数量 単位

学校名 塩山北小学校 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表
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危険箇所・住所
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7 塩山北小 昌寿院東側交差点
（市道上於曽73号線） H27.10.1 市道 横断歩道の設置

・見通しが悪いため設置困難 1 箇所 警察 対策なし

8 塩山北小 塩山橋北側
（市道上於曽15号線） H27.10.1 市道 転落防止柵の設置 4 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

10 塩山北小 上東区リサイクルステーション前
（市道上於曽19号線） H30.9.27 市道

横断歩道の設置
・設置に伴う交通環境が整備されていな
いため設置困難

1 箇所 警察 対策なし

11 塩山北小 上西集会所前道路
（市道上於曽80号線） H29.8.31 市道

・H30年度一部側溝改修
・No.1関連（グリーンベルトの設置両
側）

400 m 市道管理者 R1年度対策済

13 塩山北小 校庭南側道路を東進交差点
（市道上於曽95号線） H30.9.27 市道 路面標示等の設置

（路面カラー表示等） 1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

17

18

19

20

朝登校時の交通量が多いが、道幅が狭く危険である。グリーン
ベルト（両側）を設置してほしい。

交差点東側に横断歩道があるが、登校時は西側を通る。西
側にも横断歩道を設置してほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断
歩道を設置してほしい。

道路がカーブしているため見通しが悪く、信号を見落とす車があ
る。注意喚起の標示をしてほしい。

道幅が広く、道路横断するとき危険である。横断歩道を設置し
てほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
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3 奥野田小 エノモト製作所前道路
（市道熊野41号線） H26.10.10 市道 転落防止柵の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ26年度対策済

4 奥野田小 同上
（市道熊野41号線） H30.9.27 市道 白線等の引き直し 130 m 市道管理者 H30年度対策済

22 奥野田小 同上
（市道熊野41号線） H30.9.26 市道 転落防止柵の設置

・No3、4関連 9 m 市道管理者 継続 5年以内

20 奥野田小 JA奥野田第１共選所～カーサグ
ローバル (市道熊野１７号線） H30.9.27 市道 路面標示等の設置 2 箇所 市道管理者 継続 5年以内

26 奥野田小 通学橋～東側牛奥方面
（市道熊野41号線） R1.9.3 市道 水路改修→R2水路改修完了 200 m 市道管理者 継続 5年以内 R2年度対策済

5 奥野田小 食堂三笠～西側十字路
（市道西広門田18号線） H26.10.10 市道 車向け注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 継続 未定

道路改良計画が
あるため、設置は
困難

11 奥野田小
塩山中

市道下塩後22号線～通学橋
（市道下塩後22号線） H26.10.10 市道

道路の新設（歩道設置）
①県道～国道  約530ｍ
②国道～通学橋 約300ｍ

800 m 市道管理者 継続 未定

①県道から国道ま
でＨ28年度開通
済
②国道～通学橋
まで（未定）

12 塩山南小
奥野田小

青橋交差点～西広門田交差点
（市道上於曽81号線） H28.1.25 市道 歩道の改修 1800 m 市道管理者 継続 未定 Ｈ28年～実施中

1 奥野田小
塩山中

焼肉ソウル前交差点
（県道白井甲州線） H26.10.10 県道

信号機の設置
・Ｈ27計画に上申したが、設置は困難
・地権者の同意が得られない

1 箇所 警察 対策なし

2 奥野田小 焼肉ソウル前交差点
（県道白井甲州線） H30.9.27 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

6 奥野田小 奥野田小南交差点
（国道411号線） H26.10.10 県道 警戒標識の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

水路の幅が広いため、転落防止の蓋・柵を設置してほしい。ス
ピードを出す車やトラックが通過するため危険。

道幅が狭く、カーブが多いため見通しが悪い。

３段階の横断になるが、車の交通量が多く危険である。通学
路の表示や注意喚起の標示をしてほしい。

市道下塩後22号線から通学橋までの周辺の通学路は、道幅
が狭く車の交通量が多い。登下校時に車のすれ違いの時など
は大変危険である。両側歩道の市道下塩後22号線を通学橋
まで延長してほしい。開通した際は、学校通学路に指定した
い。

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表
番号 学校名

通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 事業

主体

対策状況
数量 単位

学校名 奥野田小学校

車の交通量が多いため道路の端を歩くが、深い水路に蓋がな
いため転落の危険である。転落防止柵を設置してほしい。

速度が速い車が多く、ブロック塀等で見通しも悪く危険である。
信号機を設置してほしい。再度要望

歩道の段差が激しく児童が躓きやすいため危険である。段差を
解消してほしい。

道幅が狭く見通しが悪いが、スピードを出した車が多く危険であ
る。注意喚起の標示をしてほしい。（R1再度要望）

速度が速い車が多く、ブロック塀等で見通しも悪く危険である。
安全対策をしてほしい。

車の交通量が多いため道路の端を歩くが、深い水路に蓋がな
いため転落の危険。白線を引き直してほしい。

道幅が狭いが交通量が多く、水路にガードレールが設置されて
いない。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表
番号 学校名

通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 事業

主体

対策状況
数量 単位

学校名 奥野田小学校

7 奥野田小 元王将食堂の東側カーブ・十字路
（市道熊野41号線） H26.10.10 市道 路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ26年度対策済

8 奥野田小 しまむら裏からの市道沿いの河川
（市道熊野43号線） H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 1 箇所 市道管理者 対策なし

9 奥野田小 十二社大神社付近
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 道路の改良（歩道設置） 140 m 県道管理者 Ｈ28年度対策済

10 奥野田小 上野車輌～塩山車検センター
（市道熊野40号線） H26.10.10 市道 グリーンベルトの設置 380 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

13 奥野田小 通学橋上流左岸の土手
（市道牛奥38号線） H28.9.1 市道

転落防止柵、看板の設置
・通学路から河川までは距離があるため、
登下校では危険なし

100 m 市道管理者 対策なし

14 奥野田小 焼肉ソウル前交差点
（県道白井甲州線） H29.8.31 県道 路面標示等の補修

No.1関連 1 箇所 警察 H30年度対策済

15 奥野田小 牛奥共撰所北交差点
（県道塩山勝沼線） H29.8.31 県道 1 箇所 警察 H30年度対策済

16 奥野田小 同上 H29.8.31 県道 路面標示等の設置
・「横断注意」の路面標示 1 箇所 県道管理者 H29年度対策済

17 奥野田小 奥野田ワイナリー北交差点
（県道塩山勝沼線） H29.8.31 県道 横断歩道の設置

・交通量を勘案して設置困難 1 箇所 警察 対策なし

18 奥野田小 同上 H29.8.31 県道 注意看板の移設・設置
・「横断注意 速度落とせ」の看板 1 箇所 県道管理者 H29年度対策済

19 奥野田小 すき家の裏～しまむらの裏
（市道熊野43号線） H29.8.31 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 120 m 市道管理者 対策なし

道幅が狭く見通しが悪いため車の往来が分かりづらくて危険で
ある。通学路の表示や注意喚起の標示をしてほしい。

車の交通量が多いが、道路一部区間に歩道がない。歩道を
設置してほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断
歩道を設置してほしい。

道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。安
全に道路を横断するため横断歩道を設置してほしい。

道幅が狭いが、交通量が多いため危険である。歩道を設置して
ほしい。

土手下に農業用水路があるが、柵もなく落ちたら危険である。
転落防止柵、看板を設置してほしい。

車のスピードが速く通行量も多い。またカーブのため横断者に気
が付きにくい。横断歩道が薄くなっているので、注意喚起のため
引き直してほしい。

道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。横
断歩道が薄くなっているので、注意喚起のため引き直してほし
い。

道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。注
意喚起の標示をしてほしい。

道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。注
意喚起の標示をしてほしい。

川幅が広く水量も多いため雨時が心配である。転落防止柵を
設置をしてほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表
番号 学校名

通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 事業

主体

対策状況
数量 単位

学校名 奥野田小学校

21 奥野田小 赤尾住宅～シャーメゾン
(市道赤尾39号線） H30.9.27 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 100 m 市道管理者 対策なし

23 奥野田小 奥野田小学校北交差点
（国道411号線） R1.9.12 県道 横断歩道の引き直し 1 箇所 警察 R1年度対策済

24 奥野田小 奥野田保育所北側交差点
（市道熊野41号線） R1.9.3 市道 外側線の設置 1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

25 奥野田小 通学橋（市道熊野41号線） R1.9.3 市道
路面標示等の設置
道路幅や交通量など勘案し、設置は困
難

1 箇所 市道管理者 対策なし

27 奥野田小 熊野共選所付近
（市道熊野20号線） R1.9.3 市道 ガードパイプの設置 2 m 市道管理者 R1年度対策済

28 奥野田小 城ケ坂橋から学校
（農道西野原15号線） R1.9.3 農道 横断歩道のカラー表示、路面標示の設

置 2 箇所 農道管理者 R1年度対策済

29

30

31

32

33

坂道を下る車が速く、下った先に横断歩道があり危険である。

横断歩道が消えている。

見通しが悪い交差点のため、危険である。

側溝に蓋がなく、段差もある

橋が狭いが、交通量が多く、歩車分離されていない。

水路の幅が広いため、転落防止の蓋・柵を設置してほしい。見
通しの悪い道路のため危険。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

1 塩山中 ケーズデンキ南東
（市道下塩後22号線） H26.10.10 市道

横断歩道の設置
・H27上申したが、信号交差点と距離が
短いため設置困難

1 箇所 警察 対策なし

2 塩山中 焼肉ソウル前交差点
(県道白井甲州線) H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

3 塩山中 上塩後から塩山駅方面
（県道万力小屋敷線） H27.9.30 県道 路面標示等の設置

・グリーンベルトの設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ28年度対策済

4 塩山中 望月寝具店前交差点
（市道下塩後22号線） H27.10.1 市道 信号機の設置

・市道開通時に設置 1 箇所 警察 Ｈ28年度対策済

5 塩山中 下萩原2106番地付近
（市道下萩原22号線） R1.9.12 市道 ・見通し悪いため、信号機は設置困難

・路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

6

7

8

9

10

11

学校名 塩山中学校 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 数量 単位 事業

主体

対策状況
備考

ケーズデンキ南東の東西の道路を通学路として利用している生
徒が多い。横断歩道を設置してほしい。

見通しが悪い交差点であり、生徒が車と接触する事故を起こし
ている。横断歩道及び押ボタン式信号機の設置をしてほしい。

速度が速い車が多く、ブロック塀等で見通しも悪く危険である。
安全対策をしてほしい。

青橋から西の道路は、道幅が狭く交通量も多いので、登下校
に注意が必要である。注意喚起の標示をしてほしい。

車が停止線を越えて横断歩道上で停車することが多いため危
険である。信号機を設置してほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

3 大藤小
塩山中萩原679-1番地～684-1
番地先（県道塩山停車場大菩
薩線）

H29.8.31
R2.10.7 県道

転落防止柵の設置
・隣接地の地権者の同意が得られれば
施工可能

70 m 県道管理者 継続 未定

4 大藤小
赤子老人憩いの家付近交差点
（県道塩山停車場大菩薩嶺
線）

R2.10.7 県道 ・見通しが悪いため横断歩道の設置困
難  ・路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 新規 〇 R2年度対策済

5 大藤小 JA大藤南側T字交差点
（農道上下下粟生野89号線） R2.10.7 農道 ・横断歩道の設置 1 箇所 警察 新規 未定 R2上申済み

6 大藤小 中萩原2933番地付近
（市道上下粟生野1号線） R2.10.7 市道 ・停止線の補修及び路面標示の設置

→R2路面標示・停止線設置 1 箇所 市道管理者 新規 〇 R2年度対策済

1 大藤小
塩山北中

ＪＡ大藤前交差点
（県道塩山停車場大菩薩線） H26.10.10 県道

信号機の設置
・設置基準（事故・交通量など）に満
たないため設置困難

1 箇所 警察 対策なし

2 大藤小
加々美観光農園や慈雲寺周辺
道路（市道中萩原34号線・42
号線）

H28.8.24 市道
グリーンベルトの設置
・看板よりグリーンベルトのほうが通学路と
わかるため変更

450 m 市道管理者 H29年度対策済

7

8

9

10

11

学校名 大藤小学校

交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。そ
のため、児童が横断する際に大変危険である。

交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。ま
た、カーブのため車や歩行者が見えにくい状況。脇道からも出て
くる車もあり歩行者が危険。

交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。ま
た、カーブのため車や歩行者が見えにくい状況。脇道から出てく
る際の停止線が消えてしまっているため危険。

備考

道幅が狭いが春夏は観光客が多く、スピードを出して通ることが
あるため、看板を設置してほしい。

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 事業

主体

対策状況
数量 単位

道幅が狭く水路に蓋がないため落ちる危険がある。ガードレール
を設置してほしい。

交通量が多くカーブのため横断中の歩行者が危険である。信
号機を設置してほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

5 神金小 黒川物産ＧＳ付近交差点
（国道411号線） R2.10.7 国道 ・横断歩道の引き直し 1 箇所 警察 新規 未定 R2上申済み

1 神金小 旧神金駐在所付近の側溝
（県道塩山停車場大菩薩線） H26.10.10 県道 排水施設の修繕 35 m 県道管理者 Ｈ26年度対策済

3 神金小
水上入口バス停～神戸バス停付
近
（県道塩山停車場大菩薩線）

H28.9.2 県道 グリーンベルトの設置 400 m 県道管理者 H30年度対策済

4 神金小
二本木バス停～グリーンロッジバス
停付近
（県道塩山停車場大菩薩線）

H28.9.2 県道
グリーンベルトの設置
・学校から遠く、通常バス利用しているた
め設置困難

800 m 県道管理者 対策なし

6

7

8

9

10

11

神金小学校

備考

雨が降った後に側溝の流れが速く、児童が誤って転落する危険
がある。側溝に蓋をしてほしい。

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 事業

主体

対策状況
数量 単位

横断歩道が消えかかっているため、白線補修をしてほしい。ま
た、道路がカーブで上から来る車がスピードを出し危険なため、
路面標示などの対策をしてほしい。

学校名

グリーンベルトが途切れている。グリーンベルトを設置してほしい。

グリーンベルトが途切れている。グリーンベルトを設置してほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

5 玉宮小
塩山竹森1198番地付近
（市道竹森40号線）
（農道竹森166号線）

H27.10.1 市道 横断歩道の設置
・見通しが悪いため設置困難 1 箇所 警察 対策なし

6 玉宮小 同上
（塩山北中NO.９類似案件） H28.9.2 市道 検討中 50 m 市道管理者 継続 5年以内

14 玉宮小 玉宮小～JA玉宮
（県道平沢線） R2.10.7 県道 歩道の設置

・地域の同意が必要なため、検討 150 m 県道管理者 新規 未定 検討中

1 玉宮小 福生里バス停付近
（県道平沢千野線） H26.10.10 県道 施設の修繕 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

2 玉宮小 塩山福生里124番地付近
（県道平沢千野線） H26.10.10 県道 排水施設の修繕 36 m 県道管理者 Ｈ27年度対策済

3 玉宮小 塩山竹森1237～1243番地付近
（市道竹森26号線） H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 200 m 市道管理者 対策なし

4 玉宮小 玉宮小から南
（県道平沢千野線） H26.10.10 県道 道路の改良（歩道設置） 600 m 県道管理者 R1年度対策済

7 玉宮小 塩山竹森3374番地先
（市道竹森15号線） H28.8.24 市道 転落防止柵の設置 8 m 市道管理者 H30年度対策済

8 玉宮小 塩山竹森2700番地先
（県道平沢千野線） H28.8.24 県道

横断歩道の設置
・利用者数や交通量が少ないため新設
は困難

1 箇所 警察 対策なし

9 玉宮小 同上
（県道平沢千野線） H28.9.2 県道 路面標示等の設置

・「通学路注意」の路面標示 1 箇所 県道管理者 H28年度対策済

10 玉宮小 乙木橋西詰
（市道竹森22号線） H29.8.31 市道

転落防止柵の設置
・地権者の進入路として使用しているため
設置不可能。

1 m 市道管理者 対策なし

学校名 玉宮小学校

道幅が狭く下り坂のため車の速度が速く危険である。歩道を設
置してほしい。

用水路に転落の危険がある。転落防止柵を設置してほしい。

見通しの悪いカーブのためカーブミラーがあるが、ミラーが傾いてい
る。補修をしてほしい。

グリーンベルトがあるが、下り坂の車のスピードがあり危険なた
め、歩道の設置をお願いしたい。

備考事業
主体

対策状況
数量 単位

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

道路の拡幅に伴い、横断する際に横断歩道がないため危険で
ある。横断歩道を設置してほしい。

道路の拡幅に伴い、横断する際に横断歩道がないため危険で
ある。溝蓋及びグリーンベルトを設置してほしい。

下り坂のため車のスピードがあり危険である。注意喚起の標示
をしてほしい。

現在バリケードを置いて注意喚起しているが安全ではない。転
落防止柵を設置してほしい。

下り坂のため車のスピードがあり危険である。横断歩道を設置し
てほしい。

県道側溝に溝蓋がないため、道幅狭くグリーンベルトが設けられ
ない。溝蓋を設置してほしい。

市道側溝に溝蓋がないため転落の危険がある。安全対策をし
てほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

学校名 玉宮小学校

備考事業
主体

対策状況
数量 単位

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

11 玉宮小 玉宮小学校前
（県道平沢千野線） R1.9.13 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 R1年度対策済

12 玉宮小
新中島橋 西三叉路
（県道平沢千野線）
（農道竹森166号）

R1.9.13 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 R1年度対策済

13 玉宮小 塩山福生里485付近～平沢方面
（県道平沢千野線） R1.9.13 県道

グリーンベルトの設置
・延長距離、現在通学にバス利用してい
るなど検討した結果、設置は困難

600 m 県道管理者 対策なし

15

16

17

18

19

20

21

平沢地区の児童は、デマンドバスを使用しているが、道路の道
幅が狭いため、グリーンベルトを設置してほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。

下り坂のため車のスピードがあり危険である。下り方向の車にスピード
を落とすように促す看板を設置してほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

5 塩山北中 旧神金駐在所から南への市道
（市道上萩原29号線） H26.10.10 市道 水路の改修 1 箇所 市道管理者 継続 5年以上

9 塩山北中
県道平沢千野線～国道411号線
（農道竹森166号）
（上下粟生野90号線）

H28.8.24 農道
・カーブなど一部に蓋設置
（延長も長く、全面の設置困難）
・年次計画でグリーンベルトも併せて実施

1230 m 農道管理者 継続 5年以内

Ｈ29年度一部対
策
R1年度一部対策
済

1 塩山北中 室屋入口付近
（国道411号線）

H26.10.10
R1.9.13 県道

横断歩道の設置
・H27信号が付近にあり設置困難
・R1見通しが悪く設置は困難

1 箇所 警察 対策なし

2 塩山北中 的場地区のゴミ収集所近辺
（市道竹森40号線） H26.10.9 市道 水路の改修 50 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

3 塩山北中 塩山北中～大藤小
（農道上下粟生野89号線） H26.10.10 農道 溝蓋の設置

グリーンベルトの設置 400 m 農道管理者 Ｈ27-28年度対
策済

4 塩山北中 塩山上萩原1621番地付近
（県道塩山停車場大菩薩線） H26.10.10 県道 路面標示済 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

6 塩山北中
県道平沢千野線～国道411号線
（農道竹森166号）
（上下粟生野90号線）

H26.10.10 農道 安全施設等の設置
・Ｈ28年度供用開始 1230 m 農道管理者 Ｈ27年度対策済

7 塩山北中 平沢地内
（県道平沢千野線 ） H30.9.26 県道 道路の拡幅 1300 m 県道管理者 対策なし

8 塩山北中 塩山北中～小田原地区
（国道411号線） R1.9.12 県道 路面標示等の設置 1500 m 県道管理者 Ｈ27年度対策済

10 塩山北中 新中島橋 西三叉路
(県道平沢千野線） H30.10.3 県道

横断歩道の設置
・設置基準（交通量など）に満たないた
め設置困難

1 箇所 警察 対策なし

11

大雨になると水路が溢れる危険性がある。安全対策をしてほし
い。

歩道がない上に外灯がないため暗く、側溝に蓋がないので危険
である。溝蓋を設置し歩道として使いたい。

大雨になると水が溢れる。安全対策をしてほしい。

県道の交通量が多く、幅員が狭く生徒の通行が危険である。
道路を拡幅してほしい。

周りに灯りが無く暗い。通行止めの標識や柵をよけながら車が
往来していて危険である。

カーブが多い道路形状でありながら、歩道が設置されていない
箇所が多く、非常に危険である。路側帯にグリーンベルトを設
置してほしい。

県道の交通量が多く、横断する生徒が多いため危険である。
横断歩道の設置をしてほしい。

道路が広く車の速度が速いため危険である。歩道がないので、
溝蓋を設置し歩道部分を確保してほしい。

カーブで見通しが悪いため危険である。注意喚起の標示をして
ほしい。

学校名 塩山北中学校

備考

横断する生徒が多いため危険である。横断歩道がほしい。

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 事業

主体

対策状況
数量 単位
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継続
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2 松里小 塩山三日市場の信号
（県道下萩原三日市場線）

H26.10.10
R2.10.7 市道 水路に蓋を設置→R2コンクリート床版・

ガードパイプ設置 2 m 市道管理者 継続 〇 R2年度対策済

5 松里小 塩山高校西信号から東側
（市道三日市場25号線） H26.10.10 市道 道路舗装の補修 700 m 市道管理者 継続 5年以内

6 松里小 恵林寺駐車場前の信号
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 ＬＥＤ信号機の設置 1 箇所 警察 継続 未定 Ｈ28年度上申済

→順次設置中

7 松里小 塩山高校西信号からコメリ西側
（市道小屋敷21号線） H26.10.10 市道 車向け注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内

14 松里小 機山洋酒西側交差点
（市道三日市場7号線） 市道

横断歩道の設置
・H27上申したが、見通しが悪く設置困
難

1 箇所 警察 対策なし

15 松里小 同上
（市道三日市場7号線） H26.10.9 市道 車向け注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内

20 松里小 同上
（市道三日市場7号線） R1.9.12 県道 停止線、横断歩道の引き直し→R2補修

済み 1 箇所 警察 継続 R2年度対策済

12
松里小
井尻小
松里中

恵林寺から向嶽寺
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 検討中 1800 m 県道管理者 継続 5年以上 検討中

17 松里小 フルーツライン(塩山藤木383付
近） H30.10.3 農道 路面標示の設置→R2路面標示設置 1 箇所 農道管理者 継続 5年以内 R2年度対策済

19 松里小 松里小前 横断歩道
（県道下萩原三日市場線） R1.9.12 県道 停止線、横断歩道の引き直し→道路工

事に合わせて施工予定 1 箇所 警察 継続 R1上申済み

1 松里小 促進住宅南交差点
（市道小屋敷11号線） H26.10.10 市道 交差点路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ27年度対策済

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 数量 単位 事業

主体

対策状況

学校名 松里小学校

利根方面から上って来たときに信号の待機場所が狭い。水路
に蓋をかけて待機場所をつくってほしい。

停止線、横断歩道が消えかかっているため、引き直してほしい。

停止線、横断歩道が消えかかっているため、引き直してほしい。

道路北側において降雨により水溜りができるため歩行者が道路
の中央を歩いている。道路舗装を補修してほしい。

見通しが悪い上に三色灯のため青が目立たずドライバーが見落
としがちである。目立つような対策をしてほしい。

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変
危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め
た道路改良をしてほしい。

県道から市道へ左折する車の速度が速く危険である。車向け
注意看板等を設置してほしい。

信号を避けて通り抜ける車が多く、道幅も狭いため危険であ
る。注意喚起の標示をしてほしい。

道幅が狭くカーブしているので危険である。グリーンベルトや車向
け注意看板等を設置してほしい。

県道から市道へ左折する車の速度が速く危険である。横断歩
道を設置してほしい。

フルーツラインを横断して登校する児童がいる注意喚起の看板
を設置してほしい。
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継続
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対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 数量 単位 事業

主体

対策状況

学校名 松里小学校

3 松里小 恵林寺西
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 歩道の設置 30 m 県道管理者 Ｈ26年度対策済

4 松里小
三日市場交差点～武士原公会
堂
（県道三日市場南線）

H26.10.10 県道 路面標示の設置 750 m 県道管理者 Ｈ26年度対策済

8 松里小 奥山電気下のカーブ
（県道三日市場南線） H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

9 松里小 松里分団第四部詰所前
（県道下荻原三日市場線） H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

10 松里小 恵林寺から塩山方面
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 警戒標識の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

11 松里小 三日市場交差点～塩山高西交
差点（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

13 松里小 恵林寺西側
（県道塩山勝沼線） H27.10.1 県道 街路樹の伐採・歩道の補修 200 m 県道管理者 Ｈ27年度対策済

16 松里小
松里中

天王宿の信号
（県道塩山勝沼線） H28.8.24 県道 ・LED信号機へ変更

・予告灯の移設 1 箇所 警察 R1年度対策済

21 松里小 松里小前～龍光院付近
（県道下萩原三日市場線） R1.9.13 県道 外側線の引き直し 県道管理者 R1年度対策済

22 松里小 三日市場交差点～武士原公会
堂（県道三日市場南線） R1.9.13 県道 外側線の引き直し、路面標示の設置 県道管理者 R1年度対策済

23 松里小 雨宮医院～南方面
（市道小屋敷2号線） R1.9.3 市道 路面標示の設置

・交通量など検討した結果設置困難 70 m 市道管理者 対策なし

24 松里小 新隼橋北～車橋
（市道小屋敷2号線） R1.9.3 市道 外側線、路面標示の設置 400 m 市道管理者 5年以内 R1年度対策済

道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置して
ほしい。

予告灯と本信号機の位置が離れているため本信号機が見づら
く、牧丘方面からの車の信号無視が多く危険である。予告灯
の位置を見直してほしい。

道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置して
ほしい。

歩道が途中で無くなるため車道に出なければならなく危険であ
る。歩道を延長してほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断
歩道を設置してほしい。

交差点がカーブとなっているため危険である。交差点を改良して
ほしい。

東から進んでくると左右が見にくい。車へ向けて注意喚起標示
やカーブミラー等を設置してほしい。

道幅が狭くカーブしているため危険である。グリーンベルトや車向
け注意看板等を設置してほしい。

道幅が狭く、カーブしているため危険である。歩道設置等をして
ほしい。

歩道が街路樹の根によって凸凹であるため、歩行者がつまづく
危険がある。歩道を補修してほしい。

道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置して
ほしい。

道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置して
ほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

6 井尻小
上井尻1661番地付近の変則交差
点
（市道三日市場28号線）

H26.10.10 市道 車向け注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内

7
松里小
井尻小
松里中

恵林寺から向嶽寺
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 検討中 1800 m 県道管理者 継続 5年以上 検討中

9 井尻小 井尻公民館西側付近
（市道上井尻3号線） H27.10.5 市道 検討中 30 m 市道管理者 継続 5年以上

10 井尻小 県営団地南側付近
（市道三日市場46号線） H27.10.5 市道 退避場の設置→R2道路拡幅工事完了 100 m 市道管理者 継続 5年以内 R2年度対策済

12 井尻小 山下自動車交差点～白髭神社
（市道三日市場49号線） H28.9.1 市道

グリーンベルト設置（両側）
・No.1とNo.2関連
（片側グリーンベルト設置済）

800 m 市道管理者 継続 5年以上 R3対策予定

13 井尻小 山下自動車交差点から東
（市道三日市場49号線） H28.9.1 市道 区画線・グリーンベルト設置 200 m 市道管理者 継続 5年以内 R3対策予定

1 井尻小 山下自動車～諏訪神社入口
（市道三日市場49号線） H26.10.10 市道 区画線・グリーンベルト設置 500 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

2 井尻小 県営団地入口
（市道三日市場49号線） H26.10.10 市道 区画線・グリーンベルト設置 300 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

3 井尻小 塩山上井尻752番地付近
（農道上井尻49号線） H26.10.10 農道 側溝の改修

・隙間部分の解消 1 箇所 農道管理者 Ｈ27年度対策済

4 井尻小 白髭神社付近の変則交差点
（県道三日市場南線） H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

5 井尻小
塩山上井尻854番地付近の変則
交差点
（市道三日市場28号線）

H26.10.10 市道 路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ26年度対策済

見通しが悪いため危険である。安全対策をしてほしい。

備考

車の交通量が多いが、道幅が狭いため危険である。また路側
帯等の線が薄くなっているため安全対策をしてほしい。

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変
危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め
た道路改良をしてほしい。

数量 単位 事業
主体

対策状況

降雨により水溜りができて歩きにくい。道路舗装を補修してほし
い。

道幅が狭く、車と歩行者がすれ違いができない。退避場を作っ
てほしい。

車の交通量が多いが、道幅が狭いため危険である。区画線の
引き直し及びグリーンベルト（両側）を設置してほしい。

道幅が狭く、カーブで見通しが悪い。区画線の引き直し及びグ
リーンベルトを設置してほしい。

車の交通量が多いが、団地の出入口付近に横断歩道がなく
危険である。安全対策をしてほしい。

側溝の蓋に隙間があり低学年児童の足が入ってしまい危険で
ある。隙間を無くしてほしい。

車の交通量が多く、見通しが悪いため危険である。安全対策を
してほしい。

見通しが悪いため危険である。安全対策をしてほしい。

学校名 井尻小学校
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継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 数量 単位 事業

主体

対策状況

学校名 井尻小学校

8 井尻小 塩山三日市場734-2番地前
（市道三日市場49号線） H27.10.5 市道 水路の改修

・注意喚起のためポストコーンを設置済 15 m 市道管理者 Ｈ29年度対策済

11 井尻小
塩山三日市場2897-6番地付近
交差点
（県道三日市場南線）

H28.8.24 県道
横断歩道の設置
・利用者数や交通量が少ないため、新設
困難

1 箇所 警察 対策なし

14 井尻小 市川産業付近交差点
（市道三日市場17号線） H30.9.27 市道 注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 新規 Ｈ30年度対策済

15 井尻小 塩山上井尻1590番地付近
（市道三日市場49号線） H30.9.27 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 対策なし

16

17

18

19

20

21

22

23

水路に蓋がないため落ちる危険がある。溝蓋を設置してほし
い。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断
歩道を設置してほしい。

見通しが悪く、大きい車が通行するため注意が必要。注意看
板の設置をしてほしい。

水路の水量が多く、流れが速いので登下校時に転落の恐れが
ある。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

2 松里中 松里中北の市道
（市道小屋敷28号線） H26.10.10 市道 路面標示等の設置 1 箇所 市道管理者 対策なし

3 松里中 同上 H30.10.3 市道 路面標示の設置 2 箇所 市道管理者 R1年度対策済

4 松里中 同上 R2.10.15 市道 外側線の設置、カーブミラーの設置
→R2区画線・路面標示設置 545 m 市道管理者 新規 〇 R2年度対策済

5 松里中 コメリ西側交差点
（県道塩山勝沼線） R2.10.7 県道 ・信号機が近くにあるため設置困難。

・路面標示の補修→R2補修済み 1 箇所 警察 新規 未定 R2年度対策済

6 松里中 塩山小屋敷213番地付近交差点
（農道藤木61号線） R2.10.7 市道

・利用者や交通量を検討したが横断歩
道の設置は困難
・路面標示の設置、外側線の補修→R2
路面標示設置

1012 m 市道管理者 新規 〇 R2年度対策済

7 松里中
小屋敷区防災倉庫付近交差点
（県道下荻原三日市場線）
（市道小屋敷13号線）

R2.10.7 県道
市道

・路面標示等の設置→R2路面標示設
置 1 箇所 県道管理者

市道管理者 新規 〇

県道：R2年度対
策済
市道：R2年度対
策済

9 松里中 JA松里支所共選所北側
（市道小屋敷13号線） R2.10.7 市道 市道側：外側線等の設置→R2区画線

設置 1 箇所 市道管理者 新規 〇 R2年度対策済

10 松里中 塩山三日市場3098番地付近
（市道三日市場17号線） R2.10.15 市道 地区と協議中 1 箇所 市道管理者 新規 未定

1 松里中 松里中西の交差点
（市道小屋敷28号線） H26.10.10 市道 改良は困難 1 箇所 市道管理者 対策なし

8 松里中 三日市場3373番地付近
（県道塩山勝沼線） R2.10.7 県道 横断歩道等の設置

・横断歩道が近くにあり設置困難 1 箇所 警察 新規 対策なし

11 松里中 信玄食品前交差点
（国道140号線） R2.10.7 県道 横断歩道の設置

・横断歩道が近くにあり設置困難 1 箇所 警察 新規 対策なし

備考

カーブで見通しが悪く危険。カーブミラーや路面標示による規制
をしてほしい。

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

学校名 松里中学校

恵林寺方面から出で来る車が見えないため、危険

数量 単位 事業
主体

対策状況

横断歩道があるが、交通量が多く横断できない。信号機の設
置をしてほしい。

カーブで見通しが悪い。道幅が狭く車と接触する危険がある。
車両に対し制限をしてほしい。

プールへ横断する時、カーブで見通しが悪い。車への注意喚起
の標示をしてほしい。

植木があり、左右がよく見えなく、車両がスピードを出し危険で
ある。横断歩道を設置してほしい。

出荷時期は、トラックの出入りが多く、児童生徒が危険。

川がよく溢れるため、降雨時に児童や生徒が危険

道幅も狭く見通しが悪いので危険である。交差点改良・市道
拡幅をしてほしい。

交通量が多く横断歩道がなく危険なため、横断歩道の設置

県道を北上する車がスピードを出しているため、危険である。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

3 勝沼小 学校西側～公民館
（市道勝沼17号線） H26.10.10 市道 路面の補修 200 m 市道管理者 継続 5年以内

7 勝沼小
東雲小

等々力交差点～西広門田橋南
交差点（国道411号線） H26.10.10 県道 道路の改良 2000 m 県道管理者 継続 5年以上 実施中

1 勝沼小 等々力交差点
（国道411号線） H26.10.10 県道 歩道橋の設置

・歩道橋の設置は困難である 1 箇所 県道管理者 対策なし

2 勝沼小
市道下岩崎1号～農協～勝沼郵
便局
（市道勝沼1号線）

H26.10.10 市道 グリーンベルトの設置
・郵便局～県道まで延長実施 570 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

4 勝沼小 等々力から柏尾への歩道
（県道白井甲州線） H26.10.10 県道

歩道の整備
・歩道拡幅は困難なため、路面標示で
対応済

2500 m 県道管理者 Ｈ26年度対策済

5 勝沼小 成果園前横断歩道
（国道411号線） H26.10.10 県道 信号機の設置

・信号機が近くにあるため、設置困難 1 箇所 警察 対策なし

6 勝沼小 同上 H26.10.10 県道 路面標示等の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ27年度対策済

8 勝沼小 上行寺前交差点
（県道白井甲州線） H27.10.6 県道 路面標示等の補修

（規制関係） 1 箇所 警察 Ｈ29年度対策済

9 勝沼小 同上 H27.10.6 県道 路面標示等の補修
（外側線関係） 50 m 県道管理者 Ｈ27年度対策済

10 勝沼小 横町入口丁字路
（市道勝沼41号線） H27.10.6 市道 路面表示等の設置(停止線） 1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

11 勝沼小 小学校前信号機
（県道白井甲州線） H27.10.6 県道 信号機点滅方式の変更

・変更の必要なし 1 箇所 警察 対策なし
急な下り坂で車の速度が速く危険である。注意喚起のため、
信号機の点灯方式を変更してほしい。

備考

歩道が狭く、アップダウンが激しい。平らな歩道の整備をしてほ
しい。

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

車の交通量が多いが、農協から北側は道幅が狭く危険であ
る。スクールゾーンの指定や注意喚起の標示をしてほしい。

数量 単位
対策状況

事業
主体

道路が凸凹であるため、歩行者が躓く危険がある。道路舗装
を補修してほしい。

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変
危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め
た道路改良をしてほしい。

交差点が広く横断するのに時間がかかる。また左折・右折に注
意が必要であるため立体歩道橋等を設置してほしい。

市道から急に車が出てきて危険である。注意喚起の標示をして
ほしい。

勝沼ぶどう郷駅と塩山方面へ向かう県道が連続し、車の速度
も速いため危険である。横断歩道等が薄いので、注意喚起の
ため引き直してほしい。

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。信号機を設置
してほしい。

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。注意喚起の標
示をしてほしい。

勝沼ぶどう郷駅と塩山方面へ向かう県道が連続し、車の速度
も速いため危険である。路面標示等が薄いので、注意喚起の
ため引き直してほしい。

学校名 勝沼小学校



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 数量 単位

対策状況
事業
主体

学校名 勝沼小学校

12 勝沼小 勝沼郵便局前交差点
（市道勝沼1号線） H27.10.6 市道

横断歩道の設置
・幅員が狭く、交通量が少ないので警戒
標識が望ましい

1 箇所 警察 対策なし

13 勝沼小 同上 H27.10.6 市道 路面標示等の設置
(停止線・通学路シート） 1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

14 勝沼小
山梨中央銀行勝沼支店前交差
点
（市道下岩崎1号線）

H27.10.6 市道 信号機の設置
・既存信号機と近いため、設置困難 1 箇所 警察 対策なし

15 勝沼小 同上 H27.10.6 市道 路面標示等の設置
（横断歩道のカラー表示） 1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

16 勝沼小 小澤歯科前交差点
（市道下岩崎1号線） H27.10.6 市道

信号機の設置
・幅員が狭く、信号を設置すれば渋滞が
発生するため設置困難

1 箇所 警察 対策なし

17 勝沼小 同上 H27.10.6 市道 路面標示等の設置
（横断歩道のカラー表示） 1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

18

19

20

21

22

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。信号機を設置
してほしい。

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。注意喚起の標
示をしてほしい。

横断歩道や警戒標識等がないため車と歩行者が交差するた
め危険である。横断歩道を設置してほしい。注意喚起の標示を
してほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断
歩道を設置してほしい。

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。信号機を設置
してほしい。

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。注意喚起の標
示をしてほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

6 祝小 上岩崎２号地下道のトンネル
（国道20号線） H30.9.25 国道 検討中 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内 検討中

7 祝小
藤井交差点～県営住宅勝沼下
岩崎団地（市道等々力24号
線）

R2.10.15 市道 グリーンベルトの設置、白線の補修、除
草作業 500 m 市道管理者 新規 5年以内

R3～団地側から
側溝改修、区画
線・グリーンベルト
設置予定

1 祝小
勝沼町上岩崎489番地辺りから
東
（市道上岩崎1号線）

H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 300 m 市道管理者 対策なし

2 祝小 勝沼町上岩崎1308番地付近
（市道上岩崎13号線） H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 120 m 市道管理者 対策なし

3 祝小
勝沼町下岩崎785番地石尊橋よ
り東
（市道上岩崎24号線）

H26.10.10 市道 転落防止柵の設置 150 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

4 祝小 上岩崎のトンネル
（国道20号線） H26.10.10 国道

照明の調整
・センサー感応式で、四季毎の明暗に反
応している

1 箇所 国道管理者 対策なし

5 祝小 勝沼町下岩崎1933番地付近
（市道下岩崎25号線） H26.10.10 市道 側溝の改修 1 箇所 市道管理者 Ｈ27年度対策済

8

9

10

11

備考

水路に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 数量 単位 事業

主体

対策状況

学校名 祝小学校

河川に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。

河川に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。

トンネル内が暗く、防犯上心配である。照明を明るく調整してほ
しい。

道路側溝が途切れ、空間ができており落ちる危険がある。側溝
を改修してほしい。

トンネル内が暗く、防犯上心配である。昼間の時間帯も照明
がつくように設定してほしい

急坂で路側帯も狭く草でおおわれている。また、外側線も消え
ているため、児童の通行が危険である。グリーンベルトの設置や
白線の補修、除草作業を行ってほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

4 勝沼小
東雲小

等々力交差点～西広門田橋南
交差点
（国道411号線）

H26.10.10 県道 道路の改良 2000 m 県道管理者 継続 5年以上 実施中

6 東雲小 ジェックス設備サービス北交差点
（市道下岩崎1号線） H29.8.31 市道 路面標示等の設置

・No.2関連 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内 R3対策予定

12 東雲小
健康福祉センター交差点～健康
福祉センター（市道休息11号
線）

H26.10.10 市道 ・グリーンベルトの設置
・長期的に水路改修 200 m 市道管理者 継続 5年以上

13 東雲小
セブンイレブン～ワイングラス館
（国道411号線） No.４類似
案件

R1.9.13 県道 歩道の拡幅 150 m 県道管理者 継続 5年以上 実施中

1 東雲小
勝沼町小佐手519番地近くの交
差点
（市道下岩崎1号線）

H26.10.10 市道
横断歩道の設置
・H27上申したが、道路幅員が狭いので
設置困難

1 箇所 警察 対策なし

2 東雲小
勝沼町小佐手734番地近くのＴ
字路
（市道下岩崎1号線）

H26.10.10 市道 信号機の設置
・今のところ新設は難しい 1 箇所 警察 対策なし

3 東雲小
勝沼中

勝沼町休息1560-1番地近くの十
字路道（411号線） H26.10.10 県道

歩道橋の改良
・信号のある交差点を利用し、安全に横
断をしてもらいたい

1 箇所 県道管理者 対策なし

5 東雲小 四季の里団地付近
（市道綿塚12号線） H26.10.10 市道 歩道の改良

（歩道整備） 580 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

7 東雲小
田草川橋～東雲小～青峰園西
点滅信号交差点（市道小佐手1
号線）

H29.11.1 市道 グルーンベルトの設置（両側） 1000 m 市道管理者 H29対策済(片側)
R1対策済(両側)

8 東雲小 山交差点 山879付近
（県道休息勝沼線） H30.9.27 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ30年度対策済

9 東雲小 山交差点
（県道休息勝沼線） H30.10.3 県道 青信号の時間の延長

・今のところ延長は難しい。 1 箇所 警察 対策なし

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 数量 単位 事業

主体

対策状況

学校名 東雲小学校

小佐手の五差路交差点において伏木神社へ向かう道路を横
断する際に横断歩道がない。横断歩道を設置してほしい。

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変
危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め
た道路改良をしてほしい。

学校からの帰宅時、カーブのため横断歩道から車がよく見えな
い。信号機を設置してほしい。

カーブ及び高低差のため、横断歩道から車がよく見えない。交
通量も多く、比較的自動車がスピードを出す。路面標示等で
注意喚起をしてほしい。

歩道が狭く危険なため、広い歩道にしてほしい。

道路拡幅またはグリーンベルトの設置

自転車通学（中学生）の生徒が国道を横断するため、特に
朝の通学時に危険である。自転車が使えるような歩道橋の改
良をしてほしい。

歩道があるが、段差やガタつきがあり歩行する際に危険である。
段差やガタつきを解消してほしい。

道幅が狭いが、交通量が多いため危険である。グリーンベルトを
設置してほしい。

道幅が狭く、蛇行している。道路を横断する児童がいるため注
意看板の設置をしてほしい。

東西方向の青信号が短いため、車のスピードが速い。横断する
児童がいるため、信号時間の変更をしてほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容 数量 単位 事業

主体

対策状況

学校名 東雲小学校

10 東雲小 勝沼町小佐手388付近の四つ角
（市道綿塚12号線） H30.10.3 市道 信号機の設置は難しい。

・路面標示の設置 2 箇所 市道管理者 Ｈ30年度対策済

11 東雲小 勝沼町休息1118-3付近の交差点
（市道綿塚12号線） H30.10.3 市道 横断歩道または路面表示

・グリーンベルトの設置 1 箇所 警察 対策なし

14 東雲小 山交差点～山東交差点
（県道休息勝沼線） H30.9.27 県道 路面標示の設置 550 m 県道管理者 R1年度対策済

15

16

17

18

19

20

21

22

山東交差点までカーブが多いため、車向けに注意喚起をしてほ
しい。

見通しが悪い上り坂だが、車のスピードが速い。横断する児童
がいるため、信号機の設置をしてほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断
歩道を設置してほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

8 菱山小 菱山小西側・元保育所三叉路
（県道塩山勝沼線） H27.10.5 県道 路面標示等の設置 1 箇所 県道管理者 継続 5年以内

10 菱山小 ヤマサ農園～黒橋東交差点
（市道菱山61号線） H28.10.1 市道 路面標示等の補修→R2黒橋東側一部

対策済 300 m 市道管理者 継続 5年以内 R2一部対策済
R3対策予定

1 菱山小 中央線ガード北
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 視線誘導標等の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

2 菱山小 古宮神社北、古宮橋付近
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 横断歩道の設置

・見通しが悪いため設置困難 1 箇所 警察 対策なし

3 菱山小 同上 R1.9.12 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

4 菱山小 古宮橋歩道
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

5 菱山小 古宮橋西道路
（県道塩山勝沼線） H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

6 菱山小 勝沼ぶどう郷駅北の歩線橋
（市道菱山31号線） H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 1 箇所 市道管理者 対策なし

7 菱山小 菱山小学校前信号機
（農道勝沼64号線 ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ） H27.10.5 農道 看板の移設または新設 1 箇所 農道管理者 対策なし

9 菱山小 県道塩山勝沼線～市営駅東駐
車場（市道菱山49号線） H28.10.1 市道 グルーンベルトの設置（両側） 250 m 市道管理者 H30対策済(片側)

R1対策済(両側)

11 菱山小 古宮橋西道路
（県道塩山勝沼線） H28.10.2 県道 側溝の改修 150 m 県道管理者 H30年度対策済

線路ガード北の上り坂において、歩道の幅が狭く車からも見にく
い。注意喚起の標示をしてほしい。

備考数量 単位 事業
主体

対策状況

三叉路で横断歩道がなく危険である。注意喚起の標示をして
ほしい。

歩道がなくカーブで見通しが悪いため危険である。側溝に蓋をか
けて歩道として使いたい。

三光寺交差点から信号機付近は、急な下り坂で車の速度が
速く危険である。注意看板を目立つところへ移設してほしい。

駐車場へ行く車や路上駐車が多く危険である。グリーンベルト
を設置してほしい。

カーブがあり見通しが悪いため危険である。注意喚起の標示を
してほしい。

歩道が狭くカーブで見通しが悪いため危険である。注意喚起の
標示をしてほしい。

停止線や外側線が薄くなっているため、歩行者が危険である。
区画線の引き直しをしてほしい。

降雨・降雪時に非常に滑りやすいため危険である。安全対策を
してほしい。

歩道が狭くカーブで見通しが悪いため危険である。注意喚起の
標示をしてほしい。

三叉路で横断歩道がなく危険である。横断歩道を設置してほ
しい。

学校名 菱山小学校 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

備考数量 単位 事業
主体

対策状況

学校名 菱山小学校 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

12 菱山小 中原～三光寺～福泉寺
（農道勝沼64号線 ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ） R1.9.3 市道

歩道へガードパイプを設置
・延長距離が長く、利用人数等検討した
が設置困難

1500 m 市道管理者 対策なし

13 菱山小 三光寺前交差点
（農道勝沼64号線 ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ） R1.9.12 市道

信号機の設置
・交差点標示など十分にされているため、
設置は困難

1 箇所 警察 対策なし

14 菱山小 福泉寺前
（農道勝沼65号線 ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ） R1.9.12 市道 横断歩道の設置

・道路構造上、設置困難 1 箇所 警察 対策なし

15 菱山小 菱山小校門前～駅へ向かう通学
路 市道 路面再舗装など

・現況の路面では困難 100 m 市道管理者 対策なし

16

17

18

19

20

21

22

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断
歩道を設置してほしい。

フルーツラインを通る車のスピードが速いため危険である。横断歩
道を設置してほしい。

道路の老朽化や見通しが悪いため整備してほしい。

フルーツラインを通る車のスピードが速いため危険である。歩道に
ガードパイプを付けてほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

1 勝沼中 シャンモリワイン～勝沼中
（市道下岩崎1号線） H26.10.10 市道

歩道の設置
・片側に歩道あり、道路を渡るための横
断歩道もある

200 m 市道管理者 対策なし

2 勝沼中 古屋ファーム交差点
（県道休息勝沼線） H28.9.2 県道 路面標示の設置

・「横断注意」の路面標示 1 箇所 県道管理者 Ｈ28年度対策済

8 勝沼中 同上 R2.10.15 県道
市道

県道側：交差点のカラー表示
市道側：路面標示の設置 2 箇所 県道管理者

市道管理者 新規 〇

県道:R2年度対策
済
市道:R2年度対策
済

3 勝沼中
勝沼町菱山4984番地付近のカー
ブ
（市道菱山1号線）

H26.10.10 市道 側溝の改修 200 m 市道管理者 対策なし

9 勝沼中 同上 R2.10.14 市道
外側線の設置、除草→R2除草・区画線
設置対策済、側溝改修は難しい。除草
は年2回実施

200 m 市道管理者 新規 〇 R2年度対策済

4 勝沼中 勝沼町小佐手193番地付近
（市道綿塚12号線） H28.9.1 市道 横断歩道の設置

・小佐手交差点を利用してほしい 1 箇所 警察 対策なし

7 勝沼中 同上 H28.9.1 市道 路面標示の修正 50 m 市道管理者 R1年度対策済

10 勝沼中 同上 R2.10.15 市道 横断歩道の設置 1 箇所 警察 新規 未定 R2上申済み

5 勝沼中 日休橋南交差点
（市道菱山1号線） H28.9.1 市道 路面標示の設置

・交差点に停止線及び外側線 1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

備考

シャンモリワインから勝沼中への左側の歩道が切れている。交差
点付近からの歩道を延長してほしい。

変則交差点になっているため車の見通しが悪く危険である。路
面標示を設置してほしい。

下り坂の車のスピードが出ていて危険である。注意喚起の標示
をしてほしい。

急カーブで見通しが悪く道路幅員も狭いため、車との接触事故
が心配である。側溝に溝蓋を設置し歩道の幅員拡幅をしてほ
しい。

下り坂の車のスピードが出ていて危険である。また児童生徒が
斜めで横断しているため、横断歩道を設置してほしい。

片側一車線道路のため車のスピードがあり、見通しも悪い。路
面標示を設置してほしい。

事業
主体

対策状況
数量 単位通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

学校名 勝沼中学校

県道側でなく、通学路に使用している道路（日休橋側）にひ
かれている白線が、一部消えている。再度ラインを引き直し、路
面標示（または標識）の設置をお願いしたい。

急カーブで見通しが悪く道路幅員も狭いため、車との接触事故
が心配である。夏季は草が茂り、歩道部が狭くなり、危険性が
高まる。危険防止・事故防止のため歩道の幅員確保のために
も、側溝への溝蓋の至急設置を強く要望します。

小佐手交差点の利用は距離的に難しい。勝沼町小佐手３８
９～１９５－３を通るように指導を行っていきたい。そのために
も、この地点への横断歩道の設置を希望する。

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

備考事業
主体

対策状況
数量 単位通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

学校名 勝沼中学校 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）

6 勝沼中 勝沼町小佐手150番地交差点
（市道小佐手21号線） H28.9.1 市道 外側線等の設置 1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

11 勝沼中 同上 R2.10.14 市道 路面標示の追加、交差点のカラー舗装
→R2区画線・路面標示設置 1 箇所 市道管理者 新規 〇 R2年度対策済

12 勝沼中
ぶどう橋～宮光園
（市道下岩崎１号線） R2.10.14 市道

横断歩道等の設置
・横断歩道の設置は困難なため、
学校による安全指導の徹底。→
道路形状から横断歩道の設置は
危険なため不可、北側横断歩道

1 箇所 警察 新規 対策なし

13 勝沼中
日休橋北側交差点
（市道菱山1号線） R2.10.14 市道

カーブ多く横断歩道の設置不可
水路等の改修で対応 1 箇所 市道管理

者
新規 学校から地区へ協

議が必要

14

15

16

17

18

19

20

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難であ
る。横断歩道を設置してほしい。

交差点の見通しが悪く、接触事故が多発している。区画線を
設置してほしい。

交差点、東西方向を一時停止することが望まれる。特に東側
からは見通しが悪く、危険性が高い。

ぶどう橋以降は歩道が東側のみしかなく、その歩道に
は、以前柵が設置された。柵のある歩道反対側には
生徒が利用する道がありわたることができないため、ぶ
どう橋南側に横断歩道を設置してほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

8 大和小
大和中

大和橋～徳波歩道橋
（国道20号線） H27.10.5 国道 歩道の拡幅

・用地の確保が必要である 100 m 国道管理者 継続 5年以内 設計中。設計後
用地買収や工事

7 大和小
大和中

大和橋
（国道20号線） H27.10.5 国道 道路排水処理の対策 50 m 国道管理者 Ｈ27年度対策済

14 大和小 同上
（国道20号線） R1.9.3 国道 道路排水処理の対策→R2大和橋の舗

装やり直し 100 m 国道管理者 継続 5年以内 R2年度対策済

1 大和小
大和中

景徳院前のバス停付近
（県道大菩薩初鹿野線） H26.10.9 県道

横断歩道の設置
・H27上申したが、カーブ付近のため設置
困難

1 箇所 警察 対策なし

2 大和小 同上 H26.10.10 県道 路面標示等の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

3 大和小 水野田地区内
（市道初鹿野3号線） H26.10.10 市道 路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ26年度対策済

4 大和小
大和中

徳波歩道橋
（国道20号線） H26.10.10 国道 歩道橋の補修

・階段部を補修 1 箇所 国道管理者 Ｈ26年度対策済

5 大和中
徳波歩道橋付近
（国道20号）
（県道甲斐大和停車場線）

H26.10.10 国道
減速注意喚起看板の設置
グリーンベルトを延伸
ポストコーンを設置

1 箇所 国道管理者 Ｈ27年度対策済

6 大和中 同上 H26.10.10 県道 国道対策後、必要に応じ検討 1 箇所 県道管理者 継続 未定 Ｈ28年度以降

9 大和小 初日橋南詰入口付近
（市道鶴瀬7号線） H28.9.16 市道 転落防止柵の設置 5 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

10 大和小
大和中

大和橋西詰交差点
（国道20号線） H28.8.24 国道 歩道用信号機の設置 1 箇所 警察 Ｈ30年度対策済

11 大和小 大和橋西詰交差点西側
（国道20号線） H28.9.16 国道 ラバーポールの設置 100 m 国道管理者 Ｈ28年度対策済

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

学校名 大和小・中学校

数量 単位 事業
主体

対策状況

下り坂で車の速度が速く、カーブしているため歩行者が危険であ
る。注意喚起の標示をしてほしい。

降雨時に車道から水が飛んでくる。カバーを付けてほしい。

水野田地区の入口付近は車から歩行者が見えにくく危険であ
る。また水野田地区内は街灯が少なく暗い。

歩道橋が古いためサビが目立つ。安全対策をしてほしい。

国道から上りの車が県道へ入る時にかなりスピードが出ていて危
険である。

国道から上りの車が県道へ入る時にかなりスピードが出ていて危
険である。

バス通学の生徒が横断するときに危険である。横断歩道を設
置してほしい。

県道を横断する横断歩道が長いため、児童がいても車が右左
折する場合があり危険である。歩行者用信号機を設置してほ
しい。

歩道が狭いため車との接触が心配である。ガードパイプまたは
ポールの設置をしてほしい。

降雨時に車道から水が飛んでくる。カバーを付けてほしい。H27
に対応いただいたが、橋全体に設置してほしい。

歩道が狭く擦れ違いができない。歩道を広げてほしい。

橋南詰の西側にガードレールがないため車とすれ違う際に危険
である。転落防止柵を設置してほしい。



令和３年６月現在

継続
新規

今年度中に
対策終了予定

来年度以降に
対策終了予定

備考

 令和3年度 通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名
通学路における
危険箇所・住所

（路線名を記入）
通学路の状況・危険の内容 合同

点検日
道路
種別 対策内容

学校名 大和小・中学校

数量 単位 事業
主体

対策状況

12 大和中 JR跨線橋「歩道橋」
（市道初鹿野43号線） H28.9.16 市道 学校にて児童へ注意するよう指導

・転落防止柵の増設は困難 1 箇所 市道管理者 継続 対策なし

13 大和中 景徳院入口交差点
（国道20号線） H30.9.27 国道 路面標示等の補修

（規制関係） 1 箇所 警察 継続 Ｈ30年度対策済

15

16

17

18

19

20

21

22

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断
歩道を設置してほしい。

横断歩道や停止線が薄くなっている。路面標示（停止線・横
断歩道等）の引き直しをしてほしい。


