
平成30年12月現在

1 岩村田小学校 1 稲荷町 県道 県道44号線
佐久市岩村田3246-1
㈲飯田石材店付近

土留め、擁壁の設置 長野県
現時点にて対応の必要性が無いた
め経過観察としたい。

2 岩村田小学校 2 稲荷町 市道
2-003号線
2-007号線
2-110号線

荒宿交差点からバルコンにかけての五差路 信号機の設置 警察署 警察へ要望

3 岩村田小学校 3 荒　宿 市道 2-003号線 円満寺から荒宿交差点まで
当区では歩道がなく、小学生の通学路にもなっていることから、グ
リーンベルトの取付を実施してほしい。

グリーンベルト設置 佐久市 実施済み

4 岩村田小学校 4 荒　宿 市道
2-048号線
2-083号線

①荒宿橋交差点
②荒宿橋から栗毛坂橋区間

①横断歩道新設
②注意喚起の看板設
置

①警察署
②佐久市

①警察へ要望
②注意看板交付済

5 岩村田小学校 5 上の城 市道
2-209号線
2-210号線

岩村田公園北東側
①雨水が氾濫し、通学児童が多く、危険。また、雨水が大量に流れ
出し、下の住宅で被害が出ている。
②稲荷町側の接続部で通学児童が多く、危険である。

側溝の延長・新設、段
差の解消、パイプガー
ドの延長・新設

佐久市 次年度再要望

6 岩村田小学校 6 上の城 市道 2-215号線 岩村田上ノ城3155-2　北側道路角 依田様宅裏側道路より出る時、死角になり危険である。 カーブミラーの取付 佐久市 実施済み

7 岩村田小学校 7 上の城 市道 2-184号線 岩村田2808から2854-2の間 西澤様宅前のわだちが危険。
Ｕ字溝の整備、舗装工
事（特に西澤様宅前の
わだち）

佐久市 実施済み

8 岩村田小学校 8 上の城 市道 2-210号線 岩村田公園東側
横断歩道のペンキがはがれ、歩道を無視して通行するドライバーが
多い。

ペンキの再塗装 警察署 警察へ要望

9 岩村田小学校 9 相生町 市道 31－002号線 岩村田2546付近交差点
当道路（十字路）は学童の通学路になっているが、準幹線道路として
交通量が大変多い。

①道路標識
②道路への安全標識

佐久市
①次年度以降再要望
②実施済み

10 岩村田小学校 10 相生町 県道
県道下仁田浅科
線

相生町交差点～子ども未来館南交差点間
主要地方道　下仁田浅科線（相生町交差点～子ども未来館南交差
点愛間）が岩村田小学校の通学路となっているが、歩道がなく危険
であるため、当該区間の道路改良を要望する。

歩道設置及び拡幅 長野県 （平成30年度）事業実施中
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11 佐久平浅間小学校 1 荒田 市道 4-002号線
小田井1207金沢方面の市道～小田井1211-
4

小田井1207金沢方面の市道～小田井1211-4にて時間規制できない
回答をいただいたが、現在小学生の通学路となっている。道路横断
時前方の信号機が赤の場合、急遽右折する車両があり、横断をしよ
うとしている子どもが危険な目にあう状況が数回あった。

金沢宅角にミラーの設
置

佐久市 実施済み

12 佐久平浅間小学校 2 住吉町 市道 2-122号線
岩村田1121-1
（佐久長聖高校校舎と佐久長聖高校聖修館
の間）

雨のたびに冠水する。 舗装道路の嵩上げ 佐久市 次年度以降再要望

13 佐久平浅間小学校 3 小田井下
宿

市道 4-002号線 小田井下宿952～971
公民館東の道路の道幅が狭く、交通量が多いので、自動車が児童
の雨傘に接触することがあったり、カーブもあり危険。

グリーンベルト設置 佐久市 実施済み

14 佐久平浅間小学校 4 小田井下
宿

市道 4-003号線 小田井658
通学路に関係する用
水路脇にガードレール
の設置

佐久市 路肩注意ポールを設置済

15 佐久平浅間小学校 5 小田井下
宿

市道 4-001号線
小田井613
食肉流通センター南

スクールバス停前に横断歩道が無く、見通しが悪いので、ドライバー
に注意を促す看板の設置をお願いしたい。

①児童飛び出し注意
等の看板設置
②横断歩道の設置

①佐久市
②警察署

①看板交付済み
②警察へ要望

16 佐久平浅間小学校 6 長土呂 市道 1-002号線 長土呂西２．３
「東近津」、「ひばりが丘」の住宅増加に伴い、車の相互待ち合わせ
が増加の一途である。また、通学路でもあり、危険。（特に下校時の
見守り隊がいないとき）

道路の拡幅 佐久市
地元調整の結果、拡幅は困難であ
るため別の方法で検討

17 佐久平浅間小学校 7 長土呂 市道 1-002号線
新設の団地内（東近津）及び西3常会内（国
道141号線まで）

児童の通学路となっており（60名ほど）、グリーンベルトの標示を願
いたい。

グリーンベルトの設置 佐久市 次年度再要望

18 佐久平浅間小学校 8 長土呂 市道
1-186号線
2-005号線

長土呂東部から佐久平駅北
ケーズ電気から砂田線まで

通学路であり、子どもが多いため危険。
グリーンベルトの設
置、カラー舗装

佐久市 本年度不採用

19 佐久平浅間小学校 9 長土呂 市道
1-125号線
2-002号線

「近津神社前」信号交差点
「近津神社前」信号機は歩者分離式になっているので、スクランブル
交差点が可能だと思われます。そこで横断歩道表示を追加してくだ
さいますようお願いします。（通学路）

横断歩道表示の追加
（スクランブル表示）

警察署 警察へ要望

20 佐久平浅間小学校 10 長土呂 市道 2-005号線 長土呂東部地区 通学路であり、子どもの横断が多い。 横断歩道の設置 警察署 警察へ要望
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21 佐久平浅間小学校 11 長土呂 市道 2-002号線 近津住吉線旧ＪＡガソリンスタンド前北側
道路が北側に傾斜しており、側溝の排水が不良で道路に水がたまり
やすくなっている。降雨時、大きな水たまりとなり、自動車が通るたび
に水はねがひどい。通学路であり、通学児童にも影響がある。

路面に水がたまりやす
くなっている状況の対
処

佐久市
排水が詰まっていた。路肩の土砂
を撤去済

22 佐久平浅間小学校 12 長土呂 市道 1-090号線 佐久平浅間児童館付近
児童館利用者並びに通学児童が転落の恐れがあるため、水路に網
掛けを願いたい。（清掃等で容易に取り外し可能な物）。

水路に網掛け 佐久市 グレーチング設置済み

23 佐久平浅間小学校 13 長土呂 市道 1-005号線
城ヶ丘団地西
長土呂信号～国道141号線まで

児童の通学路となっており、グリーンベルトの標示を願いたい。現在
20名ほどが通学しているが、今後更に増える予定。

グリーンベルトの設置 佐久市 次年度以降再要望

24 中佐都小学校 1 根々井 県道 県道小諸中込線 根々井1175-8 ガードレールの設置 長野県
平成28年度ポストコーン設置済。経
過観察としたい。

25 中佐都小学校 2 根々井 市道 11-003号線 根々井282-1付近から162-3付近 グリーンベルトの新設 佐久市 実施済み

26 中佐都小学校 3 根々井 市道 11-002号線 根々井860-1付近から佐久大学入口まで
道路の拡幅、歩道の
新設(通学路確保のた
め）

佐久市 次年度以降再要望

27 中佐都小学校 4 根々井塚
原

県道
県道塩名田佐久
線

塚原2386-3 落下防止策 佐久市 実施済み

28 中佐都小学校 5 上塚原 市道 8-058号線 塚原916-4東側
車等の接触により、水路への転落防止フェンスが水路側に傾いてし
まっている。中佐都小学校の通学路のため、補修をお願いしたい。

転落防止フェンス補修 佐久市 実施済み

29 中佐都小学校 6 上塚原 その他 塚原814 南側
Ｕ字溝と田の間の狭い通学路であるが、10メートルほどの部分の舗
装面が逆なべ底状になっていて、児童1人がやっと通れる状態。舗
装面を平らにして児童が安全に通行できるようにしてほしい。

道路補修 佐久市 実施済み

30 中佐都小学校 7 上塚原 市道 8-058号線 塚原918-1から常田歩道橋間
現在、常田と上塚原児童の通学路となっている道路です。小林さん
宅から常田の歩道橋間ですが、穴があいては埋め、あいては埋め
の繰返しで道路の凹凸がひどい。

全面道路補修 佐久市 オーバーレイを実施済み
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31 中佐都小学校 8 上塚原 市道
12-001号線
8-002号線

塚原1401　上塚原コミュニティセンター横交
差点

この交差点は見通しが悪く、南側からきた車両からは交差点の南側
が低くなっているため、横断歩道が直前まで見えない。また直線であ
り、スピードを出して通過する車両が多く、危険である。

①信号機の設置
②「スピード落とせ」・
「交差点あり」の大型
の注意看板の設置(信
号機設置まで）

①警察署
②佐久市

①警察へ要望
②次年度以降再要望

32 中佐都小学校 9 上塚原 市道
12-001号線
8-002号線

上塚原コミュニティセンター横交差点
上塚原コミュニティセンターの十字路の横断歩道は、東から西の横
断時、南方向から来る自動車が見えないため、歩道を見える位置ま
で延長を要望します。

歩道の改修 佐久市 実施済み

33 中佐都小学校 10 上塚原 県道 県道小諸中込線
①県道139号線と諏訪神社前の変則十字路
②中佐都小学校寄りのＴ字路

上村・宮村の児童が神社などを使用時、横断歩道がないため 横断歩道の設置 警察署 警察へ要望

34 中佐都小学校 11 赤岩 市道
①②8-048号線
③8-041号線

塚原126-1（市川製作所）付近

①現在の通学路は交通量が多く、車が来ると子どもがよけている状態なの
で、8-041号線を新たに通学路としたい。
②何度も修繕されているが、道路が凹み、雨天時水たまりができやすい。
③東西の見通しが悪く速度を落とさない車が多いため。

道路舗装と街灯設置、
道路補修、カーブミ
ラーの設置

佐久市 次年度以降再要望

35 中佐都小学校 12 赤岩 市道 8-031号線 塚原434　㈲おやつ村付近 県道・市道の段差解消 佐久市 実施済み

36 中佐都小学校 13 平塚 その他 中佐都小学校前からＪＡ中佐都支所まで

県道139号線拡幅工事に合わせて小学生の通学路の安全を確保するために小学校前から
JA中佐都支所までの県道南側に歩道を設けてもらいたい。
また、JA中佐都支所西側に通学用の道路を新設してほしいとの要望をし、結果として県道
には歩道が新設されたが、この通学用道路の新設は未実施のため、早期にお願いしたい。

歩道の新設 佐久市 今年度不採用

37 高瀬小学校 1 横和
県道
市道

県道上原猿久保
線
15-034号線

県道上原猿久保線と市道15-34号線の交差
点

県道歩道が通学路であり、南進する車との出会い頭事故防止のた
め。

カーブミラーの設置 佐久市 実施済み

38 高瀬小学校 2 三河田 市道 31-003号線
三河田交差点（信号）から東へ、磯貝様宅前
の変則五差路までの区間

登校中の小学生を巻き込んだ事故が多発しているため。 グリーンベルトの設置 佐久市 実施済み

39 高瀬小学校 3 南岩尾 県道
県道上原猿久保
線

高瀬小西信号からJA高瀬支所までの歩道
（北側）

交通量が多く、冬期は凍結するとともに、信号に向かって下り坂に
なっているため、スリップしやすい。

ガードレールの設置 長野県
現地調査し規定の歩車道境界ブ
ロックが設置されているので、経過
観察としたい。

40 高瀬小学校 4 白山 市道 31-003号 竹内様宅付近 狭くて事故の危険があるため。 道路の拡幅 佐久市 次年度以降再要望
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41 高瀬小学校 5 白山 市道 31－003号 ㈱エンドレスプロジェクト南方 安全確保のため。 速度規制標識の設置 警察署 警察へ要望

42 高瀬小学校 6 白山
県道
市道

県道上原猿久保
線
12-008号線
31-003号線

高瀬児童館前交差点 安全確保のため。
東西に歩行者用信号
機設置、横断歩道の
設置

警察署 警察へ要望

43 高瀬小学校 7 白山 市道 31－003号
㈲小松工務店からエンドレスプロジェクト付
近

安全確保のため。
①歩道の設置
②側溝の設置

佐久市 次年度以降再要望

44 高瀬小学校 8 白山 県道
県道上原猿久保
線

県道上原猿久保線高瀬小学校グラウンド前 蓋のない側溝があって危険。 側溝に蓋を設置 長野県
平成28年度、蓋のなかった南側歩
道部を実施済み

45 高瀬小学校 9 白山 県道
県道上原猿久保
線

県道上原猿久保線花里モータース前 安全確保のため。 ガードレールの設置 長野県
平成28年度、南側歩道部L=54m実
施済み。

46 野沢小学校 1 原 市道 17-047号線 原95-2
舗装路面の破損、一部マンホール蓋が路面より高く出ており、通行
上危険が生じるおそれがある。

道路改修 佐久市 実施済み

47 野沢小学校 2 原 市道
17-003号線
16-003号線

野沢127

現地の信号機が歩車分離式に変更されたが、横断歩道標識は現状
のまま、子ども達が登下校横断時急ぐあまり斜め横断する子どもが
多く、自動車が見切り発車をした場合、大変危険である。子ども達が
効率良く、早く横断をするためにも至急横断標識を新設して欲しい。

斜め交差の横断標示 警察署 警察へ要望

48 野沢小学校 3 取出町 市道 21-001号線 取出町329から546付近
舗装に穴が空いていたり、アスファルトが剥がれている箇所があり、
危険である。
通行量が多いので、早急な修理を希望。

道路補修 佐久市 実施済み

49 野沢小学校 4 取出町 市道
16-003号
20-031号

取出町491-2
野沢保育園前の横断歩道及び保育園横の
三差路とそこの横断歩道

見通しも悪く道も狭いため、危険。車の往来も多い。

①横断歩道・ダイヤ
マークの補修
②注意看板設置
③横断旗設置
④白線引き直し
⑤新たな歩道の整備

①警察署
②③④⑤
佐久市

①警察へ要望
②③検討中
④センターライン・制動心理マーク
の塗り直しを実施済み
⑤都市計画道路跡部臼田線の整
備
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50 野沢小学校 5 鍛冶屋 市道 21-001号線 鍛冶屋8-1東交差点

交差点東南に設置されていますカーブミラーの鏡面が傷んでおり、
よく見えません。また、隣接する警戒標識の向きが合わないので、ご
対応お願いします。この交差点は通勤・通学路でありますので、児
童等の安全確保の面からも早急なご対応をお願いします。

カーブミラーの補修 佐久市 実施済み

51 野沢小学校 6 地家 市道 21-002号線
工藤様宅東側市道十字路から片貝川に架
かる橋まで

凸凹があり、馬の背になっており、冬期降雪、凍結により自動車、自
転車が転落することがある。

舗装補修 佐久市 次年度以降再要望

52 野沢小学校 7 地家 市道 30-018号線
宮澤様宅西側から坊上坂まで
大沢保育園付近

舗装修繕工事 佐久市 次年度以降再要望

53 野沢小学校 8 大地堂 市道 30-065号線 大地堂バス停前南北の水路
小学生がバス停へ集合する通学路ですが、道幅が狭く危険。水路を
道路まで高くしてグレーチング等で蓋をして道幅を広げてください。
上部から土砂も集まるところなので、川底を清掃できるように。

用水路蓋掛け 佐久市 次年度以降再要望

54 泉小学校 1 小宮山 市道 28-007号線 小宮山129-1
道路はかまぼこ型に変形し、既設の舗装はまだらで歩行にとても危
険。

①舗装補修
②隣接する小宮山用
水に転落防止柵の設
置

佐久市
①舗装については直営対応済み
②次年度以降再要望

55 泉小学校 2 前山北中 市道 24-001号線 泉小学校交差点から北の道沿い
境界ブロック端に土が堆積し、その部分に雑草が生え、景観が良く
ない。

土を取り除く 佐久市 実施済み

56 泉小学校 3 前山北中 市道 29-039号線 中沢橋東側（小宮山川沿い） ガードレールの高さが低く、子どもが川へ落ちてしまう。 ガードレール改修 佐久市 次年度以降再要望

57 泉小学校 4 中桜井 市道 24-003号線 佐久市桜井758-2付近 冬場になると雪の吹きだまりとなり、通学に支障をきたしている。 フェンスの設置 佐久市
通学路の除雪については、ＰＴＡや
地元の協力をお願いいたします。

58 岸野小学校 1 下県東 市道
25-004号線
25-001号線

伴野1725番地 降雨により水たまりができるため、横断に支障がある。 道路補修 佐久市 実施済み

59 岸野小学校 2 下平 市道 25-031号線
伴野936-1東側
市道25-31号線の伊坂建設前から羽毛田鉄
工所間

市道25-11号線の伊坂建設前から羽毛田鉄工所間の道幅が狭い。 道路拡幅 佐久市 本年度不採用
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60 岸野小学校 3 相浜 市道 25-009号線 相浜区から岸野小学校 グリーンベルトの設置 佐久市 実施済み

61 中込小学校 1

三石、前林、権
現堂、石神、杉
ノ木、中央区南
町、中央区北
町第一、中央
区北町第二

県道
市道

県道小諸中込線
31-195号線

中込・石神・三石地籍
県道小諸中込線から市道31-195号線

横断歩道のカラー舗
装、発光器の設置

長野県
平成28年度、スベリ止め舗装として
横断歩道部のカラー舗装を実施。

62 中込小学校 2 佐太夫町 市道 31-194号線 中込231-5 雨水が溜まり、歩行者や家にはねる。 道路補修 佐久市 次年度以降再要望

63 中込小学校 3 三家第１ 市道 31-013号線 中込2311
拡幅工事がこの部分だけ残ってしまった。
冬の積雪時は車の通行もあり、危険。

道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望

64 中込小学校 4 三家第１ 国道 国道254号線 中込2311 側溝のフタが傷んでおり、段差や穴が空いていて危険。 側溝の蓋の補修 長野県
壊れた側溝甲蓋は順次新しいもの
に更新していく又、用水の蓋は用水
管理者で更新。

65 中込小学校 5 橋場東 国道 国道254号線 中込橋場交差点

中込橋場三区の中心にある中込橋場交差点は、中込小・中込中学
校、中込第一保育園・野沢南高生の通園・通学路であり、直進に合
わせて右・左折車等で交通量が煩雑となります。そこで車と歩行者を
分離通行させるスクランブル交差点としていただきたい。

信号機の改良 警察署 警察へ要望

66 中込小学校 6 三家第２ 市道 31-165号線 田村屋西道路
三家入口のバイパスに出る信号の待ち時間が長いため、通学路の
この道を迂回路としてスピードを出して通るので危険。

通学路等の表示を検
討する。（グリーンベル
ト等路面表示設置）

佐久市 実施済み

67 中込小学校 7 中央区北
町第二

市道 31-015号線 31-15号線　ＪＲ北中込駅付近
ＪＲ北中込駅を乗降して通学する児童生徒は、市道31-15号線を横
断することが最近多くなっているが、危険を伴うケースがある。

横断歩道の設置 警察署 警察へ要望

68 佐久城山小学校 1 アヴェ
ニュー

市道 33-146号線 平賀　アヴェニュー区内道路
新入路から続くアヴェニュー区のメイン道路では、歩道が片側だけに
あり、侵入後の最初の横道の部分で、右側から左側に道路を横断し
なければ、歩道を通行することができない。

横断歩道の設置、横
断歩道を周知する看
板等の設置

警察署 警察へ要望

69 佐久城山小学校 2 アヴェ
ニュー

市道 33-146号線 アベニュー区侵入路　Ｓ字カーブ部　歩道
歩道の傾斜がきつく、日当たりが悪いので、冬季の積雪時及びその
後の凍結時には、小学生・中学生のみならず、一般人でも歩行に危
険を感じる場所である。

①手すりの設置
②路面の整備

佐久市
①手すりは設置できないが、滑り止
めシートなどを支給
②①を実施し、様子を見たい
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70 佐久城山小学校 3 アヴェ
ニュー

市道 33-146号線
平賀　竹原団地前　道路沿いの土砂災害警
戒区域　斜面

前年から倒木が道路上に落ちて通行の妨げになったことが数回あり、現在も倒木
の恐れのある木々が多い。
アヴェニュー区及び竹原団地の住民にとって唯一の進入路と言っていい場所であ
り、自動車の通行を確保するだけでなく、万一にも倒木等が人や自動車を直撃す
ることがないように抜本的対策を講じてもらいたい。

倒木の防止策 佐久市 地権者へ伝達

71 佐久城山小学校 4 アヴェ
ニュー

県道 県道三分中込線 平賀588付近
この部分の前後には歩道が整備されていているが、この部分だけ未
整備で、自転車通学の中・高校生だけでなく、放課後の小学生や一
般人の自転車が自動車とともに通行しており、危険。

歩道の整備 長野県 （平成30年度）事業実施中

72 佐久城山小学校 5 荒家 市道 33-043号線 平賀　荒家公会場前 児童が飛び出して危険。 カーブミラーの設置 佐久市 実施済み

73 佐久城山小学校 6 荒家 市道 33-043号線 平賀1198-6 通学路の側溝が危険。 側溝の蓋かけ 佐久市 実施済み

74 佐久城山小学校 7 常和北 県道 県道三分中込線 平賀1360番地付近～2700番地付近
常和入口から伝々橋までの県道三分中込線の通学路としての歩道
を整備していただきたい。

歩道の設置 長野県 （平成30年度）対策検討中

75 佐久城山小学校 8 常和南 市道 35-001号線 平賀2689-1から2870-2先
基盤整備によって余地が生じている箇所があると思うので、有効に
使って安全な通学路ができるようにしていただきたい。

歩道の設置 佐久市 実施済み

76 佐久城山小学校 9 常和南 県道 県道三分中込線
平賀1360番地から2700番地付近
伝々橋の北の道路（東側）

先の見えないカーブ上に橋があるので、子どもの歩行姿が視認され
にくく、新道が開設され、交通量が減少しているので、車両の速度が
一段と加速され、極めて危険。

歩道の設置 長野県 （平成30年度）対策検討中

77 佐久城山小学校 10 常和南 県道 県道三分中込線
平賀1360番地から2700番地付近
伝々橋東側

先の見えないカーブ上に橋があるので、子どもの歩行姿が視認され
にくく、新道が開設され、交通量が減少しているので、車両の速度が
一段と加速され、極めて危険。

歩道橋の設置 長野県 （平成30年度）対策検討中

78 佐久城山小学校 11 瀬戸中 市道 33-191号線
瀬戸リサーチパーク入口信号付近から瀬戸
大橋まで

自動車の通行量が多い上に、通学路にも指定されており、車道との
分離がされていないので、歩行が危険。
一部グリーンベルトで歩道と分離している箇所もあるが。車よけ柵が
ないため、危険。

全面車よけ柵、歩道の
整備

佐久市
継続工事実施予定
本年度一部実施済み

79 佐久城山小学校 12 瀬戸中 市道
33-191号線
32-139号線

瀬戸999-12付近
佐久医療センターへの道路開通に伴い、交通量の増加が予想され
る。

横断歩道の設置、信
号機の設置

警察署 警察へ要望
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学校別通学路対策一覧表（平成28年度）
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80 佐久城山小学校 13 瀬戸南 市道 33-191号線 市道33-191
歩道側道路に凹部があり、雨天時に水たまりになり、通学中の児童
生徒に水がかかっている。

道路補修 佐久市 実施済み

81 佐久城山小学校 14 瀬戸南 市道 33-191号線 瀬戸2070-2（ゴルフ場入口）
児童生徒は市道のカーブの外側を通行して横断歩道にアクセスして
いるが、自動車が接近し危険。

横断歩道への歩道の
確保

佐久市 実施済み

82 佐久城山小学校 15 西耕地 市道 32-003号線 柳沢職人クラブ資材置き場前
交差点に一時停止標示があるが、グリーンベルトが左側にあり、横
断するには歩道マークが必要。交通量が多いので、安全確保の観
点から至急設置を要望します。

①横断歩道の設置
②センターマーク

①警察署
②佐久市

①警察へ要望
②実施済み

83 佐久城山小学校 16 西耕地 市道 32-003号線 西耕地公民館交差点
「止まれ」の標識が脱色化している。
小中学生の通学路になっているので、早急に対応をお願いしたい。

「止まれ」の標識設置 警察署 実施済み

85 佐久城山小学校 18 太田部 市道 34-010号線 太田部312岩目瓦工業㈱の北側道路
①横断歩道と側溝の表面が滑り、危険。
②Ｕ字溝は表面にヒビがはいっており、危険。

①撤去
②Ｕ字溝の撤去、自由
勾配側溝で道路幅の
確保

佐久市
①蓋（すべり止防止）交換完了
②次年度以降再要望

86 佐久城山小学校 19 町下 国道 国道254号線
内山7130-1
柳沢商事内山峡給油所南東側

通称青木小集落に居住する小学校低学年及び保育園児が国道を
渡れること。
ゴミ収集場所が給油所側にあり、国道を渡る機会が多く、危険。

横断歩道の設置 警察署 警察へ要望

87 佐久城山小学校 20 平賀上宿 国道 国道254号線 陽光台団地入口西側
国道254号線は集落沿いにあり、高校生や中学生が通学に利用す
るので危険。

街灯の設置 佐久市 本年度不採用

88 佐久城山小学校 21 平賀中宿 市道 33-195号 佐久城山小学校付近の旧国道254号沿い
旧国道254号沿いの道路は10ｃｍ程車道より高くなっているが、縁石
やポールがほどんど無い。望月の事故のことを考えると、人通りの
多い学校近くの歩道だけでも縁石かポールがあれば良い。

縁石かポールの設置 佐久市
小学校前のみガードレールを設置
済み

33-191号線
市道33-191号線とリサーチパーク方面との
交差点付近

①市道33-191とリサーチパーク方面との交差点での事故が多発し
ている。ほとんどがリサーチパーク方面からの車が33-191走行車に
衝突している。衝突車両が歩道に飛び込むケースが複数回発生し
ており、通学、下校時等に発生したら大惨事につながる恐れがある。
②通学時間帯（7時から7時30分）に市道33-191を平賀方面から走行
してくる車が道路左側歩道縁石に接触し、蛇行する現象を4月以降3
回目撃している。縁石を乗り越えて歩道に飛び込む、または対向車
と衝突の可能性もあり、大変危険。

①減速を促す路面表
示及び防護柵の設置
②視線誘導標の設置

佐久市
①実施済み
②実施済み

84 佐久城山小学校 17 瀬戸南 市道
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89 佐久城山小学校 22 北口 市道 33-070号線 平賀2154-1 舗装が痛んでいるため。 舗装補修 佐久市 実施済み

90 佐久城山小学校 23 北耕地 市道 33-192号線 後家橋から樋村橋右側堤防 堤防道路にヒビ割れ、穴あきがあり、ケガ防止のため。 舗装補修 佐久市 緊急対応（直営対応）

91 佐久城山小学校 24 北耕地 市道 33-191号線 平賀北耕地交差点
交差点曲がり角に縁石・ポールが無く、狭く、その場所を歩行し、横
断する児童の安全を確保したい。

グリーンベルトの設置 佐久市 実施済み

92 平根小学校 1 横根 市道 05-011号線
横根176-4 付近
㈱平尾開発資材置場前

コンクリート製側溝釜破損。道路幅分取替えをお願いします。児童の
通学路のため至急お願いしたい。

コンクリート製側溝取
替え

佐久市 実施済み

93 平根小学校 2 下平尾 市道 39-002号線 下平尾547-1 段差があり、歩きにくく、自転車での通行も危険。 舗装補修 佐久市
継続工事実施予定
本年度一部実施済み

94 平根小学校 3 下平尾 市道 07-010号線 下平尾757-4
少し前、子どもが自転車ごと水路に落ちた。急いで側溝を設置しても
らいたい。

側溝設置 佐久市 路肩注意ポール設置済み

95 平根小学校 4 下平尾 市道
07-114号線
06-032号線

下平尾414-1
通園・通学路となっており、水路の流れも速く、深さもありますので、
蓋の設置をお願いします。

水路の蓋の設置 佐久市 路肩注意ポール設置済み

96 平根小学校 5 上平尾 市道 02-328号線 平根保育園北交差点 歩道の設置 佐久市 次年度以降再要望

98 東小学校 2 安原 県道 県道香坂中込線 安原バイパスＴ字路
この場所から数十メートル西に神明木経由で東小学校に通じる道路
があり、小学生が通学路として利用している。

横断歩道の交通標示 警察署 警察へ要望

①②警察
署
③佐久市

①②警察へ要望
③実施済み

97 東小学校 1 安原 県道 県道香坂中込線 桃井建設資材倉庫交差点
小中学生が県道香坂中込線（安原バイパス）を横断することが危
険。東中学校方面に向かう車が一時停止しても、香坂方面からの車
が全く見えない状態。

①横断歩道の設置
②交通標示
③カーブミラーの設置
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区名 道種別 路線名 箇所名 通学路上の状況・危険の内容
要注意箇所の

要望事項
事業主体 対応結果

99 東小学校 3 伊勢林 市道
03-001号線
39-037号線

新子田1889付近 朝登校時、交通量が多く非常に危険である。
①信号機の設置
②カラー舗装、一時停
止線の補修

①警察署
②佐久市

①警察へ要望
②次年度以降再要望

100 東小学校 4 伊勢林 市道 39-031号線
主要道下仁田浅科線から県道香坂中込線
への道
マンションからの道とのＴ字路

主要道下仁田浅科線と県道香坂中込線で結ぶ円道で学校の通学
路にもなっており、最近交通事故もあり、危険。

カーブミラーの設置 佐久市 本年度不採用

101 東小学校 5 志賀下宿 市道
40-013号線
40-015号線

志賀6538-2付近の交差点

市道40-013号線と市道40-015号線の交差点が見通しが悪いため事
故があるので、修理等をお願いしたい。
①カーブミラーが傷ついて見づらいので修理。
②「止まれ」の表示が見づらいのでカラー舗装に変更。

①カーブミラーの修理
②カラー舗装

佐久市
①実施済み
②次年度以降再要望

102 田口小学校 1 下越 市道 44-029号線 臼田中学校南 舗装が痛んでいるため。 舗装補修 佐久市 次年度以降再要望

103 田口小学校 2 原 市道 42-006号線 花きハウスＡ棟西側市道 通学路や生活道路であり、幅員が狭い。 拡幅 佐久市 次年度以降再要望

104 青沼小学校 1 岩水 市道 47-001号線 羽黒山トンネル南 通学路頭上の立木が危険 伐採 佐久市 次年度以降再要望

105 青沼小学校 2 岩水 市道 47-001号線 羽黒山トンネル東 通学路頭上の立木が危険 伐採 佐久市 次年度以降再要望

106 青沼小学校 3 三条 市道 46-013号線 日向製作所付近 グリーンベルトの設置 佐久市 （平成30年度）実施済み

107 青沼小学校 4 入澤 市道 46-004号線 青沼小学校から青沼駅間
途中まで工事が終わっているが、完成していない。
この場所だけ幅員が狭く、危険。

水路改修、道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望

108 切原小学校 1 滝 市道 52-001号線
滝公会場南
佐々木様宅前

増水時は川幅が狭いため流水が早く危険。 ガードパイプの設置 佐久市 実施済み
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平成30年12月現在

学校別通学路対策一覧表（平成28年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 通学路上の状況・危険の内容
要注意箇所の

要望事項
事業主体 対応結果

109 切原小学校 2 滝 市道 52-001号線 ㈲日向ブロック臼田工場資材置き場南
岩崎横断歩道がカーブのところにあるため、歩行者が湯原方面から
来る車両を確認しにくいうえ、横断歩道待機場所が非常に狭く安全
確保ができない。

横断歩道の設置 警察署 警察へ要望

110 切原小学校 3 中小田切 市道 50-004号線 切原小学校側道 切原小学校脇にある道路が幅員1.5ｍしかなく、通学に危険。
水路に蓋をするか、拡
幅

佐久市 次年度以降再要望

111 切原小学校 4 湯原 市道 48-075号線 和合から日影
湯原区民の主要道路であるが、道幅が狭く、車両のすれ違いができ
ない。車両通過時は、自転車や歩行者も危険。

拡幅 佐久市 次年度以降再要望

112 切原小学校 5 北川 市道 51-001号線
北川260-1番地先
北川神社西

ガードパイプの修繕 佐久市 実施済み

113 臼田小学校 1 臼田中町 市道 16-001号線
臼田2150番地
布屋呉服店横

布屋呉服店前の歩道中央に埋め込まれている視覚障害者用の黄
色のブロックが3枚ほど浮かび上がっており危険。

点字ブロックの補修 佐久市 実施済み

114 臼田小学校 2 臼田中町 市道 16-001号線 臼田小学校前中町歩道橋
臼田小学校入口にある歩道橋下部と雨どいとの接合部分が腐食
し、その腐食部分の金属が落下する危険がある。

歩道橋補修 佐久市 次年度以降再要望

115 臼田小学校 3 諏訪 市道 54-105号線 日本キリスト教会から土屋板金工場間 速度規制標識の設置 警察署 警察へ要望

116 浅科小学校 1 下原 市道 57-047号線 甲1302宅入口側溝
道路の路肩がひび割れて側溝が崩れそうなため、27年度浅科支所
で緊急処理したが、通学路でもあり、歩行・自動車の走行にも支障
がある。

側溝補修 佐久市 次年度以降再要望

117 浅科小学校 2 下原 市道 59-001号線 川西自動車学校北
道路両側に亀裂および敷設鉄板蓋の段差で子どもたちの歩行に支
障があり、危険。

約30箇所の蓋のグ
レーチング

佐久市
破損箇所を実施済
その他は経過観察としたい

118 浅科小学校 3 下原 市道 57-010号線 甲1617-3付近
道路の溝に側溝が布設されていないため、雨水等排水がつまり、道
路にあふれて水たまりとなってしまい通学に支障がある。

Ｕ字溝設置 佐久市 次年度以降再要望
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平成30年12月現在

学校別通学路対策一覧表（平成28年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 通学路上の状況・危険の内容
要注意箇所の

要望事項
事業主体 対応結果

119 浅科小学校 4 下原 市道 57-047号線 甲1287-9宅入口付近
側溝のＵ字溝が経年劣化して陥没しており、雨水等排水がつまり、
道路にあふれて水たまりになってしまい、通学に支障がある。

Ｕ字溝の取換え 佐久市 材料支給により対応済み

120 浅科小学校 5 下原 市道 57-047号線 57-047号線
小・中学生の通学路となっているが経年劣化し傷みが酷く、特に歩
道部にひび割れによる段差、路肩の崩れが生じており、児童生徒が
通学する際危険。

道路改修 佐久市 実施済み

121 浅科小学校 6 下原 市道 57-057号線 下原入口バス停付近

小中学生の通学路になっているが、北に浅科バイパスができたこと
により、道路が空き、猛スピードで走り抜ける車両が増え、特に通学
時間帯などは通勤時間とも重なり、保護者が毎日立会いし、十分注
意して対応しているが、非常に危険な状態が生じている。

発光式横断歩道標識
の設置

警察署 警察へ要望

122 浅科小学校 7 下原 市道 57-057号線
下原区57-001号線と57-056号線の交差地
点

当該箇所は、通学路となっているが、現在まで横断歩道の設置がな
く、非常に危険なため、新規に設置を要望し、通学路の安全を図りた
い。

横断歩道の設置 警察署 警察へ要望

123 浅科小学校 8 下原 市道 57-010号線 甲1941から甲1604-9まで

下原区57-010号線は、下原北部及び庄の上団地方面からの小中学
生の通学路及び住民の生活道路になっているが、下原区北側の浅
科バイパスから南側の旧中山道経由南方面への通り抜け通学路に
なっており、通行車両がスピードを出して走り抜け、非常に危険な状
態で、現在は、何も規制がなく、安全を図るため、40キロのスピード
規制として標識の設置を要望します。

スピード規制標識の設
置

警察署 警察へ要望

124 浅科小学校 9 下原 市道
57-058号線
57-059号線

清水石材店西側57-058号線2箇所
浅科中学校東側57-059号線1箇所

小中学校の通学路になっており、農道でもあるため、大型農業機械
を積んだ車輌も通行するため、経年劣化して傷みが激しく、亀裂ひ
び割れ凹凸等ができ危険で、雨天時には水たまりがあり、通学に支
障がある。

舗装補修 佐久市 実施済み

125 浅科小学校 10 下原 市道 57-001号線 清水石材店東側57-001号線

57-057号線通学路脇の57-001号線に車輌の通行によるへこみが数
メートルにわたってできており、雨天時に水たまりができて車輌の通
行の際、はねた水が用水を越えて通学路に跳びはね衣服が濡れる
等通学に支障がある。

へこみ箇所の補修 佐久市 次年度以降再要望

126 浅科小学校 11 駒寄 市道 57-007号線
駒寄団地から小学校まで　幹線道路の歩道
側

降雪時はＰＴＡで除雪していますが、除雪後の歩道に強風のため雪
がたまる。固まった固い雪は困難な作業です。車道を除雪機が稼動
する中を児童生徒が通学するので危険。

除雪 佐久市

豪雪時以外はＰＴＡ等でご対応お願
いします。
※凍結・圧雪等により困難な場合
は土木課へご連絡ください。

127 浅科小学校 12 御馬寄 御馬寄育苗センター北 冬になって貯水池が凍って氷の上で遊んでいる子どもがいて危険。
立ち入り禁止の看板
の設置

佐久市 看板交付を実施済
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平成30年12月現在

学校別通学路対策一覧表（平成28年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 通学路上の状況・危険の内容
要注意箇所の

要望事項
事業主体 対応結果

128 浅科小学校 13 御馬寄 市道 56-044号線 御馬寄公民館北交差点 車量が多く、下り時に止まらないで道を渡っている車がある。 停止線の設置 佐久市 実施済み

129 浅科小学校 14 御馬寄 市道 56-008号線 御馬寄896-7付近
庄ノ上の小中学生は、庄ノ上横の道を横断して通学している。直線
道路でスピードを出す車も多く、危険である。

横断歩道の設置 警察署 警察へ要望

130 浅科小学校 15 八幡
国道
県道

①国道142号線
②③県道下仁田
浅科線

①八幡交差点
②町浦端交差点
③八幡宿交差点

八幡セブンイレブン前交差点は朝の通勤時間帯の交通量が多く、強
引な右折車も見られ大変危険です。事故の起きる前に歩者分離式
信号の導入をお願いします。

歩者分離式信号の導
入

警察署 警察へ要望

131 浅科小学校 16 上原 市道 57-001号線 上原歩道橋前後 車道にはみ出して歩く児童がいて危険。
白線かグリーンベルの
設置

佐久市 次年度以降再要望

132 浅科小学校 17 上原 市道 57-001号線 上原歩道橋からＪＡ浅科支所間 道路の傷みが激しく、危険な場所が多い。 歩道の補修 佐久市
今年度分実施済。
（平成30年度）縁石の補修完了

133 浅科小学校 18 上原 市道 25-009号線 上原区内
区内の市道の傷みが激しく危険であり、通学児童の衣類も汚し危
険。

舗装の全面修復 佐久市 次年度以降再要望

134 浅科小学校 19 上原 市道 57-003号線 吉澤建築西 通学路のＵ字溝の蓋がボロボロになり危険。 側溝蓋の破損交換 佐久市 蓋を交換済み

135 浅科小学校 20 上原 市道 25-009号線 甲44宅横 甲44宅横の道路に長さ15～17cmの穴ができ、危険。 穴の補修 佐久市 穴埋め補修済み

136 浅科小学校 21 中原 市道 57-074号線
甲2003-1
浅科小学校グラウンド横

道路の陥没により水たまりができて児童の通行が大変。
舗装補修（水たまり解
消）

佐久市
側溝脇の排水溝が詰まっていたの
で、直営で穴の補修を実施済み

137 浅科小学校 22 中原 市道 57-001号線 上原歩道橋からＪＡ浅科支所間
歩道の拡幅
縁石の修繕

佐久市
継続工事実施予定
今年度歩道の補修を60m実施済み
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学校別通学路対策一覧表（平成28年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 通学路上の状況・危険の内容
要注意箇所の

要望事項
事業主体 対応結果

138 浅科小学校 23 塩名田 市道 55-001号線 塩名田苑西側市道55-001号線
道路幅が狭く朝夕の交通量も多いので、歩行者にとっては極めて危
険なため、カラー舗装をお願いします。小・中学生の通学道路になっ
ており、高齢者も徒歩で利用しています。

カラー舗装（グリーン
ベルト）300m

佐久市 次年度以降再要望

139 望月小学校 1 協東 国道 142号線 協和信号交差点
歩行者用信号青の時間は短く、児童が走って渡っていて危険。
また、グリーンベルトから歩道へのアクセスも問題。

①歩行者用青信号の
時間を延ばすか、スク
ランブル交差点にす
る。
②グリーンベルト延長

①警察署
②佐久市

①警察へ要望
②交差点内にグリーンベルトは設
置は不可。

140 望月小学校 2 金井 市道 66-002号線 ＪＡ春日支所南
金井区バス停（東信観光）付近の道路は広く、カーブにもかかわらず
スピードを出す車が多い。この付近でスクールバスを待つ子ども達
が危険。

ドライバーの注意喚起
を促す対策

佐久市 外側線を設置

141 望月小学校 3 御桐谷町 県道 県道牛鹿望月線 旧本牧小学校付近横断歩道
歩道が片道しかなく、下校時に歩道側へ横断する際、カーブがある
ため、通行車両から児童が見えにくい。

児童横断注意等、注
意喚起の道路表示（カ
ラー舗装等）

長野県
平成28年度の発注工事において施
工済み。

142 望月小学校 4 御桐谷町 県道 県道牛鹿望月線 旧本牧小学校前
歩道が片道しかなく、旧小学校前バス停まで歩く際、佐久市市営並
木団地側から横断する児童が危険である。

横断歩道の設置 警察署 警察へ要望

143 望月小学校 5 高橋 県道 県道湯沢望月線 湯沢望月線（下之宮から高橋）
降雨時に道路東側の法面下の耕作地から排水が噴出し、法面及び
歩道等の崩落が危険である。

路面下の全面改修
ガードパイプの設置
路肩の補修

長野県

歩道の沈下及び歩車道境界ブロッ
クの補修については平成29年度工
事において一部対応済。平成30年
度以降も引き続き損傷の激しい箇
所から順次対応予定。
ガードパイプは設置基準上不要と
判断されるため、設置の予定はな
い。（市道との交差点等、車両の進
入の恐れが特にある箇所について
は平成28年度に施工済。）

144 望月小学校 6 高橋 県道 県道湯沢望月線 湯沢望月線沿い（高橋区内）
通学路にもかかわらず、スピードを出すドライバーが多く、横断歩道
においても危険な状況である。

交通安全注意看板の
設置

佐久市 注意看板交付済み

145 望月小学校 7 高呂 県道 県道雨境望月線 高呂橋付近
信号無視をする大型車が見られる。小さい信号なので運転者が気
付きにくい。
スピードを出している車が多く、重大事故発生の危険性がある。

児童通学路及びス
ピード抑制表示の設
置（道路標示）

長野県

現状は、交差点に信号機が設置さ
れており、前後に制動心理マークが
設置されているため、経過観察とし
たい。

146 望月小学校 8 高呂 県道 県道雨境望月線 高橋橋付近
交通量が多く、スピードを出している車が多い。
信号無視をする大型車も見られる。
過去に死亡事故があった。

スピード抑制表示（道
路標示）

長野県

現状は、交差点に信号機が設置さ
れており、前後に制動心理マークが
設置されているため、経過観察とし
たい。
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147 望月小学校 9 高呂 市道 67-107号線 協和4815-1付近
昨年度路肩の修理実施済みだが、通学路であり、ガードレールが必
要と思われる。

ガードレールの設置 佐久市 実施済み

148 望月小学校 10 高呂 市道 67-098号線 高禄農業生活改善センター東側
高禄農業生活改善センター東側に竹やぶがあり、道路から見ると崖
になっている。冬場等、児童が滑り落ちる危険がある。

ガードレールの設置 佐久市 実施済み

149 望月小学校 11 善郷寺 市道 67-011号線 春日754-3から協和6385
善郷寺から佐藤板金までの通学路において、用水路（幅1m、深さ1m
ほど）が続いているが、蓋がされていないため、児童が歩行する際
危険である。

蓋の設置 佐久市
一部実施
用水管理もあるため、全線への設
置は困難

150 望月小学校 12 比田井 市道 67-219号線 望月小学校南通学路
登校時は通勤時間帯と重なり、交通量が多く、道幅が狭いため、危
険。降雪時はかいた雪が道の両端にたまるので、さらに道幅が狭く
なる。

①児童通学路及びス
ピード抑制表示(通学
路子ども注意）
②雪かき

佐久市

①注意看板交付済み
②除雪については、豪雪以外はＰＴ
Ａ及び地域住民でご対応お願いし
ます。

151 望月小学校 13 比田井 市道 67-219号線 協和5283番地付近
マンホール周り及び付近の道路段差が大きいので、水たまりがで
き、通学児童や歩行者にハネ水がかかる。

段差の補修 佐久市 次年度以降再要望

152 望月小学校 14 比田井 県道 県道湯沢望月線
協和6794-4付近
比田井バス停付近交差点

見通しの良い直線道路のため、スピードを出す車が多い。
下之宮、高橋地区の児童が多数横断するため、たいへん危険であ
る。

信号機の設置
横断歩道の設置

警察署 警察へ要望

153 望月小学校 15 下之宮 県道 県道湯沢望月線 県道湯沢望月線沿い（下之宮区内） 4月の交通事故を受けて運転車に十分注意を払ってもらうため。
通学路スピード落とせ
の看板設置

佐久市 注意看板交付済み

154 望月小学校 16 片倉 市道 67-005号線 上野商店付近交差点 通学路のグレーチングが変形して危険。 グレーチングの交換 佐久市 グレーチング交換済み

155 望月小学校 17 片倉 市道 67-005号線 協和片倉
通学路の草刈り
Ｕ字溝の管理（落ち
葉・土砂等の処理）

佐久市 実施済み

156 望月小学校 18 片倉 市道
67-006号線
67-210号線

上野商店付近交差点 スピードを出している車が多い上、車から児童が見えにくい。
児童横断注意・児童通
学路等の看板の設置

佐久市 注意看板交付済み
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157 望月小学校 19 片倉 市道 67-006号線 片倉児童通学路
グリーンベルトは設置済みだが登校時間帯の交通量が多く、スピー
ドを出す車も多い。3箇所のカーブで見通しが悪い。

児童通学路等の看板
表示の設置

佐久市 注意看板交付

158 望月小学校 20 入布施 県道 県道百沢臼田線
布施1190-1付近
宮街道バス停付近

牧布施方面からカーブが続き見通しが悪いため、バス停で乗降車す
る児童が危険。バス停ありの大きな看板は設置済みだが、さらに児
童に注意等の看板の設置を希望する。

児童に注意等の看板
の設置

佐久市 検討中

159 望月小学校 21 式部 県道 県道百沢臼田線
布施2676付近
式部バス停付近

抜井方面からカーブが続き見通しが悪いため、バス停で乗降車する
児童が危険。児童に注意等の看板の設置を希望する。

児童に注意等の看板
の設置

佐久市 検討中

160 望月小学校 22 牧布施 市道 61-004号線
土屋歯科クリニックから大黒山団地への市
道

路側帯と車道の区別が不明瞭。
路側帯のペイントを行
う

佐久市 実施済み

161 望月小学校 23 大谷地 県道 県道雨境望月線
協和3150-2付近
大谷地公民館から上

①大谷地公民館から上は歩道がなく、県外車、大型トラックがスピー
ドを出しているため、危険。歩道の設置を希望する。
②公民館側から県道を横断する児童がいるため、横断歩道の設置
を希望する。

①歩道の設置
②横断歩道の設置

①長野県
②警察署

①平成28年度工事にて路肩にグ
リーンベルトを約250m施工済。
②警察へ要望

162 浅間中学校 1 根々井 市道 11-002号線 根々井860-1付近から佐久大学入口まで 坂道であり、道路も狭く危険。 歩道の設置 佐久市 次年度以降再要望

163 浅間中学校 2 赤岩 県道
県道下仁田浅科
線

ファミリーマート佐久塚原店付近の県道
100m(特に橋詰から雄我付近）

平成18年度以前から交通量がおおくなり、危険が感じられるように
なった。
数年前に押さない子どもが命を落としている。また、小学校・中学校
の通学路にもなっている。

歩道の確保 長野県 （平成30年度）対策検討中

165 中込中学校 2 西耕地 市道 31-212号線 サンエイ開発両側・滑津川沿い アカシアの伐採 長野県
平成29年度　支障木伐採事業にて
対応します。

166 臼田中学校 1 下越 市道 44-032号線 下越公園北

数年前にＵ字溝の工事を片側だけしていただいたが、反対側が工事
されていないまま。中学生の通学路でもあり、大型車が通る時など
狭いため、子どもがＵ字溝に足を落としたり、車もよくタイヤを落とし
たりしている。

Ｕ字溝の工事 佐久市 実施済み

164 中込中学校 1 西耕地 市道 32-006号線等 西耕地区内14箇所 中学生が一時停止をせず事故を起こしたため。
①停止線
②止まれの道路標示
③止まれの道路標識

①②佐久
市
③警察署

①実施済み
②実施済み
③警察へ要望
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167 臼田中学校 2 下越 市道 44-050号線 下越583
道路左側に用水路があり、この部分(約100m)だけガードレールがな
く、小さい子どもや中学生の通学路にもなっており、中学生が何回も
落下して非常に危険。

ガードレールの設置 佐久市 次年度以降再要望

168 臼田中学校 3 三条 市道 44-050号線 日向製作所東側 除雪 佐久市 本年度不採用

169 浅科中学校 1 八幡 市道 57-006号線 浅科中学校校庭南側道路
冬期の積雪時は除雪され、近隣の方も雪かきをしてくださってはいる
が、急な下り坂があり、凍結するため、転倒してケガをする児童が見
られる。車での通行時も児童が近くを歩いていると大変危険。

塩カルの散布 佐久市
豪雪時以外はＰＴＡ等でご対応お願
いします。

170 浅科中学校 2 八幡 市道 57-006号線 浅科中学校校庭南側交差点
望月側から来る右側の側溝が途中なので、集水桝までつなげてほし
い。
逆側からくる場合、変則的になっていて、すれ違いに危険。

側溝に蓋
国道までカラー舗装

佐久市 次年度以降再要望

171 望月中学校 1 天神 市道 67-185号線 天神公民館付近
望月中学生が通り、区民が公民館への通行として利用しているが、
舗装の傷みが激しい。

①舗装塗り替え
②雪かき

佐久市
①破損箇所を一部実施済
②除雪については豪雪以外は地域
住民でお願いします。
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