
令和３年度通学路・学区内危険箇所改善一覧

№ 小学校区 箇所名 危険な理由・状況 改善要望の内容 対応（経過）

1 富士松北
井ケ谷町下前田
遊歩道

用水路のフェンスに隙間があり、幼児が登
降園時にのぞき込むと用水に転落しそうで
危険である。

フェンスの隙間をなくしてほし
い。

防護柵の設置を行いました。

2 富士松北
井ヶ谷町下前田
井ヶ谷幼児園隣りのマン
ションとの間の用水

幼児園の敷地と、マンションとの境にフェン
スがあるが、一面取り付けがなく、園児が
路側帯を通るときに、車をよけると側溝に
落ちそうになる。

フェンスをとりつけてほしい。 防護柵の設置を行いました。

3 富士松北
井ヶ谷町中前田
愛教大前の交差点付近
の歩道橋

至刈谷方面側の歩道橋の降りた所の歩道
が狭くなっており、出合い頭で自転車との
衝突の危険がある。

歩道を広げてほしい。

当該箇所において歩道拡幅の計画はあ
りません。
自転車利用者に対して注意喚起の看板
と減速を促すために歩道上にポストコー
ンを設置しました。

4 富士松東

東境町松本
郡鉄鋼と岡本精工の間
からイオンタウンの前に
出る道路

両方に高い工場が建っているため、車から
も通行者からも見通しが悪い。朝はぬけ
道、下校時はイオンタウンへの買い物の車
で交通量も多くなっている。

車両に対する注意喚起のた
めの路面表示。

指導停止線で停車時に右側が見えるよ
うカーブミラーの設置をしました。

5 富士松東
東境町昭山
碧海信用金庫東境支店
付近の交差点

住宅が死角を作っており、車や歩行者の
往来が分かりづらい。

ミラーの設置。 カーブミラーを設置しました。

6 富士松南
今川町矢戸
国道1号線下地下道

電灯の数が少なく曇りや雨の日は、うす暗
い。
５基設置されているが、３基しか点灯して
いない。

電灯を増やす、または、明る
くしてほしい。

地下道内の照明については、すべて常
時点灯するよう調整を行いました。

7 富士松南
今川町花岡
富士松中学校北門付近

夜になると暗く、見通しが悪い 街灯の設置。
外灯は設置済みです。
周辺箇所の区画線の引き直しとカラー舗
装の塗りなおしを実施しました。

8 富士松南
今川町山脇
富士松南幼児園の駐車
場西側

駐車場横の空き地に直径２０センチ程の
深い穴が開いおり、子どもの足がはまった
こともある。穴の中にから配線のようなも
のが見えている。

穴をふさぐか、通れないよう
にするためのフェンスなどの
設置。

穴を塞ぎました。

9 かりがね
築地町１丁目
交差点付近

歩道に敷いてある側溝のふたの高さがば
らばらで、危険である。

側溝のふたの整備。
商業施設の乗入れで利用されているた
め、商業施設の管理者と調整を行い修
繕しました。

10 日高
山池町１丁目
刈谷東中学校の西門前

緑のカラー舗装が消えており、車道との境
目が分かりにくくなっている。

グリーン舗装をしてほしい。
（片側）

グリーン舗装を行いました。
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11 小高原
神明町５丁目
刈谷工科高校東側道路

通勤者が多いにもかかわらず、歩道がな
い。神明電業より南側は片側しか色が塗ら
れていない。
デンソーの駐車場がたくさんあり、車が行
き来している。

グリーン舗装をしてほしい。
（両側）

道路改良工事（施工中）と合わせてグ
リーン舗装を行いました。

12 亀城
熊野町５丁目
豊田自動織機社宅西側

建物の塀が高く、曲がり角では対向車の
確認ができないため危険。

カーブミラーの設置。 カーブミラーを設置しました。

13 亀城
八幡町１丁目６８付近の
交差点

一時停止の線が結構手前にあり、見通し
が悪く、斜め後方からの車両が見にくい。

カーブミラーがあるが、小さ
いので、大型に変更していた
だきたい。

大きなサイズのミラーへ変更しました。

14 住吉
高松町１丁目
清池公園南東十字路

住吉小学校から清池公園に向かう時、両
側がブロック塀になっているので、歩行者
にとって見通しが悪い。また、清池公園に
向かって下り坂になっており、スピードが出
やすく、危険である。

車両に対して飛び出しの危
険を注意喚起するための路
面標示。

自転車も車両です。交通ルールを守るよ
うに指導をお願いします。（交差点では、
左右の安全を確認して進入してくださ
い。）
※グリーン舗装については今年対応しま
した。

15 朝日 野田町大脇道付近

県道４８号線沿い、子どもの通学路。ブ
ロック塀が古いお宅があり、地震の際、倒
壊の危険がある。また草が生い茂り、歩道
が狭くなり歩きづらい状態である。

①住民に周知してほしい。
②植栽の剪定してほしい。

①ブロック塀調査を実施したところ、基準
に対して一部不適合の疑いの恐れがあ
ることを確認し、所有者に対して、書面に
よる点検結果を投函し、ブロック塀倒壊
に関する注意喚起を行いました。
②植栽剪定を実施しました。

16 衣浦
御幸町５丁目
都築紙器交差点

自動車停止線の色が薄くなり、見にくくなっ
ている。
児童が横断する箇所であり、停止線に気
づかないドライバーがいて非常に危険であ
る。

ペイントを濃くはっきりとさせ
てほしい。 区画線の再塗装を行いました。

17 衣浦
天王町１丁目
地下道

地下道の天井がはがれており、落下の危
険がある。

地下道の補修。 地下道の補修を行いました。

18 衣浦
松坂町２丁目
歩道橋

歩道橋の階段がめくれていて、子どもが足
をひっかけて転びそうで危ない。

歩道橋の補修。 横断歩道橋の補修を行いました。

19 衣浦
天王町３丁目
衣浦小学校から松坂町
南交差点までの道路

通学路のグリーンベルトや白線が消えて
いて、道路との境目がなく危険である。

グリーンベルトの補修。 グリーン舗装の再塗装を行いました。

20 衣浦
天王町３丁目
衣浦小学校から松坂町
南交差点までの道路

通学路のグリーンベルトや白線が消えて
いて、道路との境目がなく危険である。

白線を引いてほしい。 区画線の再塗装を行いました。

21 双葉
高須町坤
法寿寺前の道路

児童の登校時間帯に交通量の多い道路で
あるにもかかわらず、ガードレールが足り
ない部分がある。県道であるため、相当量
の交通量があり、速度も高いため、危険性
が高い。

ガードレールを設置してほし
い。

ガードパイプを設置しました。
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22 双葉
高須町坤
法寿寺南西の道路

小学生の通学路であり危険である。
側溝のふたがない場所や穴が空いてい
る。道路のアスファルトが欠けている場所
で、児童が側溝に落ちてしまい、怪我をし
た。

児童の通学路のため、側溝
のふたを付けてほしい。

側溝のふたを付けました。

23 小垣江
小垣江町水附２４の交差
点（東側）・小垣江町小道
の横断歩道（西側）

ここで渡らないと小垣江公園まで横断歩道
が無い。南に移動しても東から西に渡る横
断歩道は無い。待機場所のガードレール
も無く角の家が死角となり車が見づらい。
緩やかな下り坂で車のスピードが速いこと
も心配である。

①水附２４付近に横断歩の
設置できれば手押し信号道
をつけるように市に要望す
る。
②①の実施が難しい場合
は、２００ｍ南にある小道の
交差点の東側に横断歩道を
付ける。また北側東から西に
渡れる横断歩道と南側のよ
うに児童が待機しても安全な
ようにガードレールの設置を
要望する。
（優先順位・中）

①隣の交差点に横断歩道があったり、滞
留場所がないことから、横断歩道の設置
は困難です。
②ガードパイプを設置しました。

24 小垣江東
小垣江町蚰ヶ坪
ヤオスズアップティー店
北側の道路

白線が途中から消えており、自動車と歩行
者がぶつかりそうで危険である。

白線の書き足しをお願いした
い。

外側線（白線）を再塗装しました。
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