
別添１

【遠野小学校】

№

道路

種別

路線名 改善要望箇所（住所） 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策時期

1 市道 稲荷下中央線

遠野児童館東側の市道

（東穀町3）

　通行車両の増加とスピードの出しすぎで、登下校の

児童生徒が不安を感じている。徐行を促す標識の設

置を要望する。

・警戒標識の設置 遠野市 H27実施予定

2 市道 上組町青笹線

稲荷下踏切付近の交差点

（東上組町11）

　横断歩道付近が暗く、歩行者も見え辛い。 ・道路照明の設置 遠野市 H27実施予定

・設置基準に適合するか継続検討 公安委員会

Ｈ27以降

継続検討

・職員による街頭指導の実施 小学校

H27から

随時実施

・区画線（横断歩道）の修繕 公安委員会 H27実施予定

・区画線（センターライン）の修繕 遠野市 H27実施予定

平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表

4 東舘上組町線

　ラインが薄くなり運転者の注意が損なわれ危険で

あるため、横断歩道のライン・センターラインの修復

を要望する。

岩手日報遠野支局前からひまわり

基金

（東穀町1から8）

市道

3 市道

稲荷下中央線

会家前線

T字路

（遠野町24地割）

①横断歩道・停止線の設置（３箇所）

②一時停止標識の設置（１箇所）

・道路が整備されたことにより、交通量が増えた。児

童の通学コースが変わった。

・道路左右に歩道がある。小学校に登下校するため

にどこでも横断することは可能であるが、見通しの良

いこのＴ字路を横断させたい。

・Ｔ字路に一旦停止の看板が設置されたが横断歩道

はなく、日々の登下校に危険を感じている。



別添１

【綾織小学校】

№

道路

種別

路線名 改善要望箇所（住所） 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策時期

・設置基準に満たないため不可 公安委員会 ―

・注意して道路横断するように指導 小学校 随時実施

平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表

1 国道 国道396号

続石駐車場付近

（綾織町上綾織5地割）

　市道大橋線より国道を横断し歩道にわたる際に危

険であるため、横断歩道を設置し交通事故が防止で

きる。



別添１

【小友小学校】

№

道路

種別

路線名 改善要望箇所（住所） 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策時期

1 市道 二日町小友線

岩滝保育園付近から鷹鳥屋方面

（小友町16地割から34地割）

　センターライン及び路側帯の表示が薄くなっている

ため、ラインの引き直しが必要。

・区画線（センターライン、サイドライン）の

修繕

遠野市 Ｈ27実施予定

2 市道 二日町小友線

小友橋付近横断歩道

（小友町14地割）

　横断歩道表示が薄くなっているため、ラインの引き

直しが必要。

・区画線（横断歩道）の修繕 公安委員会 Ｈ27実施予定

平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表



別添１

【附馬牛小学校】

№

道路

種別

路線名 改善要望箇所（住所） 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策時期

1 市道 附馬牛中央線

薬師橋付近

（附馬牛町上附馬牛9地割）

　カーブミラーが設置されているが、見えにくいとの指

摘がある。

・角度調整で対応 遠野市 Ｈ27実施予定

平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表



別添１

【遠野北小学校】

№

道路

種別

路線名 改善要望箇所（住所） 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策時期

1 市道 八幡飛鳥田線

遠野郷八幡宮入口から遠野緑峰

高校入口

（松崎町白岩23地割から21地割）

　道路幅員も狭く、子どもたちが、登下校する際に歩

道もないため、危険である。

・道路改良と併せ対応を検討 遠野市

Ｈ27以降

実施検討

2 市道 新張上の山線

市民サッカー場南側道路

（松崎町白岩字地森）

　横断歩道がないため、側溝をふさいで歩行者の通

行部分の拡張を図る。

・道路改良と併せ対応を検討 遠野市

Ｈ27以降

実施検討

3 市道 中道明神前線

すきや付近交差点

（早瀬町4丁目7）

　歩行者通行部分の確保。 ・区画線（サイドライン）の修繕 遠野市 Ｈ27実施予定

平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表



別添１

【青笹小学校】

№

道路

種別

路線名 改善要望箇所（住所） 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策時期

・設置基準に満たないため不可 公安委員会 ―

・段差解消、待機場所確保の検討 岩手県

Ｈ27以降

実施検討

市道 青笹飯豊線 ・区画線（サイドライン）の修繕 遠野市 Ｈ27実施予定

2 市道 青笹飯豊線

青笹小学校前

（青笹町青笹16地割）

　学校前のカーブミラーが中途半端な方向に向いて

いる。年に数度、細やかな点検をし修繕するか、強固

な固定をしてほしい。

・定期的に点検し角度調整で対応 遠野市 随時実施

3 市道 初音橋晴山線

セブンイレブン付近の交差点から

晴山まで

（青笹町青笹6地割から青笹町糠

前4地割）

　歩道の確保、もしくは道幅を片側だけでも広くして

ほしい。歩行者や自転車登校の子どもたちにとって

危険である。

・過去に事業実施に向けた調査を実施し

たが、用地確保が困難なため現状の通り

遠野市 ―

・設置基準に満たないため不可 公安委員会 ―

・交差点の車輛通行帯を区画線で表示 遠野市 Ｈ27実施予定

・注意して道路横断するように指導 小学校 随時実施

4 市道 青笹飯豊線

六角牛病院看板前交差点

（青笹町中沢4地割）

　児童の通学路であり、歩道への横断箇所なので、

児童の安全確保のため横断歩道が必要である

平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表

1

県道

主要地方道釜石

遠野線

地区センター前交差点

（青笹町糠前31地割）

①歩行者用信号機設置

　直線道路で車がスピードを出しやすい場所でもあり

危険。小学生が判断しやすい歩行者用信号機が必

要である。

②路側帯の明記

　消えかかっており、はっきり分からない。ポールなど

を立てるなどの措置もあるとよい。

③歩道の段差解消、歩行者の待機場所確保

　信号や車に注意を注ぐあまり、自転車が停止する

辺りの足場が悪く危険である。運転手から死角があ

り、巻き込まれないか心配である。



別添１

【上郷小学校】

№

道路

種別

路線名 改善要望箇所（住所） 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策時期

1 市道 土淵上郷線

上郷保育園前市道

（上郷町板沢11地割）

　保育園駐車場と市道とが面しており、堺部分に区

画線がないことから、駐車・通行ともに危険な状況か

ら区画線の整備を要望する。

・区画線（サイドライン）の設置 遠野市 Ｈ27実施予定

平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表



別添１

【達曽部小学校】

№

道路

種別

路線名 改善要望箇所（住所） 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策時期

1 県道

県道土淵達曽部

線

県道土淵達曽部線と市道外野線

の交差点にある標識

（宮守町達曽部34地割）

　スクールバスが進入する際サイドミラーが接触しそ

うになるくらいギリギリであるため、標識の位置をずら

してほしい。

・支柱から曲柱に更新を検討 公安委員会

Ｈ27以降

実施予定

平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表平成27年度　遠野市通学路対策箇所一覧表


