
平成30年12月現在

市道
38-001
38-004

①グリーンベルトの設
置

佐久市 本年度実施予定

県道 下仁田浅草線
②横断歩道の塗り替
え

警察 佐久市から警察へ要望予定

2 岩村田小学校 2 上の城 市道 2-003 上の城3105-2以北

29年度一部実施しておりますが、未実施がある為継続要望いたしま
す。岩村田小学校通学路に指定されている当区主要道路です。
経年劣化が激しく、雨水が溜まり歩きづらい状況です。
マンホールのかさ上げも併せて要望いたします。

舗装補修 佐久市
来年度実施予定
（来年度以降ガス工事により全線復
旧予定）

3 岩村田小学校 3 上の城 市道 2-003 上の城3060-1信号機脇

国道北側、側道から、国道に進入時に見通しが極端に悪く、危険で
あるため要望場所へカーブミラーの設置を要望致します。30年度交
差点北西角へ設計事務所が新築となり、見通しは極めて悪く、側道
の自転車通行、小学生の通学等、事故発生確率は非常に高い状況
にあります。高い優先順位での設置を希望いたします。

カーブミラーの設置 佐久市 本年度実施予定

4 岩村田小学校 4 上ノ城 市道 2-209 岩村田上ノ城2791-4前

岩村田小学校通学道路上の歩道フェンスの改修要望です。　現状は
通学路変更と思われますが、いずれ通学路となります。29年度多く
の部分が改修となりましたが、北側部分に一部残った部分がありま
す。本年度継続工事をお願いします。

フェンスの修繕 佐久市 実施済み

5 岩村田小学校 5 上の城 市道 2-208 岩村田2766宅から小学校東まで
岩村田小学校北側付近は現状、側溝が整備されていません。
小学校新設に伴い、事前に側溝の整備を要望します。

道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望

6 岩村田小学校 6 相生町 県道 塩名田佐久線 岩村田1239付近
御嶽神社の北側の横断歩道の塗り直しを至急お願いしたい。
通学路であり、車が認知できない状態である。

横断歩道の塗り直し 警察 佐久市から警察へ要望予定

グリーンベルトの設置 佐久市 本年度実施予定

注意看板の設置 佐久市 看板交付済み

8 岩村田小学校 8 相生町 市道 2-158
岩村田　長野銀行岩村田支店西側駐車場か
ら西側

交差点を含め舗装の痛みが非常に激しいので舗装のうち替えをお
願いしたい。
通学路であり非常に危険である。

道路補修 佐久市 本年度実施予定

9 岩村田小学校 9 相生町 市道 2-169 岩村田3083-2、3080-2西側市道

オーバーレイ等での舗装の補修、ガードレール及び擁壁の補修をお
願いしたい。
何度も穴埋め等をしていただいているが、全体に舗装が傷んでい
る、通学路でもあり非常に危険である。

道路補修、ガードレー
ル補修、擁壁の補修

佐久市 次年度以降再要望

10 岩村田小学校 10 猿久保 市道 31-002 御代田佐久線　猿久保262
市道への歩道の整備・・・現在歩道がないため小学生の通学路が迂
回している。迂回しないで通学できるよう歩道の整備をお願いしたい

歩道整備 佐久市 検討中

学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名

1 岩村田小学校 1 花園町

対策（12月）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

岩村田（花園町）鼻面神社先から市営球場
上段に向かう道路

別紙「市営球場上段地籍の児童通学路全図」に示す球場駐車場脇
の道路は急坂の上、歩車道の区別がなく、通学時には特に交通量
も多く、とても危険である。球場駐車場の入口から神社前横断歩道
の間L=200m程を通学路グリーンベルト（道路塗装）の新設を要望し
ます。併せて鼻面橋西側の横断歩道表示の塗り替えも要望します。

7 岩村田小学校 7 岩村田　岩村田高校テニスコートから一本柳
交差点信号まで

小学校の通学路の追加に伴い、通学の安全を確保するためにグ
リーンベルトの設置をお願いしたい。
また、通学路である旨と、走行中の注意喚起看板の設置をお願いし
たい。

相生町 市道 2-250
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

11 佐久平浅間小学校 1 長土呂 市道
1-066
1-068

長土呂（あさま幼稚園付近） 通学路であり、道が狭いため
未舗装部分の舗装
グリーンベルトの設置

佐久市 本年度実施予定

12 佐久平浅間小学校 2 長土呂 市道 1-002 長土呂西２．３
「東近津」「ひばりガ丘」の住宅増加に伴い、下記点線部の車の相互
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です。
（特に下校時見守り隊がいない時）拡幅を希望します。

道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望

13 佐久平浅間小学校 3 長土呂 市道 1-005 長土呂城１～城ケ丘３ 高山団地から長土呂の信号機まで、通学児童が増えてきたため グリーンベルトの設置 佐久市 本年度実施予定

14 佐久平浅間小学校 4 長土呂 市道 1-002 長土呂986-5（西3）
枝道路より出る場合、見通しが悪く、グリーンベルト道路を進行する
ため、児童保護の観点からも設置を希望します。

カーブミラーの設置 佐久市 次年度以降再要望

15 佐久平浅間小学校 5 長土呂 市道 1-210 長土呂区　ひばりヶ丘 学童の登下校の安全確保 グリーンベルトの設置 佐久市 次年度以降再要望

16 佐久平浅間小学校 6 長土呂 市道
2-002
1-042

中田様宅向かい交差点
ポール根元が腐蝕、空洞化し、倒壊の危険性がありますので、交換
願います。通学路の横断旗の収納缶が取り付けてあり、学童に対し
ても危険です。

電灯ﾎﾟｰﾙの交換 佐久市 実施済み

17 中佐都小学校 1 平塚 市道 2-486 平塚177宅から東側方向へ
中山道の側溝に蓋の設置をお願いいたします。
死亡事故の発生があった場所で通学路にもなっているので歩行者
の安全の為。

側溝蓋掛け 佐久市 来年度早期工事実施予定

18 中佐都小学校 2 平塚 市道 2-486 平塚28付近から砂田橋
中山道平塚28付近から砂田橋までのグリーンラインを延長してほし
い。道幅も狭く、通学路にもなっていて、車の通行量が多いため、危
険。

グリーンベルトの設置 佐久市 本年度実施予定

19 中佐都小学校 3 根々井
県道
市道

小諸中込線
11-005

根々井１～平塚

中佐都郵便局から中佐都IC北信号機までの市道、県道の拡幅整備
につきましては、中佐都区長会要望事項としてお願いしております
が、この道路は当区及び大塚団地の小学生の通学路として歩道付
きとしてほしい。

道路拡幅
歩道設置

長野県 対策検討中

20 中佐都小学校 4 上塚原 市道 8-060 塚原県道139号線
県道139号線と諏訪神社前市道の変則十字路への横断歩道の設置
を要望します。
通学路の変更をしたい為（特に冬場）

横断歩道の設置 佐久市 対策検討中
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

21 中佐都小学校 5 上塚原 市道 8-124 塚原853-8西側から塚原1248-1宅への農道
この農道を現状の幅で舗装修理をして頂きたい。舗装が出来れば、
区は通学路にと考えています。

道路舗装 佐久市
一部実施済み
来年度継続工事予定

22 高瀬小学校 1 南岩尾 市道 12-038 佐久市　鳴瀬997番地～鳴瀬1012番地付近

主要地方道佐久小諸線のカーブ内側に位置しており、県道への出
口はＡ又はＢである。Ａから県道へは出にくいことからＢに迂回する
車も多い。この傾向は、冬期間が顕著であり朝夕の通勤時間帯は車
の量も多いが、見通しが悪くすれ違いができない状況にある。野沢
方面への高校生の通学路でもあり非常に危険との指摘あり。（道路
拡幅については隣接の3人の地権者からも同意済み）

道路拡幅 佐久市 本年度測量・設計

23 高瀬小学校 2 三河田 市道 14-001 87-1地先前（三河田本通り）
通学路のグリーンベルト内に段差があり、子ども達のつまずきが見られた。
段差をなめらかにしていただきたい。

道路補修 佐久市 実施済み

24 高瀬小学校 3 横和
市道
県道

15-33
上原猿久保線

横和市道15-33と県道上原猿久保線の交差
部

県道上原猿久保線と市道15-33号線交差部へのカーブミラーの設置
県道の歩道が通学路であり、車で県道に出るため左右を確認するには歩
道まで出てしまうので、歩行者等には危険であり、事故防止のための要望
です。

カーブミラーの設置 佐久市 本年度実施予定

横断歩道の塗り直し 警察 佐久市から警察へ要望予定

カラー舗装 長野県
対策検討中
（通学路の変更も併せて検討）

横断歩道塗り直し 警察 佐久市から警察へ要望予定

カラー舗装 佐久市 本年度実施予定

27 高瀬小学校 6 白山 市道 31-003 白山区31-3号線
通学路の安全確保のために団地側に歩道の設置及び側溝の設置
をお願いします。

歩道設置
側溝設置

佐久市 次年度以降再要望

道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望

速度規制標識設置 警察 佐久市から警察へ要望予定

29 野沢小学校 1 中小屋 市道
16-005
16-011

野沢72及び79-2前道路
左記交差点には、一時停止「止まれ」の標識が設置されているが、路面標
示の「止まれ」が消えており、通学路であり、危険なため、カラー表示での
「止まれ」をお願いします。

「止まれ」の標示とカ
ラー舗装

佐久市 実施済み（止まれの文字のみ）

30 野沢小学校 2 原 市道 17-011
佐久市原549
南部給食センター東側

Ｕ字溝に蓋がなく近くに人家があり又子供達の通学路でもあり誤っ
て溝に落下すれば大怪我をする危険性がある為Ｕ字溝に蓋をしても
らいたい。

側溝蓋掛け 佐久市 本年度測量・設計

上記の横断歩道の白線が薄く見えにくく危険なため、補修をお願い
します。
又同時に横断歩道前にカラー舗装をお願いします。なお、要望横断
歩道は小学校の通学路になっています。

25 高瀬小学校 4 横和 県道 上原猿久保線
横和市道31-8と県道上原猿久保線上の横
断歩道

横和県道上原猿久保線から市道15-1号線
入口の横断歩道

小学校通学路上の横断歩道の白線が薄く見えにくく危険なため補修
をお願いします。また、同時に横断歩道前にカラー舗装をお願いしま
す。

県道 上原猿久保線26 高瀬小学校 5 横和

31-003 白山区31-3号線28 高瀬小学校 7 白山 市道
小学校の通学路です。一部分幅員が狭い箇所があり、歩行者に危
険性があるため、道路拡幅と速度規制標示の設置をお願いします。

3 / 15 ページ



学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

31 野沢小学校 3 原 市道 17-049 原91-5、原91-7

道路幅が狭く児童・生徒の登下校時間帯において車両等との接触
が考えられ非常に危険です。跡部臼田線が開通されればさらに交通
量が増加するものと思われます。交通事故を未然に防ぐと云う意味
においても早急に拡幅することをお願い致します。

道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望

32 野沢小学校 4 取出町 市道 21-001 取出町234-2付近
舗装が一部剥がれており補修を要望します。通学路にもなっていま
す。

道路補修 佐久市 実施済み

33 野沢小学校 5 取出町 市道 21-001 取出町314付近
道路を大型の自動車が通行するため、水路が破損しています。通学
路にもなっているので、早急な修理を要望します。

水路補修 佐久市 次年度以降再要望

34 野沢小学校 6 取出町 市道 16-001 取出町472付近
歩道のアスファルトが剥げ出している。小学校の通学路にもなってい
るので、早急な補修を希望します。

舗装補修 佐久市 実施済み

35 野沢小学校 7 地家 市道 29-001 大沢地家バス停交差点
このバス停はスクールバス乗り場となっているが、通行車両が多い
ため注意喚起のため、グリーンラインの標示をお願いしたい。

グリーンベルトの設置 佐久市
次年度以降再要望
（看板設置による対応）

36 野沢小学校 8 大沢上町 市道 29-001 大沢簡易郵便局交差点
①カラー舗装の依頼
通学路及び区民の生活路で一時停止が少ない為
②カーブミラーの設置をお願い

カラー舗装 佐久市 実施済み

37 泉小学校 1 三塚 市道 23-001 三塚区の南側を通る市道
舗装工事の実施。近年特に大型車両の通行が増えており、区内でも
特に状態が悪い。また、小中学生の通学路でもあり、早急に改善を
お願いしたい。

道路補修 佐久市 実施済み

38 泉小学校 2 上桜井 市道 24-021 桜井119裏
道路の凸凹が激しくたいへん歩きにくい。特に冬季は凍結が激しく、
道路の中央部がかなり盛り上がり、大変危険である。この道路は通
勤、通学、日常生活のため、大勢が利用している。

道路補修 佐久市 本年度実施予定

39 泉小学校 3 上桜井 市道 24-016 桜井38-1西側
エコテラスから38-1宅までの路肩の補修とU字溝の交換。水上ア
パートのU字溝の盛り上がりによる雨水の溜まり。細萓氏宅北のU字
溝の延長及び道路の穴５ヶ所

側溝補修 佐久市 本年度実施予定

40 泉小学校 4 上桜井 市道 24-021 桜井121裏の三叉路
通勤、通学、日常生活に欠かせない道路であり、大変見通しが悪く、
いつ事故が起きるか心配である。ぜひ設置をお願いしたい。

カーブミラーの設置 佐久市 本年度実施予定
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

41 泉小学校 5 上桜井 市道 24-021 桜井152-2南東の路肩
通勤、通学、日常生活に欠かせない道路であるが、狭いのでしっか
り路肩を守っていきたい。

路肩補修 佐久市 次年度以降再要望

42 泉小学校 6 上桜井 市道 24-021
上桜井公会場西の道路が北の水路と交わる
あたりの路肩の補修

通勤、通学、日常生活に欠かせない道路であるが、狭いのでしっか
り路肩を守っていきたい。
また、水路の水が溢れて道路が冠水することがある。

路肩補修 佐久市 次年度以降再要望

43 泉小学校 7 上桜井 市道 24-001 桜井988-4岡村板金前の道路
通勤、通学、日常生活に欠かせない道路であるが、通行量が多く、
亀裂が入ってしまった。

道路補修 佐久市 実施済み

44 泉小学校 8 上桜井 市道 24-094 上桜井信号から西へ100m
通勤、通学、日常生活に欠かせない道路であるが、通行量が多く、
道路が陥没してしまった。またT字路の舗装部分を少し増やしてほし
い。

道路補修 佐久市 実施済み

45 泉小学校 9 中桜井 市道 22-002 中桜井グラウンド前
当該道路は生活道路であり、通勤通学に多くの人が利用している。
路側帯の白線が消えたり薄くなり不明瞭になっているため、交通安
全上大変危険であり、改善をお願いしたい。（外側線）

外側線塗り直し 佐久市 実施済み

46 泉小学校 10 小宮山 市道 28-007 小宮山129-1付近　市道28-7号線

現地は小学校の通学路です。道路の西側は用水が流れており危険
である。前年度上流、下流側に車止め、ラバーポールを設置しまし
たが、用水側に転落防止柵の設置をお願いしたい。なお、用水泥等
の処理については、区で対処します。毎年学校側から要望が出てい
ます。

転落防止柵設置 佐久市 本年度測量・設計

47 泉小学校 11 前山北中 市道 29-039 中沢橋東側（小宮山川沿い）
通学道路にもなっています状況下でガードレールは設置されていま
すが高さが低すぎて子どもが川に落ちてしまう状況です。早めの改
修工事を実施していただきたい。

ガードレールの高さの
改修

佐久市 次年度以降再要望

48 泉小学校 12 前山南 市道 2-001 辦天館～六反田橋まで

児童登下校時に歩道が狭い為、グリーンベルトの設置をお願い致し
ます。
野沢北グラウンド～仁科様宅・ビニールハウス前交差点右折～橋手
前区間
泉小学校向かい側にした場合の道路左側一方向のみ。
幅が若干広く、児童も左側を通行している為。

グリーンベルトの設置 佐久市 実施済み

49 岸野小学校 1 相浜 市道 25-009 からまん坂から集落内 通学路のため、グリーンベルトの設置を希望 グリーンベルトの設置 佐久市 実施済み

50 岸野小学校 2 下平 市道 25-031 伴野936-1東側
市道25-31号線の伊坂建設前～羽毛田鉄工所間の道幅が狭いの
で、歩道付きの拡幅をお願いします。
（本年要望は伊坂建設より南に25ｍの区間）

歩道の設置 佐久市 本年度測量・設計
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

51 中込小学校 1 権現堂 市道 31-120
中込1793-1宅北側、用水路上部舗装箇所の
補修

用水路上部が隅切舗装されています。通学路の為、幼児や老人が
頻繁に通ります。
隅切箇所を、一律（真四角）に舗装をお願い致します。

用水路上部の補修 佐久市 次年度以降再要望

52 中込小学校 2 中央区南
町

市道 31-004 中込2559付近滑津橋
滑津橋上の舗装面が不均衡なため、降雨時に水たまりができてい
る。通学路でもあり歩行者の安全のため、改善をお願いします。

舗装補修 佐久市 実施済み（緊急対応）

53 中込小学校 3 三家第二 市道 31-164 田中牛乳店から三ツ家公会堂西交差点まで

田中牛乳店～踏切を越え国道139号に突きあたる迄の直線道路の
道幅が狭く、又児童の通学路にもなっており、過去には車のすれ違
い時に児童が田んぼに転落する事故も起きているとの事。児童の安
全を守るため、最低限グリーンベルトの舗装をお願い致します。

グリーンベルトの設置 佐久市 本年度実施予定

54 中込小学校 4 佐太夫町 市道 31-011 中込216-5先からデリシア前
電線管埋設後の舗装本復旧により舗装が平坦になり、スピードを出
す車が多くなり、危険。通学路部分にグリーンベルトを設置していた
だきたい。

グリーンベルトの設置 佐久市
来年度早期工事実施予定（外側線
の設置）

55 佐久城山小学校 1 西耕地 市道 32-003 市道32-003号

この道路は通学路として活用しております。
通勤の車も多く、特に運動公園も完成すれば危険性も高くなります。
子ども達の安全性を考えれば、歩道の充実を図って頂きたいと思い
ます。

歩道整備 佐久市
その他
（周辺環境の確認）

56 佐久城山小学校 2 西耕地 市道 33-191 北耕地信号交差点付近

小学生の通学路として利用している歩道脇、反射板付ポール数本が
抜けたり上部が破損しています。
コンビニへの車の出入りも多く、危険性も高い。早急の修復をお願い
します。

ポール（デリネーター）
の補修

佐久市 実施済み

57 佐久城山小学校 3 瀬戸中 市道
32-136
32-043

佐久市32-139号線　瀬戸原バイパス
瀬戸999-22西側十字路

32-139号線南側歩道整備と　32-43号線交差点の横断歩道の設置
をお願いします。

横断歩道の設置 警察 佐久市から警察へ要望予定

58 佐久城山小学校 4 瀬戸中 市道 33-191 瀬戸中　市道33-191（旧県道）
平成29年度分は完成し、継続工事となっておりますが、通学時間帯
の交通量が増しているため、一日も早く歩道の延長工事をお願いし
ます。

歩道設置 佐久市 継続工事実施予定

59 佐久城山小学校 5 瀬戸南 市道 33-191 瀬戸南　市道33-191(旧県道）

市道の舗装改修
歩道側道路に凹部があり、雨水時水たまりになる。歩道通学中の児
童・生徒が通行車が飛散させた水でびしょ濡れになる。早急に改修
していただきたい。

道路補修 佐久市 実施済み

60 佐久城山小学校 6 瀬戸南 市道 32-067 瀬戸南2611付近　市道32-067

市道の舗装改修
道路に凹部があり、雨水時に水たまりができ（一部破損）、通行中の
児童・生徒の歩行が困難な状況です。志賀川河川敷工事にともなう
大型トラックの通行も原因か。

道路補修 佐久市 実施済み（緊急対応）
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）通学路上の状況・危険の内容
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要望事項
事業主体

61 佐久城山小学校 7 北耕地 市道 33-195
市道19-33の山崎より平賀の信号機の間の
歩道

通学路となっている歩道に雨水が溜まり、通行の困難な箇所が多数
あるので、補修してください。
瀬戸区の「見守り隊」の方からも補修要望があります。

道路補修 佐久市 実施済み（緊急対応）

62 佐久城山小学校 8 北耕地 市道 33-003 平賀後家橋～樋村橋右側堤防
道路にひび割れ凹みがあり、雨水が溜まる箇所もあります。通学路
として使用しているので、怪我防止のため舗装修理をしっかりお願い
します。（平成29年度も補修実施済み）

道路補修 佐久市 実施済み（緊急対応）

63 佐久城山小学校 9 平賀新町 市道 33-054 平賀1738宅南

車の通る、区内市道で唯一舗装となっていない道路です。
道路の損傷に伴い、砕石を入れ補修をして頂きましたが、近隣に住
宅が増えたため、直ぐに大きな水溜りができてしまい、安全通行や
学童の通学にも支障が出ております。申請して何年も経過してます
ので、早期舗装を要望します。

舗装 佐久市 本年度実施予定

64 佐久城山小学校 10 太田部 市道 34-010 太田部311岩月瓦工業北側道路
現水路の側溝が劣化しており水の流れも悪くなっています。又、通学
路になっていますが、道幅も狭く横断グレーチングも危険ですので、
これを撤去しVS側溝への敷設替えをお願いします。

側溝蓋かけ 佐久市 本年度実施予定

65 佐久城山小学校 11 常和南 市道 35-001 常和2870-2番地先～2849番地
市道で大曲から水間さん宅までの間、歩道を作ってほしい。
市道の南側に多少の余地があると思われるので水田部分を少し買
収できれば通学路ができるように思われる。

歩道設置 佐久市 次年度以降再要望

66 佐久城山小学校 12 常和南 県道 三分中込線 常和1368-6先
県道三分中込線で田子川と交差する箇所伝々橋から北方に向か
い、切り石という曲がりまでの間に安全ポールを設置していただきた
いと思います。通学路で車が加速して危険なため。

ポールの設置 長野県 対策検討中

67 佐久城山小学校 13 常和南 県道 三分中込線 常和1368-6先
県道三分中込線で田子川と交差する箇所伝々橋から北方に向か
い、切り石という曲がりまでの間と南方に歩道を設置していただきた
いと思います。通学路で車が加速して危険なため。

歩道設置 長野県 対策検討中

68 佐久城山小学校 14 荒家 市道 33-043 平賀1189-1先排水路
排水路が蛇行しており、草やゴミが滞留しやすく、増水時に道路が
冠水し、通行の妨げになっている（通学路）。抜本的に改善していた
だきたい。比較的簡単にあふれています。

水路改修 佐久市 実施済み

69 佐久城山小学校 15 平賀下宿 市道 33-043 平賀　城山小学校西
通学路の舗装のいたみがひどいので、補修工事を早急にお願いし
ます。

道路補修 佐久市 実施済み

70 佐久城山小学校 16 平賀下宿 市道 33-195 平賀交差点東
道路通路側の側溝のコンクリートがだいぶ傷みが激しいので、復旧
工事をお願いします。（通学路）

側溝補修 佐久市 実施済み（緊急対応）
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
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区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）通学路上の状況・危険の内容
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71 佐久城山小学校 17 平賀下宿
太田部

市道 33-001 平賀郵便局～太田部駅
通学路歩道の陥没、ひび割れ箇所がありますので、至急補修お願
いします。

舗装補修 佐久市 実施済み（緊急対応）

72 佐久城山小学校 18 アヴェ
ニュー

市道 33-146 平賀2666-3近辺
区内の小中学生約70人が通学時に横断する道路ですが、カーブ地
にあるため横断歩道を設置することが困難な為、道路面に安全表示
を記し、通行車両の減速を促して道路横断者の安全を守りたい。

減速を促す路面標示 佐久市 実施済み（スロードライブ標示）

73 佐久城山小学校 19 町上 市道 36-001 「内山保育園前」バス停付近

内山保育園バス停の両側歩道が側溝に向けて崩れてきてしまって
いる。登下校時に児童が足を取られて側溝に落ちる事が心配され
る。特に冬場など、足下がよく見えないときに、その危険が高いと考
え、補修をお願いしたい。

側溝補修 佐久市 本年度実施予定

74 佐久城山小学校 20 町中 市道 36-001 内山5581付近

昔からの道路の石垣が崩れ、用水に落ち毎年道路に穴があき補修
している状態であり、通学バスのバス停及び避け違いの場所にも
なっているため、至急の対応をお願いしたい。
道路の北側は、大雨の時には用水をつまらせている。

水路改修 佐久市
その他（水路占用箇所の為今後最
小限で補修検討）

75 佐久城山小学校 21 苦水 国道 254 内山苦水信号付近
国道254号の歩道が片側しかなく、尚且狭く傾斜も有り、児童の通学
路にもなっており、修復をお願いします。

歩道の補修・整備 長野県 実施済み

76 平根小学校 1 横根 県道 草越豊昇佐久線 県道草越豊昇佐久線沿い400ｍ

県道草越豊昇佐久線は通学路であるが、交通量が多い為、児童は
遠回りをして通学している。遠回りの道も県道より交通量が少ないだ
けで、危険性が高いため、県道に歩道を整備し、安全確保を図って
ほしい。
また、該当箇所は平根小学校の全校児童がスキー教室で年間2回、
マラソン大会で1回歩くだけでなく、近隣の小学校の遠足コースでも
あるので、安全な歩道整備が必要である。

歩道設置 長野県 対策検討中

77 平根小学校 2 横根 県道 草越豊昇佐久線 県道草越豊昇佐久線レンタルスキー付近
交通量が多く、朝夕の通勤ラッシュ時、横根区より県道になかなか
出れません。信号機の取り付けをお願いします。

信号機の設置 警察 佐久市から警察へ要望予定

78 平根小学校 3 横根 市道 5-002 横根511宅裏より平根坂歩道まで 通学路で毎朝30人ほど通う。グリーンベルトを表示ください。 グリーンベルトの設置 佐久市 実施済み

79 平根小学校 4 上平尾 市道 6-032 上平尾地区処理場西
用水の蓋ができないとの回答を得ているので、ソフト面での対応をお
願いしたい。（小学校の通学路）

ソフト面での安全対策 佐久市 対策検討中

80 平根小学校 5 上平尾
荒宿

市道 2-083 栗毛坂
市道栗げ坂に歩道がないため、危ない。グリーンベルトの設置をお
願いします。

グリーンベルトの設置 佐久市 その他（工法検討）
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

①グリーンベルトの設
置

佐久市 本年度実施予定

②減速マーク、ガード
レールの設置

長野県 対策検討中

82 平根小学校 7 上平尾 市道 39-002 上平尾南信号

②上平尾南の信号の南側の歩道のポールが取れている。太いポー
ルに換えてください。一部分ガードレールの設置もお願いします。
子どもの通学路になっており、車が急カーブで曲がってくるので危な
い。

ガードレールの設置 佐久市 次年度以降再要望

83 平根小学校 8 上平尾 市道 6-030
平根小東
三映電子南西交差点外

①３箇所四叉路　交差点有りのマークを設置してください。
②通学路有りの標識（立て看板）を設置してください。

①交差点マークの設
置
②通学路有の看板設
置

佐久市 次年度以降再要望

84 平根小学校 9 紅雲台 市道 7-004 マルベリーハイツ北側の東西道路
平根小学校の通学路となっているが、歩道などもなく、朝夕の通学
時間帯は区民が見守り注意喚起をしている。
道路北側にグリーンベルトを付けてほしい。

グリーンベルトの設置 佐久市 次年度以降再要望

85 東小学校 1 五十貫 市道 4-025 志賀5702-3先市道

当該道路は地権者の協力により、後退線までの確定工事が終了し、
拡幅部に砕石が敷かれている状況となっている。この道路は通学路
であり、側溝もないことから周囲の人家の雨水が路面を流れ、水た
まりのため通行しにくい状況となっていることから側溝の設置と路面
舗装をお願いしたい。

道路拡幅
側溝設置

佐久市 実施済み（舗装）

86 東小学校 2 志賀下宿 市道 40-012 志賀6128東小学校南側の通学路の整備
市道40-12は東小学校東側は歩道が整備されているが、その南側
は狭溢となっており、児童の通学時に自動車通行が多く（児童送迎
用の車）、危険なため、早急に整備されたい。

道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望

87 田口小学校 1 宮代 市道 42-149 田口1358-2先
田口1358-2様宅出入口、田口1359-1宅の出入口用水路の道路壁
面のコンクリートが劣化して崩れている。また、北側道路の舗装の陥
没等があり、新規舗装を要望する。

用水路コンクリート壁
部面部の劣化補修及
び舗装打替え

佐久市 次年度以降再要望

88 田口小学校 2 田口原 市道 42-001 田口4818-5地先

Tの字で、突き当たりの為、駐車場に突っ込んで来る車があり非常に
危険です。歩道もあり、通学路と生活道路でもあり、道路整備をお願
いします。
（車にぶつかりハウスを壊された家あり）

道路整備 佐久市 実施済み

89 田口小学校 3 田口原 42-006 柳澤組付近から下水処理場間
通学路と生活道路の併用の為交通量、人の行き来もあり危険であ
る。継続的に平成28年度同様の施行方法で進めてほしい。

道路改良 佐久市 次年度以降再要望

90 田口小学校 4 下越 市道 44-046 下越488先から476-1先まで市道44-46号線
道幅が狭く通学路としているため何か所か車の待避所を設けてもら
いたい。水路にグレーチングを置いてもらいたい。

通学路で狭隘のため
数か所甲蓋等の設置
による待避所要望

佐久市 次年度以降再要望

81 平根小学校 6 上平尾
市道
県道

6-032、6-030
草越豊昇佐久線

平根小南東

①小学校の通学路です。グリーンベルトの設置をお願いします。
②平根小学校の横を通っている県道佐久豊昇線の通行量が多く、
危険であり、道が曲がりくねっている。通学路でもある。ガードレー
ル・減速マーク等の設置をお願いします。
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
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区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）通学路上の状況・危険の内容
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要望事項
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91 青沼小学校 1 三条 市道 46-013 日向製作所北側道路
グリーンベルトの敷設
付近で水道管敷設工事中のため、当工事実施不可能との回答をい
ただいており了解済み。

グリーンベルトの設置 佐久市 実施済み

92 切原小学校 1 滝 市道 52-001 岩崎交差点

岩崎交差点の横断歩道ですが、見通しが悪く、道幅も狭いため、危
険です。そのため、横断歩道ではなく、その手前の広いところで横断
するようにしています。早急に横断歩道を設置していただきたいで
す。

横断歩道の移設 警察 佐久市から警察へ要望予定

93 切原小学校 2 湯原 市道 48-060
①湯原143付近
②湯原761-2付近

①日影の十字路（見通しが悪い）
②バス停の五叉路（見通しが悪い）

見通しの改善 佐久市 その他（要望内容を確認中）

94 切原小学校 3 湯原新田 市道 50-001 湯原新田、市村鉄工所付近のいわな口

カーブで見通しが悪い。カーブミラーはあるが、寒い朝には霜で白く
なってしまい、危険である。
曇らないカーブミラーというのがあるそうなので、設置し直してほし
い。

カーブミラー交換 佐久市 実施済み

95 切原小学校 4 湯原新田 市道 50-001 湯原トンネル付近、湯原新田側の川
下に川が流れている道路なのに、ガードレールもなく、危険なので、
ガードレールを設置してもらいたい。

ガードレールの設置 佐久市 実施済み

96 切原小学校 5 中小田切 市道 50-004 切原小学校側道
切原小学校脇の道路が幅員1.5mしかなく、通学に危険な状態が続
いていますので、水路に蓋をするか、学校側に広げるかして道路を
広くして頂きたい。

側溝蓋かけ 佐久市 次年度以降再要望

97 切原小学校 6 中小田切 中小田切区内の市道
切原小学校の周辺道路に歩道がないため、車等の運転者に注意を
促したいので、通学路のカラー表示をお願いしたい。

グリーンベルトの設置 佐久市 本年度実施予定（一部実施済み）

98 臼田小学校 1 住吉 市道 54-112 臼田住吉622-18先（コスモ歯科先）

・市道のL型機構の目地が無く基礎部分がガタガタで子どもの通学
路でもあるためとても危険である。
・又、幹線道路の歩車道境界ブロックも目地が無くガタガタで通行時
につまづきそうで危ないので同時に改修して頂きたい。

舗装補修 佐久市 実施済み

99 臼田小学校 2 中荒 市道 54-071 臼田1731-2
佐久甲州街道へ車で出る際、見通しが悪い。学生など自転車で通学
しているので、非常に危険。カーブミラーを設置してほしい。

カーブミラーの設置 佐久市 本年度実施予定

100 臼田小学校 3 下荒 市道 54-058 臼田下荒1709
ミラーの設置。T字路が見通しが悪い。通学路であり危険。電柱にミ
ラーの設置をお願いしたい。

カーブミラーの設置 佐久市 本年度実施予定
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

101 臼田小学校 4 旭ヶ丘 市道 54-092 佐久市臼田2355付近

雨が降ると民家の前に大きな水たまりができ通学・通勤などに支障
になっています。また冬場には凍結し転倒しケガをした小学生もいま
した。
対策として既存の水路につないでほしい。

水路新設 佐久市 実施済み

102 浅科小学校 1 塩名田 市道 55-001 塩名田消防庫前から舟久保入口まで
塩名田消防庫前から舟久保入口までのグリーンベルトをお願いした
い。

グリーンベルトの設置 佐久市 本年度実施予定

103 浅科小学校 2 塩名田
県道
市道

佐久小諸線
59-001

塩名田信号

塩名田信号は街頭指導などでスピードを出しすぎで通過する車や信
号無視の車が多く、危険と何回か指摘されてきました。横断歩道もＡ
方向（東側）から来る子は４つの横断歩道を渡らなければいけない
ので、その分危険が増してしまいます。

歩車分離式の信号の
設置

警察 佐久市から警察へ要望予定

104 浅科小学校 3 駒寄 市道 25-002 御馬寄・駒寄団地北市道57-75号線付近
市道及び通学路にかけて舗装が大きな亀裂と沈み込んで低くなって
雨水が溜まり子ども達や車の通行の妨げになり、危険を感じる。補
修工事をお願いします。

舗装補修 佐久市 本年度実施予定

105 浅科小学校 4 駒寄 市道 56-002
御馬寄・駒寄団地からの通学路、幹線農道
の歩道

降雪後の歩道上の吹き溜まりになった雪の除雪。
雪かきはPTAが行っていますが、その後強風で歩道上に塊となって
人力では困難な際の対応策をお願いします。機械的方法を望む。

除雪 佐久市
その他。
豪雪時以外はPTA等でお願いしま
す。

106 浅科小学校 5 駒寄 市道 25-002等 御馬寄・駒寄団地内及び周辺
団地内交差点及び市道通学路の出入口の車の停止線が薄く消えて
いる為、一時停止しないで走行する車があり、危険なので補修をお
願いしたい。PTAからの要望です。

停止線引き直し 佐久市 本年度実施予定

107 浅科小学校 6 上原 市道 57-001
甲上原～中原間（上原歩道橋から農協方
面）

昨年度も補修していただきました、上原歩道橋から農協方面の通学
路の歩道縁石が傷んでおり、縁石の補修とグレーチングの設置をお
願いします。

縁石の補修 佐久市 本年度実施予定

108 浅科小学校 7 上原 国道 142 甲上原国道142上原歩道橋
上原歩道橋の上部改修、コンクリートブロックが老朽のため、改修を
お願いします。

歩道橋の補修 長野県 対策検討中

109 浅科小学校 8 中原 市道 61-002 甲1001-2、1038-1付近のアンダーパス
地下道の照明をもっと明るくし、舗装をきれいにしてほしい。
・明かりが薄暗く防犯上心配がある。
・雨が降ると水たまりになり、歩きにくい。

地下道の照明改善、
舗装補修

佐久市
実施済み（照明は区で対応済み）
排水ポンプの点検を行い異常なし

110 浅科小学校 9 八幡 市道 58-018 佐久市八幡（大平団地）

道路の拡張工事要望。
小中学生が登下校に使う道路だが、下図一部分のみ道路幅が狭く
（自動車１台がやっと通れるだけの幅）草木が生い茂る時期は見通
しも悪く危険な為拡張工事を要望します。

道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

111 望月小学校 1 金井町 県道 湯沢望月線 望月1516番地付近
池田屋石油望月SS様前の県道湯沢望月線に電柱が設置されてい
るが、通学路である為転倒による人身災害防止として地中化をお願
いします。

電線の地中化 長野県 対策検討中

①カームしらかば付近交差点
②郵便局東側交差点

①②横断歩道の設置 警察 佐久市から警察へ要望予定

③柳澤肉店交差点 ③道路標示の再塗装 佐久市 次年度以降再要望

113 望月小学校 3 御桐谷町 県道 牛鹿望月線 望月770-3付近

旧本牧小学校前バス停付近の横断歩道
歩道が片側にしかなく、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、注意喚起の表示の設置を希望する。

注意看板の設置 佐久市 対策検討中

114 望月小学校 4 御桐谷町 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 佐久市から警察へ要望予定

115 望月小学校 5 茂田井 県道 牛鹿望月線 茂田井入口バス停付近
横断歩道の白線が消えかかっており、自動車からの視認性が低い。
そのため、児童の横断が心配なため、白線の引き直しを要望する。

横断歩道の引き直し 警察 佐久市から警察へ要望予定

116 望月小学校 6 式部 県道 百沢臼田線 佐久市布施2676
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。

注意喚起の看板の設
置

佐久市 看板交付予定

117 望月小学校 7 下之宮 県道 湯沢望月線 高橋-下之宮-比田井 通学時子どもの交通事故が多いため ガードレールの設置等 長野県

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。）

118 望月小学校 8 湯沢 県道 湯沢望月線 佐久市春日2253付近
春日温泉バス停前三叉路。横断歩道の位置が悪く児童の横断が運
転者から見えない。横断歩道の位置の変更を希望する。

横断歩道の位置の変
更

警察 佐久市から警察へ要望予定

119 望月小学校 9 比田井 市道 67-003 協和6081-12番地付近
谷野様宅前の止水バルブ枡にグレーチング50ｃｍ程設置し、止水バ
ルブ枡が通学路に面しているので、ガードパイプで安全確保してい
ただきたい。

グレーチング
ガードパイプの設置

佐久市 実施済み

120 望月小学校 10 比田井 市道 67-003 協和6081-12番地付近
谷野様宅前のU字溝が全て金山方面に向けてグレーチングが設置
されておらず、車のすれ違いにも支障があり加えて通学路でもあり、
安心安全ということで進めて頂きたい。

側溝の蓋かけ 佐久市
本年度工事予定（コンクリート蓋を
設置予定）

市道
67-117
62-105
67-060

道幅が狭く、下校時に児童が左側通行してしまっている。
安全に横断して右側通行ができるよう、郵便局東側とカームしらか
ば隣　野中様宅東側の２箇所に横断歩道の設置を要望
また、柳澤肉店交差点の標示が消えかかっています。非常に危険な
箇所であるので、きれいに塗り直してください。

112 望月小学校 2 昭明町
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

121 望月小学校 11 比田井 市道 67-011 協和6689前
善郷寺、比田井辻の住民又通学路にもなっており、要望箇所の道路
が狭少な部分があり、通行に危険なため拡幅をお願いしたい。

道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望

122 望月小学校 12 比田井 市道 67-003
島屋前横断歩道から比田井公民館へ通じる
道路

道幅が狭いわりに、交通量が多く危険（特に登校時）。
グリーンベルトの設置を要望する。

グリーンベルトの設置 佐久市 本年度実施予定

123 望月小学校 13 比田井
県道
市道

湯沢望月線
67-006

佐久市協和6794-4付近
見通しの良い直線道路のため、スピードを出す車が多い。
下之宮区の児童が横断するため、たいへん危険である。
信号機の新設を希望する。

信号機の設置 警察 佐久市から警察へ要望予定

124 望月小学校 14 協東 国道 142 協和2356-1付近　協和交差点

歩行者用信号青の時間が短く、児童は走って渡っている。歩行者用
青信号の時間を長くする。
あるいは、スクランブル交差点にすることを希望する。
また、グリーンベルトから歩道へのアクセスにも問題。できるだけ安
全な歩行ができるよう道路舗装等を希望する。

信号機の改良 警察 実施済み

125 望月小学校 15 協東 市道 67-059 塩沢リース横の道路から国道に出る付近
塩沢リース横の道路から国道に出る際に車からの見通しが悪く、国
道を歩く児童との接触の可能性があり危険である。
自動車から安全確認ができるようにミラーの設置を要望する。

カーブミラーの設置 佐久市
本年度実施予定（停止指導線を設
置予定）

126 望月小学校 16 協東 市道 67-117
協和信号から高呂区農業生活改善センター
前を通る道路

道幅が細く、見通しも悪いにもかかわらずスピードを出す車が多い。
スピード抑制のため、スクールゾーンの設置を要望する。

スクールゾーン表示の
設置

佐久市
本年度実施予定（スロードライブ標
示、外側線引き直しを予定）

127 望月小学校 17 高呂 県道 雨境望月線 協和　高橋橋東詰信号機
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。児童通学路およびスピー
ド抑制表示の設置を希望する。

児童通学路の表示・ス
ピード抑制表示

長野県
経過観察
（現状は交差点に信号機や照明灯
が設置されているため）

128 望月小学校 18 高呂 県道 雨境望月線 協和　高呂橋付近信号機
信号無視をする大型車が見られる。
小さい信号機なので、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がある。

スピード抑制表示の設
置
（運転者が分かるよう
目に付きやすい表示）

長野県
経過観察
（現状は交差点に信号機や照明灯
が設置されているため）

129 望月小学校 19 高呂 市道 67-068 市道67-068
舗装が傷んでいます。修繕をお願いします。
（通学路になっています。）

道路補修 佐久市 次年度以降再要望

歩道の設置 長野県 対策検討中

横断歩道の設置 警察 佐久市から警察へ要望予定

雨境望月線 協和3150-2付近

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。
また、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。

130 望月小学校 20 大谷地 県道
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

131 浅間中学校 1 西本町 県道 下仁田浅草線 浅間中学校北側道路の歩道

浅間中体育館北側の歩道「のり面」が崩れかけていて、大変危険な
状態。
丸太などで崩落を防いでいるが朽ちかけている。
生徒が安全に通学できなくなる可能性あり至急対策をお願いした
い。

法面補修 長野県 実施済み

132 浅間中学校 2 小田井荒
田

市道 4-003 小田井～下宿
①市道S4-38の舗装が剥がれ、窪地が多く危険である。
②当該道路は、中学生の（自転車）通学道路であり、危険なため補
修をお願いしたい。

道路補修 佐久市 実施済み（緊急対応）

133 浅間中学校 3 横和 県道 小諸中込線
横和県道小諸中込線
ローソン信号から根々井入口まで

区内を通る上記路線は幅員が狭いうえ、歩道もなく通学自転車や車
も多く危険なためグリーンベルトの新設をお願いします。
区間はローソン信号から根々井入口までです。

グリーンベルトの設置 長野県 対策検討中

134 中込中学校 1 三家第二 県道 香坂中込線 正楽寺東
佐久甲州街道三家入口信号～市役所方面に向かう左側の道路フェ
ンスが約30mにわたり損壊しており外観上又、安全上（通学路）早急
に修理をお願い致します。

フェンス補修 長野県 実施済み

135 中込中学校 2 北耕地 市道 33-004 平賀2312-1宅前
用水の点検用グレーチングの周囲のコンクリートが破損しているの
で、補修してください。

集水枡補修 佐久市 実施済み

136 中込中学校 3 北耕地 市道 33-003 中込中学校南側の堤防上の歩道
幅5ｃｍ程度の溝が歩道いっぱいに刻まれており、つまずく恐れがあ
ります。溝をアスファルトで埋めてください。

道路補修 佐久市 実施済み（緊急対応）

137 中込中学校 4 荒家 市道 31-005 平賀　内山川堤防道路2015付近
堤防道路の陥没傷みが激しい。
通学路（中学）であるので、支障ないよう修復願います。（一部済み）

道路補修 佐久市 実施済み

138 中込中学校 5 北口 市道 33-070 平賀2156-1～2094-1
舗装補修工事
中込中学校への通学路にもなっているので、舗装補修工事の継続
をお願いしたい。

道路補修 佐久市 次年度以降再要望

139 東中学校 1 伊勢林 市道 39-002 安原1130-2
車と自転車のすれ違いもできない。
朝夕に自動車の通行が多い。拡幅工事をお願いしたい。

道路拡幅 佐久市 次年度以降再要望

140 臼田中学校 1 下越 市道 44-050 佐久市下越583-2
用水があるにもかかわらずガードレールがなく中学校の通学路でも
あり何人かの生徒が落ちており非常に危険であります。

ガードレールの設置 佐久市 実施済み
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学校別通学路対策一覧表（平成30年度）

番号 学校名
学校毎
番号

区名 道種別 路線名 箇所名 対策（12月）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

141 臼田中学校 2 三条 市道 44-050 日向製作所付近
市による除雪をお願いしたい。
高齢化、対象面積の大きさ、重要度等考慮の結果再検討をお願いし
ます。

除雪 佐久市
その他（地元で対応をお願いした
い）
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