
【棚倉小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度等

1 主要地方道棚倉鮫川線
大字関口字上志宝・下志宝地内
セブンイレブン関口下志宝店前横断歩道

歩行者用信号機がなく児童・生徒の横断が不安。 歩行者横断用信号機設置 警察署、福島県、棚倉町 ガードパイプ設置済（福島県）

2 町道鹿子山沢目線
大字花園字広沢地内
田楽橋～ヨークベニマル脇交差点

道路が狭く歩行時に危険。 歩道の設置 棚倉町
一部実施済
（田楽橋歩道橋）

3 主要地方道棚倉鮫川線
大字関口字八幡沢地内
歩道から町総合体育館側へ渡る横断歩道

カーブのため、鮫川方面から来る車が見えにくい。
横断歩道表示、停止線、
減速表示の設置

福島県、警察署 【継続して要望】

4 町道下町中豊線 大字棚倉字下町、大字流字能登田地内 道路が狭く橋のところが特に危険。 カラー舗装による歩行帯の設置 棚倉町 【継続して要望】

5 町道城跡日向前線 大字棚倉字馬場地内 南北に横断するための横断歩道ない。 横断歩道設置 警察署

6 町道下志宝大谷地線
大字関口字下志宝地内
グラントマト前から四辻交差点まで

通学路になっているが道幅が狭く、交通量が多い
ので危険である。

通学路の路面標示又は
通学路の標識設置

棚倉町 R4外側線施工済（町）

7 主要地方道路棚倉鮫川線
大字関口字笹平地内
主要地方道路棚倉鮫川線の歩道

関口消防屯所前から(有)ユニフーズ前交差点まで
の歩道が登校時に除雪されておらず車の往来も
あり危険。

降雪時の歩道除雪 福島県

8 町道鉄炮町豊都線
大字棚倉字千駄櫃地内
根子屋川橋先から鉄炮町交差点

道幅が狭く見通しが悪いため危険。
通学路の路面標示又は通学路の標
識設置

棚倉町 R3外側線施工済（町）

9
自転車歩行者専用
町道古町花園線

大字関口字下志宝地内
棚倉小学校東側JR水郡線歩行者トンネル

トンネル内は落書きがあり暗く、周辺は草が生い
茂っている。

トンネル内の落書きの除去、明るさ
の確保及び周辺の除草

棚倉町

10 町道新町堂ノ前線
大字棚倉字堂ノ前地内
馬場都々古和神社付近

馬場都々古和神社付近（東側）で以前不審者と思
われる情報があった。

防犯パトロールの強化 警察署

11 町道新町下町線 大字棚倉字宮下地内
歩道の関係で登校児童が道路を斜めに横断せざ
るを得ない。また、道路の南側からの車が見えにく
い。

横断歩道標示、停止線、減速標示
の設置

警察署、棚倉町

12 町道中居丸内線 大字棚倉字東中居地内
そうする車のスピードを出す車が多く、カーブのた
め南側から来る車が見えにくい。

減速標示の設置 警察署、棚倉町 横断歩道の移設も検討

対　策　一　覧　表
         令和４年１２月現在
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【社川小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度等

1
町道風呂ケ沢堤線
町道沢目上台線

大字花園字沢目～上台字長峰
国道１１８号～主要地方道磐城棚倉停車場線

歩道がない箇所や、見通しが悪い箇所がある。 歩道設置、道路拡幅 棚倉町
風呂ヶ沢堤線歩道設置は平成30年度に完了。
沢目上台線道路改良工事は令和2年度から工
事開始予定。

2 国道２８９号線 大字逆川字屋敷地内 歩道がない。 歩道設置 福島県

3
主要地方道棚倉矢吹線
県道社田浅川線

大字堤字稲田地内（交差点）
大型トラック等の交通量も多く横断が危険。
既存の信号機は横断者からは見ずらい状況。

歩行者・自転車用信号の設置 警察署
要望済
ガードパイプ設置済（福島県）

4
国道２８９号線
主要地方道棚倉矢吹線
町道玉野逆川線

大字逆川字屋敷地内（交差点）
交通量が多く、児童の道路横断時に右折車両と接
触する危険がある。

右折専用信号設置、防護柵の増設 警察署、福島県 主要地方道棚倉矢吹線は構造的に設置可

5
町道玉野逆川線
町道風呂ケ沢堤線

大字逆川字向原地内
社川小学校東側　（社川グランド東側交差点）

車はスピード出して走行しているため危険。 防護柵の設置 警察署、棚倉町 R3点滅信号機撤去、一時停止表示設置

6
町道板橋逆川線
町道風呂ケ沢堤線

大字逆川字逆川地内
社川小学校東側

車はスピード出して走行しているため危険。 白線の引直し 警察署、棚倉町 R3点滅信号機撤去、一時停止表示設置

7 国道２８９号線
大字逆川字南原地内
(株)バルカーエラストマー脇横断歩道

横断歩道の白線が薄くなっている。自動車から横
断歩道が見えにくく横断者に危険が及ぶ可能性が
ある。

横断歩道の白線の引き直し 警察署 【継続して要望】

8 町道玉野逆川線
大字逆川字豊田地内
セブンイレブン逆川店から学校へ向かう歩道

大型トラック等の交通量も多く横断が危険。 防護柵の設置 棚倉町 R3歩道改修済み

9 町道一色福井線
大字福井字宇井前地内
町道一色福井線（福井地区）沿いの用水堀

町道脇にフェンスは設置させているが、民家入り
口にはなく落下する危険がある。

側溝蓋の設置 棚倉町

10 町道板橋逆川線
大字逆川字山梨子山地内
町道板橋逆川線の歩道

社川郵便局前交差点から星電設付近交差点まで
の町道歩道が登校時に除雪されておらず車の往
来もあり危険。

降雪時の歩道除雪 棚倉町

11 町道逆川金沢内線
大字小菅生字塚田地内
逆川地区農業集落排水施設から小菅生地区旧ＪＲバス関
東専用道路（白棚線）先

防犯灯が少なく下校時の安全確保が図れない。 防犯灯の増設 棚倉町

12 町道玉野逆川線
逆川字山梨子山地内
セブンイレブン逆川店から小学校へ向かう歩道（校庭前）

雨や台風等で道路にたまった水を、走行してきた
車がはね、通学している児童にかかってしまうこと
がある。

道路状況の改善（修繕等） 棚倉町

13 県道社田浅川線 大字一色字ニシキ牧地内 道路が狭く歩行者が危険 歩道等の設置 福島県

14
国道289号線
県道棚倉矢吹線

大字天王内地内
大字逆川地内

既設転落防止柵の高さの不足及び劣化のため危
険

既設転落防止柵の撤去新設 福島県



【高野小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度等

1 県道黒磯棚倉線
大字富岡字寺ノ前地内～大字山際字仙石地内にかけての
横断歩道４か所

横断歩道の白線が薄くなっている。自動車から横
断歩道が見えにくく横断者に危険が及ぶ可能性が
ある。

横断歩道の白線の引き直し
一時停止・通学路等看板設置

警察署 【白線については継続要望】

2 町道富岡三森線
大字祝部内字清水内地内
小爪祝部内地区多目的集会施設前

小爪祝部内地区多目的集会施設前はスクールバ
スの停留所になっているがカーブのため見通しが
悪く園児・児童が乗車する際に危険性がある。

歩行空間の確保及びグリーンベルト
舗装、減速標示

棚倉町
現在の横断歩道を小爪入口付近に移設可。小爪側
グリーンベルトは危険。
側溝改修　施工済

3 主要地方道黒磯棚倉線 山際字八斗蒔地内の横断歩道２箇所
昨年度と比べてさらに横断歩道の白線が薄くなっ
ている。自動車から横断歩道が見えにくく、横断者
に危険が及ぶ可能性がある。

横断歩道の白線の引き直し 警察署 横断歩道等　施工済

4 主要地方道黒磯棚倉線
大字戸中字川前地内
スズキ木材木置場付近路側帯

道路標示がほとんど見えない状態で、通行する車
も路側帯に入りながら走行しており、危険。

外側線の引き直し 福島県 R4年度施工予定（福島県）

【近津小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度等

1 国道118号線
大字八槻字大宮地内
寅卯商店付近

恒常的に交通量が多く、児童横断中の事故も発
生している。

現在如意輪寺駐車場前にある横断
歩道を寅卯商店寄りに移設し押しボ
タン式の信号機を設置

警察署 Ｈ28以降

2 国道118号線 大字八槻字大宮地内～豊作地内
恒常的に交通量が多く、児童横断中の事故も発
生している。

大宮地内の横断歩道移設（寅卯商
店付近、タケダ無線南側）、柳町地
内（清水バス停）・竹田地内（久保内
バス停）・豊作地内（米山下バス停）
横断歩道設置

警察署
Ｈ28以降
タケダ無線南側、清水内バス停付近に横断歩
道設置あり。

3 県道山本不動線 大字中山本字中ノ内、薬師堂地内
道幅が狭く大型車等の交通量も多く、歩道もない
ため危険である。

歩道の設置 福島県



【各小学校共通】

番号 事業主体 対策年度等

1 教育委員会、学校

2 福島県

【各幼稚園・保育園】

番号 路線名 箇所名・住所 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度等

1 町道城跡日向前線
棚倉幼稚園入口～県南動物病院前通り～旧吉田花や前
交差点
（棚倉幼稚園）

見通しが悪く棚倉町内から来る車が見えにくい。
車の通りが多く危険。歩道が無いため危険。

グリーンベルトなどによる歩行空間
の確保、警察官の誘導・交通整理
の協力、防護柵の設置

棚倉町 交差点にポストコーン設置、外側線　施工済

2
町道玉野逆川線
国道２８９号

社川幼稚園前横断歩道付近
（社川幼稚園）

トラック等の往来が多く、セブンイレブン前の信号
からスピードを出してくる。

防護柵の設置 棚倉町 （社川小　NO.8と重複）

3 町道新町鉄炮町線
保育園～城跡公園～多目的広場
（棚倉保育園）

お堀の縦の柵の隙間に、子どもの体が入ってしま
う。

棚倉町
落下防止ネット一部設置済
一部に空間があるため対策を検討する。

4 町道広畑古町線
保育園～大字宮下地内
（棚倉保育園）

宮下交差点で信号待ちをするスペースが無い。
グリーンベルトなどによる歩行空間
の確保、防護柵の設置（交差点）

棚倉町 横断歩道及び外側線　施工済

対　策　内　容

学校施設等における防犯対策に関する防犯カメラの設置

通学路沿線におけるブロック塀等の安全点検の早期完了


