
　松川町内通学路・未就学児経路の対策個所一覧表（令和3年3月24日現在）
【松川中央小学校】

図面番号 通学路・未就学児経路 路線名 要望箇所 左記の箇所の現況（問題点） 対策内容 事業主体 対策年度

　1-1 通学路 町道115号線
役場前からチャンネルユーの
間。（北名子）

学校敷地に接し、狭く見通しが悪く、通学時
間の交通量が多い。

路側帯のカラー舗装。速度抑制路面
標示。(H24完了）

松川町建設課

　1-2 通学路 町道115号線
116号線交差点。小学校東出入
口。（北名子）

横断歩道が無く、道路の見通しが悪い。
横断歩道の設置。町道116号線の改
良計画があり、その際に横断歩道待
ち場の整備。

警察

　1-3 通学路 町道114号線
チャンネルユー西水路（名子北
部）

水路管理用の開口が道路脇にあり、落下の
危険。

柵など。（水利組合との協議必要） 松川町建設課 協議済

　1-4 通学路 町道大草線 118号線交差点（名子北部）
見通しが悪い交差点。通勤時間の交通量が
多い。

交差点、速度抑制路面標示。 松川町総務課

　1-5 通学路 町道大草線
114号線交差点から、唐沢川橋
梁。（名子北部から名子中部）

道路が狭く、通勤時間の交通量が多い。
路側帯のカラー舗装は、幅員から不
可。道路の拡幅改良が必要。

松川町建設課 地元要望必要

　1-6 通学路 町道大草線 唐沢川橋梁（名子中部）
高欄と河川のフェンスの間に隙間があり、歩
行者落下の危険。

間隙部へ、チェーンを設置した。 松川町建設課 H24完了

　1-7 通学路 町道神護原線 116号線交差点（北名子） 横断歩道が無く、車両速度が高い。
横断歩道の設置。神護原線道路改良
予定があり、歩道及び横断歩道待場
の整備。

警察

　1-8 通学路 町道神護原線
道路沿いの農業用水路（名子中
部）

降雨時に水位上昇と流速が増す。児童落下
の事例あり。

神護原線道路改良により施工済 松川町建設課 H30完了

　1-9 通学路 町道高田線 道路沿い水路（新井南部） 児童落下の恐れ。 ガードレールを設置した。（H24完了） 松川町建設課 H24完了

　1-10 通学路 町道95号線
JA集荷場前農業用水路（滝ノ
沢）

降雨時に水位上昇と流速が増す。
通学には水路の反対側を歩行するよ
う指導している。甲蓋等については、
水利組合との協議が必要。

松川町建設課

　1-11 通学路 町道58号線 95号線交差点（滝ノ沢） 交通量が多く、横断に危険。
横断歩道待場の施工により、横断歩
道の設置。

警察

　1-12 通学路 町道83号線 95号線交差点
横断歩道が無い。交通量が多く、高速で通
行。

横断歩道の設置。交差する８３号線側
には、カラー舗装による速度抑制表示
を道路管理者が行った。（H24完了)

警察

　1-13 通学路 町道名子原中央線 85号線交差点
横断歩道が無い。直線部で、車両が高速で
通行。

横断歩道の設置。待場の整備必要。 警察

　1-14 通学路 （主）松川IC大鹿線 東浦交差点
横断歩道が無い。交通量が多く、高速で走
行。

横断歩道の設置。歩道構造の整備必
要。

警察

　1-15 通学路 町道61号線 72号線交差点
横断歩道が無い。通学、通園時に歩行者が
集中する交差点。

横断歩道の設置。待場の整備必要。 警察

　1-16 通学路 町道90号線 日赤病院西の6又路
変則交差点で、車両の飛び出しが見られ、
歩行者の横断に危険。一旦停止等規制が必
要。

信号機の設置済 警察

　1-17 通学路 県道上片桐停車場線 町道173号線交差点
交差点前後がカーブの見通しが悪い交差点
で、交差点部を横断する者が見辛い

交差点へ十字マークの設置。 長野県飯田建設事務所 未定

　1-18 通学路 町道84号線 84号線
道路幅員が狭く、自動車が通ると、歩行者の
避ける場所が無い。

自主規制を地元協議。 松川町総務課

　1-19 通学路 県道上片桐停車場線 町道170号線交差点
交差点前後がカーブの見通しが悪い交差点
で、交差点部を横断する者が見辛い

交差点へ十字マークの設置。 長野県飯田建設事務所 未定

　1-20 通学路 町道東原線 松川大橋南
交通量の多い直線部分で、児童の横断に危
険。

信号機設置済 警察

　1-21 通学路 (主)松川ＩＣ大鹿線 町道新井西線交差点
地区中心地であって、横断歩道が無い。車
両交通が多く、横断が危険。

信号機設置。５９号線側の道路改良
が必要。

警察

　1-22 通学路 (主)伊那生田飯田線 三柱神社前
住宅地からバス停への歩道が無く、大型車
両の交通量が多く、見通しが悪い。

バス停の移動を地元と協議。 松川町総務課

　1-23 通学路 (主)伊那生田飯田線 福沢橋～福与保育園
歩道が無、大型車両の交通量が多く、路肩
が狭い。

橋梁歩道の拡幅。 長野県飯田建設事務所 未定

　1-24 通学路 国道153号線 小松川橋南詰
交通量の多い国道であって、歩道が途切れ
ている。

交通安全指導。 松川町教育委員会・学校

　1-25 通学路 町道御鍬原線 御桑原東線交差点

歩道間であって横断歩道が無い。ラッシュ時
に、御鍬原東線側からの自動車の急な右左
折があり、危険。御鍬原東線の一時停止線
が交差点内（歩道より車道側の内側にあ
る。）

一時停止線の移動 警察

　1-26 未就学児経路 （主）松川IC大鹿線 新井
路肩のスペースが狭く、車の乗り入れがあ
る。

車止め（鉄製ポール）の設置。 長野県飯田建設事務所 対策済み

　1-27 未就学児経路 （主）飯島飯田線 斉藤モータース付近
路肩のスペースが狭く、車の乗り入れがあ
る。

対策内容検討中 長野県飯田建設事務所 未定
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　1-28 未就学児経路 町道神護原線、大草線、(主)松川IC大鹿線
福与から名子（下澤建材店前
他）

歩道が狭く、車の乗り入れがある。 カラー舗装 松川町総務課

　1-29 未就学児経路 (主)松川IC大鹿線
福与から名子（下澤建材店前
他）

交差点左折時、歩行者の巻き込まれる可能
性がある。

車止め（鉄製ポール）の設置。 長野県飯田建設事務所 対策済み

　1-30 未就学児経路 (主)伊那生田飯田線 福与から名子（福与保育園） ガードレールの劣化。 歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む） 長野県飯田建設事務所 令和3年度

　1-31 未就学児経路 町道５９号線、新井西線、（主）松川IC大鹿線 丸茂タクシー
道路幅員が狭く、車が通ると、歩行者の避け
る場所が無い。

道路改良工事の予定
松川町建設課

【松川北小学校】

　2-1 通学路 (主)飯島飯田線
上片桐バイパス・町道中町線交
差点

町道側から横断者を認識しがたく、早いス
ピードで交差点へ侵入し、横断者に危険。

速度抑制及び指導線の表示。（H24完
了）　信号機設置済

松川町建設課・警察 H24完了

　2-5 通学路 (主)飯島飯田線
上片桐バイパス・町道町谷線交
差点

変則交差点で、車両の飛び出しが見られ、
歩行者の横断に危険。一旦停止等規制が必
要。

速度抑制。信号機設置
(H27完了）

松川町建設課・警察 H27完了

　2-2 通学路 (主)上片桐停車場線 上片桐駅南(大鹿踏切）交差点
踏切と５又路の交差点であり、自動車の通過
も運転者に解り辛い箇所。歩行者の道路横
断箇所が不明。

学校での歩行方法指導。 松川町教育委員会、学校

　2-3 通学路 町道大高日線 町道御射山線交差点
カーブ内の広い交差点で、車両スピードが高
く、横断箇所不明

速度抑制のため、路側帯明示と、交差
点路面標示(H24完了）

松川町建設課 H24完了

　2-4 通学路 町道幹道二期線 大沢北部
県道バイパスのう回路となっており、利用車
両の交通量が多く、片側歩道への横断が危
険。

設置個所について地元協議 松川町総務課

【対策検討メンバー（通学路）】松川町教育委員会事務局、各小学校、飯田警察署、長野県飯田建設事務所、松川町建設水道課、松川町交通安全協会事務局(松川町総務課）

【対策検討メンバー（未就学児経路）】松川町教育委員会事務局、各保育所、飯田警察署、南信州地域振興局、長野県飯田建設事務所、松川町建設水道課、松川町交通安全協会事務局(松川町総務課）
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