
わたしたちが感じたこと、みんなへのメッセージ！

（平成25年度 作成）

保護者のみなさまへ

子どもたちが感じている危険箇所をまちのみんなで共有して、子どもたちの安全を守っていき

たいとの願いからこのマップを作りました。お子さまと一緒に、このマップを持って通学路を歩

いてみてください。

なお、地図上の番号は、危険度を優先順位で表したものではありません。

運転手だけじゃなく、自分たちも気を付けて事故が減るように心がけたいです。

せまい歩道では、特に車に気を付けて一列になって歩くようにするとよいと思いました。

ふだん何気なく通っている道でも、注意してみると危険な場所がいくつもあるということが

分かりました。

自分が行く方向だけじゃなく、いろんな方向から見て、安全かどうかを調べることがむずか

しかったです。あと、歩く人が優先なのに、止まってくれない車が多かったです。

今回の点検を通して、これからいろんな危険か所に気づけると思います。

そして、自分たちの街は自分たちで改ぜんしていきたいです。

鯛崎交差点
交通量が多いので、横断歩道の信号が青でも

気を付けて渡らないと危険。

関谷ﾏﾝｼｮﾝ横三叉路（さんさろ）
道がせまく、見通しが悪いので、通行すると

きには注意が必要。

バルーンショップ近くの交差点
交通量が多く、右左折信号機があるので車の

通りが変則的。信号をよく見て渡らないと危

険。

中村自動車前の交差点
南北の車の通行が多く、横断歩道もない。民

家の塀があり、身を乗り出して見ないと車が

見えないので危険。

高岡中央公園入口の四つ角
カーブミラーはあるが、南北の道の交通量が

多く、四つ角には標識も横断歩道もない。公

園の出入りには特に注意が必要。

一の宮前の四つ角付近
この区間は道がせまくなっていて、横断歩道

もない。車が来るのが見えにくいし、車が来

たときよけにくいから危険。

極楽寺横の四つ角
車の通りが多い。横断歩道付近は、道が少し

曲がっており見通しが悪い。横断歩道を渡る

ときには注意が必要。

西中学校正門より東の四つ角
左右の見通しが大変悪い。道もせまく車一台

通るのがやっとだが、車の量は多いので、渡

る時には注意が必要。

堂之元川（空港通り沿い）
大雨が降ると、川から水があふれ出し、歩道

が通れなくなるので危険。

ミネルワ北の三叉路（さんさろ）
南北は車がよく通る。見通しが悪いので止

まってよく見て渡らないと危険。

極楽寺東の四つ角
家の塀で見通しがとても悪い。車が来るとあ

たりそうで危険。

フレッシュバリューの交差点
車の通りが多い。朝は、出勤の車と重なって、

交差点が混雑する。南北の道はせまいので、

一列で歩かないと危険。

北吉田公園横の横断歩道
交通量が多い。渡る時には、必ず押しボタン

を押す。信号機が青になってから左右をよく

見て渡らないと危険。

学校西側の水路に面した道
大雨が降ると、水路から水があふれ通れなく

なる。そうなった時は体育館の前を通る。

帝人前の交差点
交通量が多い。信号が青になっても、車をよ

く見て渡らないと危険。

高岡ハイツ前の道路
道がせまいので、車がきたときにはあたりそ

うで危険。

カワクボハウジング前の交差点
交通量がとても多い。また、横断歩道の信号

が青でも曲がってくる車がいるので注意して

渡らないと危険。

高岡団地の三叉路（さんさろ）
大雨が降ると、水路から水があふれ出し、通

れなくなる。

ローソン前の横断歩道
交通量が多く、左に曲がる車が通る場所に

なっているので注意が必要。横断歩道を渡る

ときは左右をよく見ないと危険。

東門近くの四つ角
朝は車の通行が多く、横断歩道を渡るときは

よく見て渡らないと危険。

生石公民館横の四つ角
道はせまいのに、通勤の車と保育園へ行く車

がよく通るので、横断歩道を渡るときは左右

をよく見ないと危険。

高岡中央公園の四つ角
見通しがとても悪く、止まれの表示通りに止

まらない車がいる。よく見て渡らないと危険。

高岡第一公園前の道路
大雨が降ると、道が水びたしになり、通れな
くなる。

きっ床や前の旧空港通り
道がせまい上に、少し曲がっていて見通しが

悪い。路線バスが通っているなど、交通量が

多いので危険。
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ねん くみ なまえ

（ ）年（ ）組 名前（ ）

子ども目線の交通安全マップ
歩いているときに気を付けること

道路をわたる時、横断歩道をわたります。

信号が赤の時はとまり、青の時は右と左をよく見て、車が来ていないかを確かめてからわたります。

道路を横断中も、右と左をよく見て、車が来ていないかを確かめます。

道路や車のそばでは、絶対に遊ばないようにします。

道路には飛び出さないようにします。

自転車に乗るときに気を付けること

二人乗りをしません。

自転車でならんで走ることはしません。

まわりが暗くなったら、かならずライトをつけます。

交差点では、必ずとまって右と左の安全を確認します。

出典：松山市の交通安全

こんな事故に気を付けよう！

松山市
子どもの交通事故原因飛び出し

まって～♪

あっ！
ポチだ。

好きなものを見つけ、

すぐに走り寄ろうとし

てしょうとつすること

があるよ！

飛び出して、出合い頭で

しょうとつすることがあ

るよ！

♪♪

♪

話に夢中になったり、ふざ

けたりして、交差点へ飛び

出して、しょうとつするこ

とがあるよ！

横断歩道を安心してわたっていると、右折・左折してきた車や信号を

無ししてきた車と、しょうとつすることがあるよ！ 青だけど…
飛び出しはとても危険。自転車に乗っているとき、歩いているとき、

必ず止まって左右を確認しよう！ 飛び出さない

出典：松山市の交通安全
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子ども目線の交通安全マップ生石小学校　 
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生石保育園西曲がり角
道がせまく、車が来たら、ぶつかりそうで危険。

田辺歯科南三叉路（さんさろ）
カーブミラーがあるけど見えにくい。車やバイ

クがスピードを落とさずに走ってくるので、止

まってよく見ないと危険。

接骨院から南側の四つ角
道がせまく、見通しが悪い。朝は車が多いので

危険。

鶴ヶ丘公園の四つ角
東西の道路から北側の道路は見えない。カーブ

ミラーはあるけど、車はスピードを落とさず通

るので、止まってよく見ないと危険。
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おおあめ ふ きけん

大雨が降ると危険なところ

三叉路（さんさろ）
ゆらら方面、空港通りへの抜け道となっており、

登校・下校時車が多いので危険。

ローソン沿いの道路
一車線分しかない道路で、車同士がすれ違う時、

車にあたりそうで危険。

河原医院前の横断歩道
せまい道なのにバスが通るので気を付けないと

いけない場所。車が多いので、左右をよく確か

めないと危険。

ボディショップ都から西側道路
大雨が降ると、すぐに水が増え、道路が水につ

かってしまうので危険。車の通りも多い。

ボディショップ都前の交差点
朝は車や人通りが多く危険な場所。東西南北ど

の方角からも車がくるし、交差点ですれ違う車

が停車しているとなかなか道路を渡れない。

高岡集会所西側の四つ角
大雨が降った時はこの道を迂回(うかい)する。

交通量が多いので横断歩道を渡る時には注意し

ないと危険。

ディアスＫ前の道路
川があり、道はばもせまいので、車がきたとき

には、車にあたったり、川に落ちそうになった

りして危険。

ディアスＫの近くの四つ角
広い道とせまい道が接している場所。道がせま

いのに朝は、車の量が多いので注意しないと危

険。

玉乃井歯科前の道路
道幅が大変せまいのに、車の量が多いので、歩

くのも自転車に乗るのも危険。また、水路にふ

たがあったり、なかったりする。

ベルモニー会館前の交差点
歩道橋があるので、信号機がない交差点。車の

量が大変多いので、横断歩道や自転車横断帯を

渡る時には特に注意が必要。

ファミリーマート横の交差点
道幅が広く、交通量が多い交差点。曲がる車が

多いので、横断歩道を渡るときには注意が必要。

ｵｰﾄﾎﾞﾃﾞｰﾖｼｶﾜ前の四つ角
車がスピードを出して通っているし、横断歩道

がないので、道路を渡るときにはよく見て渡ら

ないと危険。

タケダメディカル前の道路
道はばがせまいので、車が通るとあたりそうに

なって危険。

浜野接骨院前の道路
道がせまく、車の通りが多いので、注意して歩

いたり自転車に乗ったりしないと危険。

ベルモニー
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