
学校名　　　　　豊川市立　豊川小学校

道路種
対策（予定）内容 対策（予定）年度

1
豊川市古宿町地内
コンビニエンスストア前

県道
グリーンベルト、学童注意の表示はあるが、ガード
レールがなく、出入り口が広いため十分な減速をしな
いまま出入りする車を多く見かける。

・継続的な注意喚起

2
豊川市豊川町波通地内
公園　北西の四つ角交差点

市道

通勤道路で交通量が多いが、横断歩道だけで信号
機がないため、横断するタイミングが難しく危険であ
る。昨年度より、地域、健全育成の会から信号設置
の要望が出ている。

・信号機の設置 次年度以降

3 豊川市古宿町地内　Ｔ字交差点 市道

ウエ地方面、花井町方面から登校する児童が合流す
る地点だが、横断歩道がなく非常に危険である。地
区の保護者や交通指導を行ってくださっている方々
から横断歩道設置の要望が強い。

・継続的な注意喚起
・横断歩道は区画整理の様子を
見て検討

次年度以降

4 豊川市新宿町市道地内　店舗倉庫付近 市道
通勤路のため交通量が多い。「中央通」方面からの
車が十分な減速をしないことが多く、歩行者ぎりぎり
を車が通行するので危険。

・継続的な注意喚起

豊川市　通学路の安全点検状況　【平成２６年度】 平成２７年１２月１６日現在

備　　　　考
通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容

学校通し
番号



学校名　　　　　豊川市立東部小学校

道路種
対策（予定）内容 対策（予定）年度

1
豊川市大橋町２丁目地内
コンビニエンスストア前の歩道

県道
まだ、開店前だが、コンビニに出入りする車の交通量
が多いことが予想される。歩道と車道の区別がなく危
険。

・継続的な注意喚起

2
豊川市麻生田町前通地内
東名高速道路下トンネル

市道
道幅が狭く、歩道ぎりぎりを車が通行するので危険。
照明が薄暗い。

・ライトの色変更
・カラー舗装設置
・キャッツアイ修理

平成２７年度

3
豊川市麻生田町地内
コインランドリー横の道路

市道
一時停止の規制があるが、「止まれ」の文字が消え
ている。

・路面標示の補修。 平成２７年度

4
豊川市三谷原町宮ノ上地内
神社横の交差点

市道 壁で右側から来る車が見えにくい ・継続的な注意喚起

備　　　　考
通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容

学校通し
番号



学校名　　　　　豊川市立 桜木小学校

道路種
対策（予定）内容 対策（予定）年度

1
豊川市末広通四丁目地内
コンビニエンスストア前の歩道

市道

コンビニ駐車場への自動車の出入りが多い。信号の
ある交差点の角にコンビニがあるため、運転者が子
どもだけに注意をはらうことが十分でなくなる。通学
路の表示が欲しい。

・継続的な注意喚起

2 豊川市美幸町二丁目地内の歩道 市道
交通量が多く、スピードの速い自動車が多い。子ども
たちも十分注意を払って歩いているが、危険である。
通学路の表示が欲しい。

・グリーンベルト設置
・ドットマーク設置

平成２７年度

3
豊川市桜木通二丁目地内
マンション前の歩道

県道
マンション１階の駐車場の出口が狭く見にくいため、
自動車がかなり前に出てから左右の確認をする。見
にくい状態で歩道に前進してくるので、危険である。

・継続的な注意喚起

4
豊川市美幸町地内
曙グラウンド南西角の交差点

市道
交通量が多く、スピードの速い自動車が多い。横断
歩道があるが、渡るタイミングが難しい。

・路面標示設置、補修 平成２７年度

備　　　　考学校通し
番号

通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容



学校名　　　　　豊川市立豊小学校

道路種
対策（予定）内容 対策（予定）年度

1 東豊町１丁目地内　住宅前交差点 市道

狭い道だが登校時車が北・西方向からひっきりなしに通
る。南・北・西３方向から子どもが合流する(35人程)　ので
危険。スクールゾーンの表示はあるが見にくい。どの方向
から歩いて来ても、家などで交差点が見にくい。横断歩道
を作ってほしい。

・外側線の引き直し
・横断始動線設置

平成２７年度

2 東豊３丁目地内　店舗前交差点 市道

朝は４方向から車がひっきりなしに通過する。東西の方向
に表示してある横断歩道が薄くなっている。南方向から来
る車の停止線も消えていて危険。子ども　は、南・北・東方
向から１００人程合流する。

・道路拡張予定

3
豊川市止通地内
事業所近くの交差点

県道

児童は事業所前の交差点信号を西に渡り、そのまましば
らく歩道がない道を左側通行で歩き、横断歩道を渡る。朝
は、非常に多くの車が４方向から走ってきて大変危険。そ
の後、消えかかっている横断歩道まで、左側通行のまま歩
き、横断歩道を東に渡り、歩道のない道を右側通行で歩い
て、店舗の交差点に入る。　交差点に信号機を取り付けれ
ば、事業所前の信号を渡って左側通行をする必要がなくな
り、消えかかった横断歩道を渡る必要もなくなる。右側通
行で、学校に来ることができる。

・信号機の設置。 次年度以降

4
豊川市止通地内
事業所近くの横断歩道

市道 横断歩道の表示が消えている。 ・道路拡張予定

5 大堀町地内　店舗前交差点 市道
交差点にカーブミラーが１つあるが、片側しか見えない。横
断歩道もなく　危険。

・横断歩道設置
・外側線引き直し

平成２７年度

6
本野ヶ原１丁目地内　店舗前
東名本野ヶ原信号北　東名高速道高架下

県道
信号がない交差点。トラックがよく通る道。横断歩道が消
えかかっている　ので、補修してほしい。

・横断歩道補修 平成２７年度

7 本ヶ原１丁目地内　店舗前交差点 市道
青果市場から出てくるトラックがスピードが速く危ない。交
差点を曲がる.。　車がぎりぎりを通過するため、大変危
険。

・継続的な注意喚起

8 本野ヶ原１丁目地内　事業所前交差点 市道
車が見えづらい。来年度以降信号機のない交差点を横切
る家が５軒と増える。　早急に、横断歩道をつけてほしいと
保護者からの訴えもある。

・継続的な注意喚起

9
東名町地内
和通り公園とアパートとの間の交差点

市道
道路に書いてある「止まれ」と横断歩道が消えかかってい
るので、補修してほしい。

・横断歩道等路面標示の補修。 平成２７年度

備　　　　考
通学路の状況・危険の内容

学校通し
番号

通学路の危険・要注意箇所



10 本野ヶ原２丁目地内　店舗前交差点 県道
広い交差点を渡るが、横断歩道や停止線が薄い。車が停
止線を越えて止まり危険。

・横断歩道補修 平成２７年度

11 東豊３丁目地内　店舗前交差点南の歩道 市道
草が茂っていて狭く危険。草を刈るか、歩道を作ってほし
い。

・草を刈る 平成２６年度

12 豊川町ッ遠通地内　店舗前からの道路 市道
通学路が狭い。朝の登校は左に曲がって店舗の交差点に
合流するため左側通行となるが、左側に渡る横断歩道が
ない。スクールゾーンの表示がほしい。

・通学路の変更 次年度以降

13 新豊２丁目地内　店舗南踏切交差点 県道 止まれの道路の表示が消えかかっている。 ・路面標示の補修。 平成２７年度

14 新豊町２丁目地内　店舗前交差点 市道
歩道がないところを歩かなければならないので、横断歩道
を作って歩道側まで渡らせ、歩道を歩かせたい。

・集合場所の変更 平成２７年度

15 豊が丘町地内　店舗横 市道 コンビニができるので、出入りの車が危険。 ・継続的な注意喚起

※１５１号線より以西の豊小校区はH26かH27に、ゾーン３０（制限速度３０ｋｍ）になる方向で進んでいる。



学校名　　　　　豊川市立一宮西部小学校

道路種
対策（予定）内容 対策（予定）年度

1
豊川市一宮町栄地内　保育園角の交差
点

市道
見通しが悪く、交通量が多いので、子どもの負担に
なっている。

・ガードパイプ設置 平成２７年度

2 豊川市一宮町錦地内　洗車場の交差点 市道 「一旦停止（止まれ）」をしない車が多く、危険である。 ・警察の取り締まり

3
豊川市一宮町豊地内　支所裏の横断歩
道

市道
民家の角にある車庫の死角になり、左折する車から
見えないので、非常に危険である。

・歩道の拡張 次年度以降

4
豊川市一宮町泉地内
店舗駐車場横の交差点

市道 交通量が多く、横断するのが危険である。 ・路面標示等書き直し 平成２７年度

5 豊川市一宮町泉地内　公園の脇道 市道
スピードを出した車が通るので、集合時に危険であ
る。

・歩道の拡張 平成２７年度

6 豊川市一宮町泉地内　店舗横Ｔ字路 市道 店の角に木があり、見通しが悪い。 ・継続的な注意喚起

7
豊川市篠田町番匠田地内
寺に向かう交差点

市道
近くに工場が多く、朝夕、通勤の車、大型トラックが通
る。

・横断歩道の設置 次年度以降

8
豊川市西原町五倍子木地内
店舗前の横断歩道

市道 朝夕の交通量が多く、横断が危険である。 ・継続的な注意喚起

9
豊川市西原町岡ノ上地内
事業所横のカーブ

市道
進雄グラウンド方面からの車のスピードがかなり速く
て危険である。

・横断歩道等の補修 平成２７年度

10
豊川市大木町地内
アパート前のＴ字路付近

市道 常時路上駐車が多くて危険である。 ・警察の取り締まり

11
豊川市一宮町錦地内
アパート前の横断歩道

市道 ペンキが消えかけている。 ・横断歩道の補修 平成２７年度

12
豊川市篠田町四ツ家から古井戸までの
道路

県道 歩道がなく、危険である。 ・歩道設置 次年度以降

備　　　　考学校通し
番号

通学路の状況・危険の内容通学路の危険・要注意箇所



学校名　　　　　豊川市立一宮東部小学校

道路種
対策（予定）内容 対策（予定）年度

1 豊川市東上町平松地内　事業所前 県道 交通量が多いにもかかわらず、信号がなくて危険。 ・横断歩道等の補修 平成２７年度

2 豊川市上長山町上ノ平地内 市道

東山は森の中を通っていくため、猿が出没する。道
が狭いため、車が徐行してくれれば良いが、子どもた
ちが止まっているのに、すごい勢いで走行する車が
ある。

・街灯を増設。 次年度以降

3
豊川市東上町権現地内　事業所付近の
道路

市道
子ども達が横断するところ。横断歩道はあるが、信号
はない。

・横断歩道等の補修 平成２７年度

4 豊川市一宮町旭地内　付近の道路 市道
民家の塀が高さ１５０ｃｍほどあり、子どもがかくれて
しまい車でゴミ置き場に来ると、どちらの車でも見え
ない。集合場所に集まる子どもから車が見えない。

・カーブミラーの設置。 次年度以降

5 豊川市江島町後川原地内　信号交差点 県道
車用の信号機しかなく、子どもが車用信号機を見て
横断歩道を渡ることになってしまう。

・歩行者用信号機設置 次年度以降

6
豊川市上長山町宝川地内　保育園前の
歩道

市道

宝川の東西から宝橋に向かう道路がカーブで見通し
が悪いうえ、急な下り坂自動車の速度がでやすく、
ガードレールがあっても危険を感じる。通学路の標識
が色あせや木によって見えにくい。

・砂防指定看板移動
・外側線引き直し

平成２７年度

7
豊川市上長山町東水神平地内
小学校東の道路

市道
急な坂の為、見通しが悪い。通学路の意識が薄いた
めスピードを出す車が多い。

・外側線引き直し
・グリーンベルト、ドットマーク設
置

平成２７年度

備　　　　考
通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容

学校通し
番号



学校名　　　　　豊川市立一宮南部小学校

道路種
対策（予定）内容 対策（予定）年度

1 金沢町金山地内　消防車庫前の横断歩道 県道
朝の通勤時に交通量が多い。駐在さんや交通当番
の保護者が立ってくれているが、危険が多い。

・グリーンベルト、ドットマーク設
置済み

2 豊津町割田地内　店舗前横断歩道 県道 カーブの見通しが悪く、横断するのに危険が伴う。 ・押しボタン式信号の設置 次年度以降

備　　　　考
通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容

学校通し
番号


