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【全体一覧】

№
道路

種類
路線名 改善要望箇所 通学路の状況及び希望する対策 確認結果 事業主体 対策時期 学区

1 - 遠野小学校敷地内
遠野小学校校舎西側交差点付

近（東舘町11番）

昨年まで立っていた屋外灯が撤去されたために、歩行者と

自転車の接触が危険と思われるので、表示してほしい。
学校敷地内にラインを引く 学校 R02実施 遠野小学校

2 市道 通学通り線
遠野警察署裏側

（東穀町1番）

遠野小学校北側の数十メートルが簡易舗装のため、車輛通

過時に小石などが飛び危険である。舗装してほしい。
県と市が相談後、実施予定

市建設課

県土木センター
R02実施予定 遠野小学校

3 市道 材木町通り線
今渕商店倉庫付近

（材木町1番）

職員・保護者が通行する際に見通しが悪い。園児の散歩等

においても危険が伴うため、カーブミラーの設置を希望。

電力柱にカーブミラーがす

でに設置されており、さら

に追加設置できるか確認の

うえ実施検討

市建設課 R02実施予定 遠野小学校

4 市道
大工町来内川通り

線

瑞応院付近

（大工町1番）

民間の倉庫の２階の扉が落下しそうになっており、撤去等

の対策が必要。

R2.4に持ち主に連絡をした

が、連絡がつかず、市にお

いてコーンと「落下注意」

の看板を設置済

市建設課

市まちづくり推進課
- 遠野小学校

5 市道 新町神明線
松屋菓子店脇道路

（新町5番）

道路が斜めでひび割れもひどく、フェンスの補強も必要と

思われる。

維持補修は必要だが、大掛

かりになるため、来年度以

降となる

市建設課 R03以降 遠野小学校

6 市道 大工町駒木線
木製歩道

（大工町1番から2番）
段差ができて転びやすく、デコボコで危険である。 維持補修の実施 市建設課 R02実施予定 遠野小学校

7 市道 穀町仲町通り線
遠野市役所本庁舎前

（中央通り9番）

市役所が増設されたことにより、交通量も増加、横断歩道

を設置してほしい。
実施について検討 公安委員会 R03以降 遠野小学校

8 市道 感応院小路線
まん十や前丁字路

（中央通り9番）

かじゃな付近の丁字路に「停止線」「一時停止」の標識等

がない。安全面からも必要と考える。

サイドラインがあり、主従

明確のため現状維持
公安委員会 - 遠野小学校
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9 市道 一日市東舘線
新里とうふ店前丁字路

（東舘町1番）

30kmの標識が傾いているため修繕を要望。根元が錆びて

いる。
維持補修の実施 公安委員会 R02実施予定 遠野小学校

10 県道 遠野住田線

バスセンター停留所から下組

町停留所の区間

（下組町6番から7番）

県道・歩道が狭く通学路として危険であるため、道路また

は歩道の整備が必要。

通学路の安全確保につい

て、市と協議の上実施検討
県土木センター

R03以降

※道路事業の導入

について要望中

遠野小学校

11 市道 八幡飛鳥田線
松陽園と八幡市営住宅の間

（松崎町白岩23地割）

松陽園と市営住宅の境界にガードレールの設置をお願いし

ます。
新規設置 市建設課 R02実施予定 遠野北小学校

12 市道 八幡飛鳥田線

八幡地区コミュニティ消防セ

ンター付近

（松崎町白岩22地割）

八幡コミセン敷地東側の水路に転落防止及び崩落防止をお

願いします。
新規設置 市建設課 R02実施予定 遠野北小学校

13 市道 板子沢線 松崎町白岩22地割34番地付近 ガードレールの設置 新規設置 市建設課 R02実施予定 遠野北小学校

14 私道 - 松崎町白岩23地割80番地付近 転落防止のためガードレールの設置をお願いします。

以前設置していた形跡があ

るため、地域住民に再度設

置していいか確認後実施

⇒10.20地区センターが地

域住民に確認したところ、

反対意見が出なかったた

め、ガードレールを要望

地区センター

市建設課
R03以降 遠野北小学校

15 市道 新張上の山線
市民サッカー場南側

（松崎町白岩字地森）
歩道がないため通学路等に危険である。

水路に蓋をすると詰まるた

め、現状維持
市建設課 - 遠野北小学校

16 市道 白岩保育園通り線
地森蟻ヶ崎線との丁字路

（松崎町白岩13地割）

保育園からサッカー場に向かう丁字路は見通しが悪く左右

の確認がしずらいので、カーブミラーの設置を希望。

ドットラインで止まって確

認することが可能のため現

状維持

市建設課 - 遠野北小学校
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17 市道 小友中央線
巌龍神社前交差点

（小友町16地割）
白線が薄くなっているため、引き直しが必要。 来年度維持補修の実施 公安委員会 R03実施予定 小友小学校

18 市道 附馬牛中央線
上柳バス停付近丁字路

（附馬牛町下附馬牛13地割）

上郷バス停付近丁字路のカーブミラーが見づらく、ミラー

の縁も壊れているので交換を要望。
維持補修の実施 市建設課 R02実施予定 附馬牛小学校

19 市道 矢崎荒屋線
荒谷バス停付近丁字路

（附馬牛町下附馬牛6地割）

荒谷バス停付近丁字路のカーブミラーが見づらく、ミラー

の縁も壊れているので交換を要望。
維持補修の実施 市建設課 R02実施予定 附馬牛小学校

20 市道 矢崎荒屋線
荒谷バス停付近

（附馬牛町下附馬牛6地割）
Ｕ字溝が崩れているので、補修を要望。 維持補修の実施 市建設課 R02実施予定 附馬牛小学校

21 市道 石羽根大袋線
菅原神社の橋向かい

（附馬牛町下附馬牛6地割）

菅原神社の橋の向かい側に、カーブでの安全確認のための

カーブミラー設置を要望。
新規設置 市建設課 R02実施予定 附馬牛小学校

22 市道 上柳荒川線
附馬牛町下附馬牛23地割から

上附馬牛15地割までの区間

防犯灯の設置もなく、上附馬牛15地割から徒歩で通学する

附馬牛小学生３名の安全のため、街頭設置を要望。
寄贈防犯灯を要望 市地区センター R02要望 附馬牛小学校

23 市道 似田貝野崎線

土淵小学校から伝承園さわや

かトイレまでの区間

（土淵町土淵6地割）

登校時、さわやかトイレ前でスクールバス降車後、学校ま

での通学の際に危険なため舗装を要望。
サイドラインの設置 市建設課 R02実施予定 土淵小学校

24 -
土淵農村公園敷地

内

土淵小学校付近の歩道

（土淵町土淵6地割）

農村公園脇の伐採された木の根が通学路に張り出しており

危険なため撤去を要望。

①持ち帰り検討するが、現

状難しい状況

②学校側児童に注意喚起す

る

①市市民協働課

②市地区センター
②R02随時実施 土淵小学校

25 国道 340号線

340号線と遠野みらい創りカ

レッジへ向かう道路への交差

点（土淵町土淵2地割）

児童登下校時横断の際に、交通量が多く危険なため、交差

点付近に横断歩道の設置を希望。
実施について検討 公安委員会 R03以降 土淵小学校
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26 国道 340号線
土淵町柏崎6地割から土淵8地

割の区間

自転車で通学する児童が安全に通行できるようにするため

に歩道に「自転車通行可」道路標識の設置を要望。
今年度中に実施 公安委員会 R02実施 土淵小学校

27 市道
青笹町糠前14地割10番地から

14地割9番地までの区間

道路に並行して大きな水路があり蓋がかかっておらず危

険。

農家の人に蓋を設置してい

いか確認
市地区センター R03以降 青笹小学校

28 市道 赤羽根四日市線 青笹町青笹8地割26番地付近 カーブミラーの角度が悪く、見通しが悪い。 角度調整の実施 市建設課 R02実施予定 青笹小学校

29 私道 - 青笹町糠前16地割30番地付近

道路に穴が開きデコボコで、地域の人や車が頻繁に通行

し、雨降り時はひどい状態である。砂利をいただければ、

地域の共同作業で修理したい。

予算を見ながら実施 市地区センター R02実施予定 青笹小学校

30 市道 青笹飯豊線 青笹町中沢2地割41番地付近

横断歩道を２か所設置すると、通学時に児童が安全に歩道

を歩くことが出来る。児童生徒の安全な登下校のために必

要。

実施について検討 公安委員会 R03以降 青笹小学校

31 市道 青笹飯豊線 青笹町糠前31地割18番地付近 ４０km標識がめくれている。 維持補修の実施 公安委員会 R02実施予定 青笹小学校

32 市道 土淵上郷線
上郷保育園前

（上郷町板沢11地割）

上郷保育園駐車場と市道との境の白線が薄くなってきてい

るため、白線の引き直しを要望。
維持補修の実施 市建設課 R02実施予定 上郷小学校

33 国道 283号線
板沢交差点

（上郷町板沢11地割）
横断歩道上に陥没箇所があるので補修を要望。 維持補修の実施 県土木センター R02実施予定 上郷小学校

34 市道 伊原平倉線
越田踏切前

（上郷町板沢13地割）

越田踏切前は登り坂で、市道と私有地との高低差が１m程

あり、以前事故で車が落ちたことがあったため、ガード

レールの設置を要望。

JRと協議が必要なため、現

状維持
市建設課 - 上郷小学校
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35 市道 土淵上郷線
伊原交差点

（上郷町板沢8地割）

道路拡幅工事により優先道路と非優先道路が入れ替わった

ため白線の引き直しを要望。

停止線は引くことが出来な

いため、地域で注意喚起
地区センター R02随時 上郷小学校

36 国道 283号線
ｍｍ１前交差点

（宮守町下宮守30地割）

死傷事故の多発場所であることから注意喚起するため、カ

ラー舗装に「前方注意」「事故多し」等の表示や信号機の

設置が必要。

信号機の設置ではなく、灯

火標識を設置済み
公安委員会 - 宮守小学校

37 市道
粡町線及び粡町町

上線

国道283号線との丁字路から

大橋までの区間

（宮守町下宮守24地割から29

地割）

スピードが早い車があり歩行者が危険であるため、速度抑

止策や歩道の設置が必要。

多くの用地交渉が必要であ

り、すぐの歩道設置は不可
市建設課 - 宮守小学校

38

国道

～市

道

上宮守線
月見大橋前丁字路

（宮守町下宮守33地割）

一時停止の線と標識があるが、車がほとんど停止しないこ

とから、横断する歩行者が危険であることから、横断歩道

の設置が必要。

実施について検討 公安委員会 - 宮守小学校

39 国道 283号線
澤田モータース前交差点付近

（宮守町下宮守31地割）

運転視野にめがね橋があることからよそ見運転による信号

無視する車が多くみられ危険である。信号機の手前に何か

しらの表示や設置が必要。

取り締まりの強化により対

応
公安委員会 R02随時 宮守小学校

40 国道 283号線
みまつ脇丁字路

（宮守町下宮守26地割）

①スピードの速い車多いため。信号が変わっても停止しな

い車がある。交通量、朝夕多い。

②横断歩道のボタン押すと、すぐ黄色→赤となる。運転手

のことを考えて、黄色の時間を長くすべきと思われる。

①警戒、取締対応

②通常設定のため変更不要
公安委員会 ①R02随時 宮守小学校

41 国道 283号線
吉金交差点

（宮守町下宮守26地割）

交通量、朝夕多く、スピードの速い車多い。信号が変わっ

ても停止しない車があるため、車の速度抑止策が必要。
現状維持 県土木センター - 宮守小学校

42 国道 396号線
サンQふる郷市場前丁字路

（宮守町上宮守15地割）

ほとんどの車が早いスピードを出しているため、横断歩道

を渡りたい歩行者が渡り難くとても危険。数年前死亡事故

発生場所でもあり、速度抑止策等が必要。

①薄くなっている横断歩道

は順次引く

②現状維持

③押しボタンの横断歩道が

近くにあるため、そちらか

ら渡るよう周知

①公安委員会

②県土木センター

③市地区センター

①R02実施予定

③R02随時
宮守小学校



№
道路

種類
路線名 改善要望箇所 通学路の状況及び希望する対策 確認結果 事業主体 対策時期 学区

43 市道 外野線
宮守町達曽部30地割58番地付

近

車輛のすれ違い時に危険なため、ガードレールの設置を希

望。
新規設置 市建設課 R02実施予定 達曽部小学校

44 市道 高舘線
消防11分団屯所付近

（宮守町下鱒沢34地割）
凍結時のため砂箱設置を希望。 新規設置 市建設課 R02実施予定 鱒沢小学校

45 市道 鱒沢保育所線
鱒沢就業改善センター付近

（宮守町下鱒沢33地割）
凍結時のため砂箱設置を希望。 新規設置 市建設課 R02実施予定 鱒沢小学校

46 国道 107号線
ＮＴＴ電話交換所付近

（宮守町下鱒沢31地割）
横断歩道の設置を希望。 調査検討 公安委員会 R03以降 鱒沢小学校


