
NO 学校名 地図番号 担当機関 状　　　況 対　　　策 対応状況 完了月

1 番町小学校 186 東警察署 横断歩道が薄くなっています。 横断歩道を引き直す予定です。 横断歩道を塗り直しました。 H25.2

2 番町小学校 187 東警察署 横断歩道が薄くなっています。 横断歩道を引き直す予定です。 横断歩道を塗り直しました。 H25.2

3 番町小学校 250 東警察署 横断歩道が薄くなっています。 横断歩道を引き直す予定です。 横断歩道を塗り直しました。 H25.3

4 味酒小学校 189
河川水路課
道路管理課

水路を暗渠にして通学路として利用した
い。

水路の暗渠化と転落防止用のガードパ
イプを設置する予定です。

水路の暗渠化と転落防止用のフェンス
を設置しました。

H25.3

5 新玉小学校 12 東警察署 横断歩道が消えています。 横断歩道を引き直す予定です。 横断歩道を塗り直しました。 H25.3

6 清水小学校 14 道路管理課
スピードを出す車や一時停止をしない
車が多い状態です。

通学路標識の設置を検討しています。 通学路標識を設置しました。 H25.1

7 清水小学校 18 東警察署
歩行者用信号機がないため、横断がし
にくい状況です。

外側線や「止まれ」表示と、３灯式信号
機を検討しています。

横断歩道の追加と「止まれ」表示を塗り
直しました。３灯式信号機を検討してい
ます。

H25.2

8 雄郡小学校 31 道路管理課 狭いのに交通量が多い道です。 通学路標識の設置を検討しています。 通学路標識を設置しました。 H25.1

9 堀江小学校 34 道路管理課
通行する車が多く、見通しの悪い交差
点です。

交差点のカラー舗装と交差点マークを
書きます。

交差点のカラー舗装と交差点マークを
設置しました。

H25.1

10 堀江小学校 36 道路管理課 水路に蓋がなく、落ちると危険です。
水路の反対側に白線を引き、歩く場所
を指導します。

水路の反対側に白線を引きました。 H25.1

11 堀江小学校 233 道路管理課 道路へ飛び出すと危険です。
交差点マークの設置を検討していま
す。

交差点マークを設置しました。 H25.3
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12 堀江小学校 234 道路管理課
狭い道からの出入りが見えにくい場所
です。

通学路は変更できないので通学指導し
ます。

交差点マークを設置しました。 H25.3

13 潮見小学校 274 道路管理課
車や自転車の交通量が多く、見通しの
悪い交差点です。

進入禁止注意看板を設置しました。外
側線を計画し、横断歩道の設置を検討
します。

進入禁止注意看板を設置しました。路
肩の白線を引きました。横断歩道の設
置を検討します。

H25.2

14 潮見小学校 275
東警察署
道路管理課

交通量が多く、見通しの悪い交差点で
す。

「止まれ」表示の塗り直しと優先表示の
ためのドット線を計画しています。

「止まれ」表示を塗り直しました。優先表
示のためのドット線と路肩の白線を引き
直しました。

H25.2

15 潮見小学校 277
東警察署
道路管理課

狭い道路ですが抜け道として通る車が
多い場所です。

「止まれ」表示の塗り直しとミラーの角度
調整を計画しています。

一時停止線を塗り直しました。カーブミ
ラーを建替えました。

H25.3

16 潮見小学校 281 東警察署 交通量の多い交差点です。 横断歩道の塗り直しを計画しています 横断歩道を塗り直しました。 H25.2

17 潮見小学校 295
東警察署
道路管理課

横断するのが危険な状態です。
「止まれ」表示の塗り直しと路肩の白線
の引き直しを計画しています。

一時停止線と「止まれ」表示と路肩の白
線を塗り直しました。

H25.3

18 久枝小学校 41 道路管理課
通勤時の抜け道となっていてスピードを
出して走る車が多い道です。

横断歩道の設置を検討し、路肩の白線
の引き直しを計画しています。

路肩の白線を塗り直しました。横断歩道
の設置を検討しています。

H25.3

19 久枝小学校 198 道路管理課
複雑な交差点で、スピードも速いうえ、
一方通行を逆走する車もあります。

路側帯を広くする白線と、矢印の路面
標示の引き直しを計画しています。

路側帯を広くする白線を塗り直しまし
た。矢印の路面標示の塗り直しを検討
しています。

H25.2

20 久枝小学校 297 西警察署 横断歩道が消えかけています。 横断歩道の引き直しを計画しています。 横断歩道を塗り直しました。 H25.3

21 和気小学校 42 道路管理課
多くの児童が通行するが道路幅が狭
く、車が通るときは止まって待たなけれ
ばならない。

・一部区間の道路の両側に外側線を引
く予定です。

・取り急ぎ側溝の蓋をして、歩きやすくし
ました。
・一部区間の道路の両側に路肩の白線
を引き、カーブミラーを設置しました。
・通学路を示す路面標示を設置しまし
た。

H25.2

22 宮前小学校 273 道路管理課
道が細いにもかかわらず、スピードを出
して走る車があります。

交差点があることを認識させるため、交
差点マークを付近４ケ所程度引く予定
にしています。

交差点があることを認識させるため、交
差点マークを付近４ケ所設置しました。

H25.3
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23 味生小学校 53 道路管理課
狭い道を大型車が通ることもあり、危険
な場所です。

通学路の一部変更を検討してグリーン
ベルトを引く予定です。

グリーンベルトを引きました。通学路の
一部変更を検討しています。

H25.3

24 味生小学校 55 道路管理課
狭い道路を多くの児童が通り、車や自
転車なども通る道で接触しそうになるこ
ともあります。

交差点マークを引くことを計画していま
す。

交差点マークを設置しました。 H24.12

25 味生小学校 223 道路管理課
交通量も多く、車が融合するときなど児
童が田に落ちそうになります。雨が降っ
たときには水溜りができています。

雨水が溜まる部分は補修しました。外
側線を引いて歩行範囲がわかるように
し、落ちそうなところにはポールを立て
る予定にしています。

雨水が溜まる部分は補修しました。路
肩の白線を引いて歩行範囲がわかるよ
うにしました。

H25.2

26 桑原小学校 61 道路管理課 横断歩道のない交差点です。
現場の状況から横断歩道の設置は困
難ですが、一時停止線と路肩の白線を
引く計画です。

現場の状況から横断歩道の設置は困
難ですが、路肩の白線は引きました。一
時停止線は引く予定です。

H25.3

27 桑原小学校 64
東警察署
道路管理課

交差点から東方面の道路が危険な状
況です。

横断歩道の引き直しを計画しており、東
方面の道路には路肩の白線を引き直す
予定です。

横断歩道と東方面の道路の路肩の白
線を塗り直しました。

H25.3

28 桑原小学校 230 東警察署 横断歩道が消えかかっています。 横断歩道の引き直しを予定しています。 横断歩道を塗り直しました。 H25.2

29 生石小学校 66 西警察署
南方向へは路側帯が狭く、車とぎりぎり
の状態です。

交通指導の強化と速度規制を検討して
います、

速度規制を改正しました。 H25.3

30 生石小学校 67 道路管理課
路側帯がなかったり、消えていたりして
います。

路肩の白線の引き直しを予定していま
す。

路肩の白線を塗り直しました。 H24.12

31 道後小学校 76 道路管理課
車が融合できない狭い道路の通学が危
険な場所です。

路肩に白線を引いて児童の歩く範囲を
明確にする予定です。

路肩の白線を引きました。 H25.3

32 道後小学校 81 道路管理課 S字カーブで見通しの悪い場所です。
車の速度を抑えるための減速マークを
引く予定です。

車の速度を抑えるための減速マークを
設置しました。

H25.3

33 湯築小学校 238 道路管理課 見通しの悪い交差点です。
カーブミラーを設置しました。交差点
マークを書く予定です。

カーブミラーと交差点マークを設置しま
した。

H25.3
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34 余土小学校 93 道路管理課
見通しの悪く、北から進入する車が見え
ません。

交差点があることを知らせるT字の交差
点マークを書く予定です。

交差点があることを知らせるT字の交差
点マークを設置しました。

H25.3

35 余土小学校 270 東警察署
車両の通行量が多くスピードも速い道
路です。

路面の表示灯の補修を行う計画です
が、通学路の一部変更についても学校
で検討しています。

路面の表示灯を補修しました。通学路
の一部変更についても学校で検討して
います。

H25.3

36 湯山小学校 96 道路管理課
交通量の多い道ですが道幅が狭く、特
にこの地点はカーブしていて見通しが
悪い場所です。

児童が歩く範囲をはっきりとさせるため
に路肩に白線を引き、カーブ手前から
車の速度を抑えるための減速マークを
引く予定です。

児童が歩く範囲をはっきりとさせるため
に路肩に白線を引き、カーブ手前から
車の速度を抑えるための減速マークを
引きました。

H25.3

37 五明小学校 102 東警察署
下り坂方向にスピードが出る地点で、横
断歩道のないところを横断している状況
です。

横断歩道の設置を予定しています。 横断歩道を設置しました。 H25.2

38 久米小学校 104
中予地方局
道路管理課

学校のすぐ前の道路で、交通量が多い
のに道幅が狭い状況です。

通行する車両に児童の歩行帯を知らせ
るため道路西側にグリーンベルトを引
き、併せて近くの交差点のカーブミラー
の鏡面を交換して見やすくする予定で
す。

近くの交差点のカーブミラーの鏡面を交
換しました。通行する車両に児童の歩
行帯を知らせるため道路西側にグリー
ンベルトを引く予定です。

H24.12

39 久米小学校 206 道路管理課
車の通行が多い場所ですが中央線も歩
道もありません。車との接触の危険や、
車同士などの事故も多い場所です。

路肩の白線を車道側に広げグリーンベ
ルトを引き、交差点内にはドット線や十
字マークを引く予定にしています。

路肩の白線を車道側に広げグリーンベ
ルトを引き、交差点内にはドット線や十
字マークを引きました。

H25.3

40 久米小学校 247 道路管理課
道路が狭い割に交通量が多い道路で
す。

道路の北側にグリーンベルトを引いて
児童が歩く場所をわかりやすくする予定
です。

道路の北側にグリーンベルトを引きまし
た。

H25.3

41 浮穴小学校 106 道路管理課 交通量が多く見通しの悪い交差点

カーブミラーは既に設置しました。路肩
の白線の引き直しと交差点内に十字
マークを書く予定です。併せて学校では
一時停止や飛び出し注意の指導をしま
す。

カーブミラーはすでに設置しました。路
肩の白線の塗り直しと交差点内に十字
マークを引きました。

H25.3

42 小野小学校 116 南警察署 横断歩道が消えかかっています。 横断歩道の引き直しを予定しています 横断歩道を塗り直しました。 H25.3

43 小野小学校 311 道路管理課 道幅が狭く白線のない区間あり。

白線が消えている区間は引き直しを予
定していますが、道路幅が４ｍない区間
は白線が引けず、通学指導で対応しま
す。

白線が消えている区間は塗り直しまし
た。道路幅が４ｍない区間は白線が引
けず、通学指導で対応します。

H25.3



NO 学校名 地図番号 担当機関 状　　　況 対　　　策 対応状況 完了月

44 石井小学校 224 道路管理課
複雑な交差点ですが、一部の歩道が狭
く特に雨の日などを危険が増す状況に
あります。

県道の一部狭い歩道については、歩道
の拡幅工事を計画しています。南中学
校方向への道路については、路肩の白
線とグリーンベルトを引く予定にしてい
ます。

南中学校方向への道路については、路
肩の白線を引きました。今後グリーンベ
ルトを引く予定にしています。県道の一
部狭い歩道については、歩道の拡幅工
事を計画しています。

H25.3

45 荏原小学校 210
南警察署
中予地方局
道路管理課

幅が狭く歩道もない。通行する車も比較
的多い道路です。

道路の拡幅や歩道の整備は困難です
が、通学路であることを示す標識の設
置を予定しています。

道路の拡幅や歩道の整備は困難です
が、通学路であることを示す標識を設置
しました。

H25.1

46 荏原小学校 212 道路管理課
Ｔ字交差点の横断歩道の待機場所で、
左折してくる車に巻き込まれそうになり
ます。

横断歩道の移設を検討しています。横
断歩道が移設できれば併せて縁石の
移設もする予定です。車の巻き込みを
防止するための白線と、水路への転落
防止用のガードパイプの設置も予定し
ています。

水路への転落防止用のガードパイプを
設置しました。横断歩道の移設を検討
しています。横断歩道が移設できれば
併せて縁石の移設もする予定です。ま
た、車の巻き込みを防止するための白
線を引く予定です。

H25.1

47 荏原小学校 213 中予地方局
道路脇の水路に児童が落ちることがあ
ります。

―
目印となるポール（視線誘導標）を設置
しました。

H24.12

48 北久米小学校 138
東警察署
道路管理課

事故が多発する交差点で注意喚起が
必要な場所です。

停止表示の引き直しや十字マークや
ドット線も計画しています。

停止表示を塗り直し、路肩の白線と十
字マークを引きました。

H25.3

49 北久米小学校 142 道路管理課
見通しの悪い交差点で、十字マークも
消えかかっています。

十字マークは書き直し、場所が確保で
きればカーブミラーも設置予定。

十字マークは塗り直しました。場所が確
保できればカーブミラーも設置予定。

H25.3

50 味生第二小学校 143 道路管理課
交通量が多く歩道がなく狭い道路で通
学が危険な道路です。

拡幅や通行規制が困難な道路です。通
学路であることの標識を設置場所も含
めて検討しています。

拡幅や通行規制が困難な道路です。通
学路であることの標識を設置しました。

H25.1

51 石井北小学校 147 道路管理課 見通しの悪い交差点です。
申請があればカーブミラーを設置する
予定です。

カーブミラーを設置しました。 H24.12

52 石井北小学校 152
南警察署
道路管理課

「止まれ」の表示が消えかかっていま
す。

「止まれ」表示の書き直しと、路肩の白
線の引き直しを予定しています。

「止まれ」の表示、路肩の白線を塗り直
しました。

H25.3

53 石井北小学校 226 農林土木課
通学路横の水路は増水時に転落すると
危険な状況です。

地元からの要望もあり、ガードパイプを
設置する予定にしています。

地元から申請を受け、ガードパイプを設
置しています。

H25.3
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54 石井北小学校 310 農林土木課 舗装が一部老朽化しています。
改良区から申請があり、舗装の補修を
予定しています。

改良区から申請を受け、舗装の補修を
完了しています。

H24.12

55 さくら小学校 155 道路管理課 水路に転落の恐れがあります。
ガードパイプ等の設置を予定していま
す。

ガードパイプと反射ポールを設置しまし
た。

H25.3

56 さくら小学校 156 道路管理課 水路に転落の恐れがあります。
ガードパイプ等の設置を予定していま
す。

ガードパイプと反射ポールを設置しまし
た。

H25.3

57 さくら小学校 303 東警察署
車や自転車が止まらないで通行する交
差点です。

一時停止の標示を検討します。 一時停止の標示を設置しました。 H25.3

58 さくら小学校 304 東警察署
交通量の多い交差点を横断する危険な
場所です。幅員も狭く歩道のない道路
です。

横断歩道の書き直しを計画しています。
歩道の整備を計画します。

横断歩道を塗り直しました。歩道の整備
を検討します。

H25.3

59 みどり小学校 157 道路管理課
車や自転車等の通行量が多い上に歩
道がなく道幅が狭いので路肩も狭く見
通しが悪い非常に危険な道路です。

当面は道路の南側の路肩に白線を引く
予定です。併せて歩道整備に向けて用
地調査をしています。

当面は道路の南側の路肩に白線を引き
ました。併せて歩道整備に向けて用地
調査をしています。

H25.2

60 みどり小学校 159 道路管理課
歩道がなく見通しも悪く車等がすぐ側を
通ります。

路肩に白線やグリーンベルトを引いて
児童が歩く場所をはっきりさせる予定で
す。

路肩に白線やグリーンベルトを引きまし
た。

H25.3

61 双葉小学校 162
東警察署
道路管理課

横断歩道が消えかけています。
横断歩道の書き直しを予定しています。
併せて交差点部分の舗装の補修と路
肩の白線も予定しています。

横断歩道を塗り直し、路肩の白線を引
きました。併せて交差点部分の舗装の
補修を予定しています。

H25.3

62 双葉小学校 163
東警察署
道路管理課

横断歩道が消えかけています。
横断歩道の書き直しを予定しています。
併せて交差点内に十字マークを書く予
定です。

横断歩道を塗り直しました。併せて交差
点内に十字マークを設置しました。

H25.3

63 双葉小学校 271 東警察署 横断歩道が消えかかっています。 横断歩道の書き直しを予定しています。 横断歩道を塗り直しました。 H25.3

64 双葉小学校 272 東警察署
横断歩道が消えかかっていて標識も見
えにくい状況です。

横断歩道の書き直しと標識の位置調整
を計画しています。

横断歩道を塗り直しました。標識の位置
調整を検討しています。

H25.3

65 姫山小学校 170 道路管理課
道路と隣接地との高低差が大きく、転落
する恐れがあります。

地域の方々のご協力をいただきながら
ガードパイプの設置ができるよう学校が
働きかけをしています。

地域の方々のご協力をいただきながら
ガードパイプを設置しました。

H25.2
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66 難波小学校 175
国交省  松山
河川国道事務
所

交通量が多く車がスピードを出して走る
道路で危険な場所です。

車両の速度を抑えるためのドット線を引
く予定です。

車両の速度を抑えるためのドット線を引
きました。

H25.1

67 難波小学校 308 道路管理課
水路に柵がなく、転落する恐れがありま
す。

転落防止用にガードパイプの設置を予
定しています。

転落防止用のガードパイプを設置しまし
た。

H25.3

68 難波小学校 309 道路管理課
学校のすぐ前の橋に欄干がなく、転落
する恐れがあります。

転落防止用にガードパイプの設置を予
定しています。

転落防止用のガードパイプを設置しまし
た。

H25.2

69 正岡小学校 267 西警察署 横断歩道が薄くなっています。 横断歩道の書き直しを計画しています。 横断歩道を塗り直しました。 H25.3

70 河野小学校 216 道路管理課
交通量が多く歩道もなく狭い道路で、車
が児童のすぐ側を通ります。

一部区間は拡幅計画がありますが、そ
れ以外の区間には路肩に白線を引く予
定です。横断歩道の設置を検討してい
ます。

一部区間は拡幅計画がありますが、そ
れ以外の区間には路肩に白線を引きま
した。横断歩道の設置を検討していま
す。

H25.3

71 河野小学校 217 道路管理課
歩道のない狭い道路で、道路脇の水路
に児童が落ちることがあります。

ガードパイプの設置を予定しています。
ガードパイプを設置し、路肩の白線を塗
り直しました。

H25.2

72 河野小学校 218 道路管理課
歩道のない狭い道路で、車や児童のす
ぐ側を通ります。

路肩の広さを検討して白線を引き直す
予定です。

路肩の広さを検討して白線を塗り直しま
した。

H25.2

73 河野小学校 307 道路管理課
脱輪した車と児童の接触の恐れがあり
ます。

目安となる反射板を設置する予定で
す。

目安となるポールを設置しました。 H25.2

74 粟井小学校 228
西警察署
道路管理課

横断歩道がないため、道路を斜めに横
断しています。

横断歩道や標識の設置を検討していま
す。併せて路肩に白線を引く予定です。

路肩に白線を引きました。横断歩道や
標識の設置を検討しています。

H25.1


