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学校名 番号 道　路
管理者

路線 通学路の危険箇所 通学路の状況・危険の内容 点検結果

1 1 市 市道東裏線 ままの上地内
坂野昆布屋からつつじ公園までの道路

グリーンベルトが薄くなっている。
【対策済】
警察と対策について協議の上、外側線の引き直しを実施済。（建設課）

2 2 市 市道西裏線 高野町地内
すしてつ前十字路

西から東への横断歩道が薄くなっている。（特に十字
路南側）

【対策済】
横断歩道の引き直しを実施済（警察）

3 3 市 市道石橋中道線 中道地内
日本防災工業前十字路

清水町丸川精肉店から東に進み、日本防災前交差点に
差しかかる南側道路を横断する児童が多くいるが、そ
の交差点に横断歩道がない。

【対策済】
横断歩道は条件が合わず設置できない。（警察）
横断指導線を設置済。（建設課）

4 4 市 市道四ツ谷舘野線
台町から東(手の子踏切)へ進み、四釜サッシ
前から市道西裏線との交差点まで

道路わきの白線が非常に薄くなっている。
【対策済】
外側線の引き直しを実施済。（建設課）

5 5 県 県道長井停車場線 長井駅前から国道287号線との交差点まで
長井市役所の新設により交通量が増加している。ま
た、歩道はあるが、幅員が狭く、特に冬期間に積雪が
妨げになり、歩行しにくくなることがある。

【対策】
街路事業の事業化に向けて手続き中（予算要求している状況）。歩道拡幅や無散水化など
を検討。（県）
T字路については、市と警察で対応を協議していく。（市民課）

6 6 県 国道287号線
東町地内
旧長井小学校第一校舎東側十字路

交差点の車両の交通量が多く、児童の信号待ちの際に
危険がある。

7 7 県 県道寺泉舟場線
十日町地内
十日町郵便局前十字路

交差点の車両の交通量が多く、児童の信号待ちの際に
危険がある。

8 8 県 県道椿長井線
四ツ谷地内
長井高校グラウンド南西側十字路

交差点の車両の交通量が多く、児童の信号待ちの際に
危険がある。

9 1 県 主要地方道長井大江線
成田地内
旧はぎスタジオ～あこしま付近

道幅が狭く電柱なども路肩に立っているため、時々車
道に児童がはみ出す場合がある。グリーンベルト、凹
凸のある線などの対応ができないか。（R元：外側線
の引き直し実施）

【対策】
路面標示・グリーンベルトについては来年度以降、西と北を優先させて２－３年かけての
方向で。（県）

10 2 県 県道勧進代舟場線
五十川地内
致芳児童センターグラウンド付近

歩道がないところを歩くことで危険を伴うため、横断
歩道のないところを横切る。横断歩道設置場所の移動
は可能か。

【対策】
設置基準を満たしておらず設置不可。カーブに設置できず（警察）
子どもたちへの安全指導の実施（学校）

11 3 県 主要地方道長井大江線
五十川地内
袋地区東側歩道

五十川から白兎にかけての歩道の除雪が、西側に比べ
て東側がなされていないときがある。

【対策】
歩道幅が狭く、除雪機の機種がハンドガイド式に限定されるため、特に大雪時には対応が
間に合わない時がある。増強を検討しているが、なり手不足の問題もあり、難航してい
る。（県）

12 1 県 主要地方道長井白鷹線
草岡地内
市道草岡成田線との交差点付近
西根児童センター前十字路

交差点北東側に歩道がなく、草が繁茂し、道のわきに
ある側溝に蓋がないため危険である。

【対策】
側溝は法定外公共物で市建設課管理。対応について検討する。（市）

13 2 県 主要地方道長井白鷹線 川原沢地内
市道南部西横線との交差点（Ｔ字路）

横断歩道が消えかかっている。
【対策済】
横断歩道の引き直しを実施済（警察）

14 3 市 市道南部西横線
川原沢地内
No3の交差点から旧白山森スキー場付近まで
の道路

グリーンベルトが消えかかっている。大型トラックの
通行が多いので危険。

【対策済】外側線の引き直しを実施済。（建設課）

15 4 市 市道大沢線
寺泉地内
五所神社から西へ進み、大沢橋付近まで

道幅が狭く通学時に車両が通行すると危険である。
【対策】
市で道路改良工事として数年に分けて計画・実施中。令和5年度完成予定。グリーンベルト
も設置予定。（建設課）

16 5 県 主要地方道長井白鷹線
寺泉地内
市道谷地寺泉線との交差点

横断歩道が消えかかっている。
【対策済】
横断歩道の引き直しを実施済（警察）

17 1 県 市道平泉線
平山地内
ラウンドアバウトの南側５００ｍ地点の県道
木地山九野本線との交差点

一時停止をしない車が多く、危険。注意喚起等の看板
が必要か。

【対策済】
「止まれ」の強調表示を実施済。（建設課）

18 2 県 県道萩生九野本線
九野本地内
生涯学習プラザ南西十字路の南２００ｍ地点
の市道石塚線との交差点

児童が横断歩道を渡ろうとしているにも関わらず停車
しない車が多い（特に飯豊方面からの車）。注意喚起
等の看板が必要か。

【対策】
今年度に横断旗を設置する。（市民課）
来年度、「横断者注意」等の路面標示の設置及びセンターライン・外側線の引き直しの実
施を検討する。（県）

19 3 市 市道花作平山線
平山地内
桜町十字路から東へ１５０ｍ付近

流量が多い側溝があり、危険。地域の方より簡易（木
製）の転落防止柵を設置していただいたが、改めて金
属製のものを設置してほしい。

【対策】
来年度の金属製転落防止柵の設置を検討する。（建設課）

20 4 県 県道長井飯豊線
九野本地内
ファミリーマート九野本店前十字路

特に南北方向に渡る横断歩道が消えかけているため、
引き直しをお願いしたい。

【対策】
来年度の横断歩道引き直しの実施を検討する。（警察）

21 5 市 市道大久保天神寺線
九野本地内
平野小学校の南２５０ｍ地点の県道木地山九
野本線とのＴ字路

東西方向に渡る横断歩道が消えかけているため、引き
直しをお願いしたい。

【対策済】
横断歩道の引き直しを実施済（警察）

22 6 市 市道大久保天神寺線
九野本地内
平野小学校駐車場前の市道中大久保線との交
差点

東西方向に渡る横断歩道が消えかけているため、引き
直しをお願いしたい。

【対策】
来年度の横断歩道引き直しの実施を検討する。（警察）

23 7 県 県道木地山九野本線
一般県道木地山九野本線、
一般県道長井飯豊線　他

砂利採集のトラックが頻繁に通るため大変危険。注意
喚起の手立てが必要か。

【対策】
岩石採取等の許可を出している県担当部署に対して、業者に対する指導（通学路への安全
配慮の徹底）を依頼する。（学校教育課）

24 1 県 県道椿長井線
時庭地内
県道椿長井線と県道中時庭線の交差点

・信号のない横断歩道で、登下校時の交通量が多い。
以前は交通指導員が立っていたが、現在は安全を確認
する者がいない。
・指導員の募集をしているものの、なり手がいないこ
とを昨年度確認済みであるが、児童の安全のために
も、カラー舗装の対応をお願いしたい。

【対策】
来年度、横断歩道の引き直しを行う。（警察）
来年度、路面標示の復旧や横断歩道内のカラー化を検討する。（県）

25 2 県 県道椿長井線
時庭地内
水口公民館前の道路

・冬場、降雪量が多い際には吹き溜まりになりやす
い。
・防雪柵を設置するか、登下校時の確実な除雪をお願
いしたい。

【対策】
防雪柵設置の事業化に向けて準備を進めている。（県）
（早くて来年度の事業化。設計～工事完了まで3年かかる）
適切な除雪対応を行う。（県）

27 1 県 県道久保桜線
上伊佐沢地内
市道上伊佐沢線との交差点

横断歩道の線の引き直しを希望
【対策】
来年度の横断歩道引き直しの実施を検討する。（警察）

26 2 市 市道下伊佐沢芦沢線
芦沢地内
市道斎場１号線との交差点付近

街灯がなく、薄暮時危険。現在は登校時保護者が集合
場所まで送り、下校時は学童なので児童が１人で通る
ことはないが、学童に行かなくなった場合、１人で通
行しなくてはならない。

【対策済】
LED照明灯を設置済（市）

長井市立
伊佐沢小学校

●合同点検参加者
　・長井警察署交通課、山形県置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課、当該学校代表（教頭）、地区交通安全協会当該支部長、建設課、市民課、学校教育課

【対策】
今年度防護柵及びボラード等の設置を予定（工事実施に向けて準備中）。（県）

長井市立
致芳小学校

令和３年度 長井市通学路合同安全点検　実施結果まとめ

●通学路合同点検とは
　・『長井市 通学路交通安全プログラム』（H27.3月策定）に基づき、全小学校区で、それぞれ２年に１回実施しているもの。
　・学校が把握した危険箇所に対して、教育委員会が警察等の関係機関と連携し、点検を実施している。
　・実施後は、各機関の対策が定まった段階で、小学校区ごとに「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表することとしている。

●令和３年度の実施概要
　(１)点検実施校　小学校６校　　(２)実施日　①６/１９　②９/１９　③９/２１　　(３)点検箇所総数　２７か所（うち対策済：５箇所　うち対策検討中：２２か所）

合同点検　概要

長井市立
西根小学校

長井市立
長井小学校

長井市立
豊田小学校

長井市立
平野小学校


