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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 市道 穀町仲町通り線
遠野市役所本庁舎前

（中央通り9番）

市役所が新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 R02以降 遠野小学校

2 市道 感応院小路線
まん十や前丁字路

（中央通り9番）

かじゃなの丁字路に一時停止の白線・標識もない、安全面

からも必要と考える。
実施について検討 公安委員会 R02以降 遠野小学校

3 市道 材木町通り線
今渕商店本店付近

（材木町1番）

道路が狭く見通しが悪くて遠野保育園送迎の時間帯出入り

する車が多く、危険安全確認のためカーブミラーがほし

い。

設置困難のため現状維持 市建設課 - 遠野小学校

4 市道 東舘上組町線

ファミリーマート遠野中央店

前交差点

（上組町8番）

信号が赤になると、店舗駐車場を高速でショートカット

し、歩行者、店利用者を危険にさらす車両がある。取り締

まりをしてほしい。

警戒活動の強化 公安委員会 R01から随時 遠野小学校

5 市道 材木町通り線

松田建設前からアトリエ遊ま

での区間

（材木町1番から上組町1番）

通学路になっているが、白線が消えかかっているので直し

てほしい。
維持補修の実施 市建設課 R01実施予定 遠野小学校

6 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

R02以降

※道路事業の導入

について要望中

遠野小学校

7 市道 稲荷下中央線
遠野町42地割43番地付近丁字

路

丁字路の交差点のところが小中学生の登校時に危険であ

り、横断歩道の設置が必要。

近くに横断歩道があること

から、そこから渡るよう指

導

学校 R01から随時 遠野小学校

令和元年度　遠野市通学路対策箇所一覧表
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8 市道 一日市東舘線

新里とうふ店前からサンマル

前までの区間

（東舘町6番から1番）

歩行者の線が消えかかっている。道幅が狭く、徒歩、自転

車には危なく、冬場は雪で危険である。
維持補修の実施 市建設課 R01実施予定 遠野小学校

9 市道 稲荷下中央線
光の園幼稚園前の丁字路

（東穀町14番）

一時停止の標識が横断歩道の手前にあるが、優先道路の安

全確保のために、ドットラインの設置をお願いしたい。通

学路で自動車同士の事故を防ぐためにも必要と考える。

新たにドットラインを引く

ことはできないことから、

取り締まり強化で対応

公安委員会 R01から随時 遠野小学校

10 市道 八幡飛鳥田線

国道340号から遠野緑峰高等

学校までの区間

（松崎町白岩23地割から22地

割）

車道と歩道の色分けや歩道の設置が必要。 現状維持 市建設課 - 遠野北小学校

11 市道 八幡飛鳥田線

国道340号から遠野緑峰高等

学校までの区間

（松崎町白岩23地割から22地

割）

転倒防止及び崩落防止が必要。 転落しないよう周知
学校

市地区センター
R01から随時 遠野北小学校

12 国道 340号線
市道八幡飛鳥田線との交差点

（松崎町白岩23地割）

非常に歩行者が多い地点である。歩行者用信号機の追加を

要望する。
今年度設置予定 公安委員会 R1実施 遠野北小学校

13 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、通学等に危険である。側溝に蓋をして歩

行者通行部分の拡張をしてほしい。

歩道設置は困難なため現状

維持
市建設課 - 遠野北小学校

14 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お願いした

い。

見通しが良いため現状維持 市建設課 - 遠野北小学校

15 市道 上柳荒川線
附馬牛地区センター前丁字路

（附馬牛町下附馬牛11地割）

小玉商店と附馬牛地区センター間の横断歩道が消えてい

る。
維持補修の実施 公安委員会 R01実施予定 附馬牛小学校
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16 市道 片岸和野線
上柳停留所前丁字路

（附馬牛町下附馬牛13地割）

上柳停留所付近丁字路荒川方面よりの、止まれ標識が植木

の葉が茂ると見づらい。
所有者に手入れを依頼 市地区センター R01実施予定 附馬牛小学校

17 市道 似田貝野崎線
土淵保育園と旧診療所の間

（土淵町土淵3地割）

既存のカーブミラーが水害で破損しその後放置状態にあ

る。園に出入りする際、対向車の確認が困難である。乳幼

児と保護者の事故を防ぐために早急に改善をお願いしたい

維持補修の実施 市建設課 R01実施予定 土淵小学校

18 市道 青笹飯豊線
菊一建設前交差点

（青笹町糠前30地割）

交差点の一か所のカーブミラーが道路を完全に映していな

いため、角度の修正が必要。
角度調整の実施 市建設課 R01実施 青笹小学校

19 県道 釜石遠野線
青笹町民俗館前交差点

（青笹町青笹13地割）

交差点の一か所のカーブミラーが道路を完全に映していな

いため、角度の修正が必要。
角度調整の実施 市建設課 R01実施 青笹小学校

20 県道 釜石遠野線
屯所前バス停交差点

（青笹町糠前33地割）

事故多発地点で改善を要望。

①カーブミラーの破損の為、取替え

②カーブミラーの位置の検討

③一時停止の道路標識の設置検討

④停止線の検討

①②維持補修の実施

③標識新設ではなく、劣化

して見づらい十字路標識の

維持補修の実施

④維持補修の実施

①②県土木セン

ター

③市建設課

④公安委員会

R01実施予定 青笹小学校

21 市道 関田関口線
青笹町青笹22地割10番地付近

交差点

交差点のカーブミラーが見通しのよい方を映しているた

め、見通しの悪い方に角度を修正。
角度調整の実施 市建設課 R01実施 青笹小学校

22 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する。

JRと協議が必要なため、現

状維持
市建設課 - 上郷小学校

23 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する。
維持補修の実施 市建設課 R01実施予定 上郷小学校
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24 市道 土淵上郷線
上郷保育園付近

（上郷町板沢11地割）

上郷保育園駐車場傍の横断歩道手前通り上に「スクール

ゾーン」の表記を要望する。
取り締まり強化で対応 公安委員会 R01から随時 上郷小学校

25 国道 283号線
上郷地区センター前丁字路

（上郷町板沢11地割）

上郷地区センターから国道283号に出るＴ字路のカーブミ

ラーが古くなり汚れが取れなく見えづらいので、新品ミ

ラーへの交換を要望する。

設置者に連絡し撤去 市地区センター R01実施予定 上郷小学校

26 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、路

面標示（カラー舗装で「前方注意」「事故多し」）や信号

機設置などが必要。

現状維持

標識を灯火標識に変更
公安委員会 - 宮守小学校

27 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）

スピードが早い走行車があり歩行者が危険であるため、車

の速度抑止策や歩道の設置が必要。
現状維持 公安委員会 - 宮守小学校

28 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り、横断歩道の設置が必

要。

実施検討 公安委員会 R02以降 宮守小学校

29 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）
信号無視をする車があるため、予備標識がほしい。 現状維持 公安委員会 - 宮守小学校

30 市道 達曽部宿線

宿橋バス停から達曽部バス停

までの区間

（宮守町達曽部14地割から15

地割）

園児・児童の通学路及び高齢者の通行の安全確保のため、

道路の側線、横断歩道の白線の引き直しを希望。
維持補修の実施 市建設課 R01実施予定 達曽部小学校

31 市道 達曽部宿線 達曽部バス停前丁字路

丁字路路及び県道土淵達曽部線の交差点に設置されている

「達曽部小学校」の看板のため安全確認がしづらく通行者

から要望が上がっている。

移動について学校へ確認後

実施
市教育委員会 R01実施予定 達曽部小学校
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32 市道 高舘線
鱒沢保育所線との丁字路

（宮守町下鱒沢34地割）

道路を渡る際、車が来るのが分かりづらい。園児が散歩す

るので、安全を考えてカーブミラーの取付けをお願いした

い。

新規設置 市建設課 R01実施予定 鱒沢小学校

33 市道 高舘線
中沢線との丁字路

（宮守町上鱒沢4地割）

小学生が高舘線を自転車で横断して、沢に落ちたので新設

を希望。
新規設置 市建設課 R01実施予定 鱒沢小学校

34 国道 283号　枝道
鱒沢小学校下踏切前

（宮守町下鱒沢16地割）

道路幅が狭くて車で曲がりにくい、線路側に広く広げてほ

しい。

土地所有者との交渉やJR協

議が必要で早期の対応は困

難

県土木センター - 鱒沢小学校


