
学校名　　　　　豊川市立牛久保小学校

学校通し
番号 対策（予定）内容 対策（予定）年度

1
豊川市牛久保町大手地内
店舗前T字路

市道
駅からの歩行者や自転車が塀に隠れて見通し
が悪く、出会い頭にぶつかる危険がある。車は
駅方向に一方通行なので問題は少ない。

・継続的な注意喚起

2
豊川市牛久保町城跡地内
駅北側の道の横断歩道

県道
横断歩道が摩耗し、薄く見にくい。車が停まって
くれないことがある。

・横断歩道の補修 平成２８年度

3
豊川市下長山長弥生町地内
保育園南の道路

市道
道幅が狭く、車が通ると接触する危険がある。
車を最徐行するようにさせたい。

・路面標示、外側線書き直し 平成２８年度

4
豊川市牛久保町大手地内
学校西通用門の歩道と道路

市道
狭い道に子どもが出る。時間帯規制はあるが、
南大通りからの車侵入や学校北の道路を通行
する車等との接触が心配である。

・ポストコーン設置
・路面標示、外側線書き直し

平成２８年度

豊川市　通学路の安全点検状況【平成２７年度】 平成２８年１２月７日現在

道路種
別通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容

備　　　　考



学校名　　　　　豊川市立　　中部　小学校

学校通し
番号 対策（予定）内容 対策（予定）年度

1 海見橋南地内　信号の混雑 市道
この信号を利用する児童数が多く、登校時・下
校時に一時的に大変混雑する。

・継続的な注意喚起

2 松久町１丁目地内　店舗南側の市道 市道 少しカーブしていて、先が見えない。 ・ドットマーク設置 平成２８年度

3 校区内の通学路 市道 緑の塗装が少ない ・グリーンベルト設置 次年度以降

4 西塚町１丁目地内　公園南 市道
　信号へ行く際に、道路の歩行帯が狭く危険。
現実的に安全な方法として、横断歩道が無くて
も横切ってしまう児童がいる。

・外側線、ドットマーク設置 平成２８年度

5 西塚３丁目地内　信号西 市道
　横断歩道や信号へ行く際に、道路の歩行帯が
狭く危険。現実的に安全な方法として、横断歩
道が無くても横切ってしまう児童がいる。

・外側線引き直し 平成２８年度

6 明野町１丁目地内　横断歩道 市道
　横断歩道で待っていても、交通量が多く止まら
ない車があり、危険。

・警察による取締強化

7 光明町２丁目地内　交差点 市道 　見にくい交差点。 ・交差点の路面標示設置 平成２８年度

8
中野川町１丁目・明野町２丁目・４丁目地
内　交差点

市道
　一旦停止をしない車が多いと指摘のあった交
差点

・警察による取締強化

9 南大通６丁目地内　学校前の歩道橋 歩道橋
　窪みがあり、児童が足を滑らせると指摘が
あった。

・補修 平成２８年度

10 佐奈川沿いの堤防歩道 堤防上
　桜の木の枝が低いところにあるところがある。
草刈りがされず、見にくい。防犯と草アレルギー
の問題がある。

・草刈りをする 平成２７年度

通学路の危険・要注意箇所
道路種

別 通学路の状況・危険の内容
備　　　　考



学校名　　　　　豊川市立　天王　　小学校

学校通し
番号 対策（予定）内容 対策（予定）年度

1
豊川市西島町地内　神社より東方向の
排水路脇の道路

市道

ふきっさらしで風が強いと排水路に落ちる危険
性がある。今年度に入ってから、落ちた子が二
人。抜け道として速いスピードで通る車もあり、
車を避けた時にも、落ちないか心配。水が多い
時期は非常に危険。

・外側線、カラー舗装設置 平成２８年度

2
豊川市金塚町２丁目地内
アパート前の交差点

市道
店舗駐車場、稲荷口駅に向かう車がスピードを
落とさず通過することがあり、横断が危険。

・路面標示設置 平成２８年度

通学路の危険・要注意箇所
道路種

別 通学路の状況・危険の内容
備　　　　考



学校名　　　　　豊川市立　桜町　小学校

学校通し
番号 対策（予定）内容 対策（予定）年度

1
豊川市小田渕町仲松地内
歩道橋前横断歩道

県道

交通量が非常に多い交差点。横断歩道はある
が、朝夕は交通渋滞がある。国道１号線に出る
車が多い上、旧国道としてスピードを出して走る
車が多い。

・通学路変更 平成２８年度

2
豊川市小田渕町仲松地内
コンビニエンスストア横の横断歩道

県道

交通量が非常に多い交差点。横断歩道はある
が、旧国道としてスピードを出して走る車が多い
ため、横断はかなり危険。交通指導員の方が朝
夕立ってくださるが、いない時が心配である。

・継続的な注意喚起

3
豊川市蔵子二丁目地内
押しボタン式信号付近の交差点

市道
ぬけ道として通行する車が多い。横断歩道を見
落としがち。

・横断歩道書き直し 平成２８年度

4
豊川市蔵子二丁目地内
事業所南交差点

市道
交通量が非常に多い交差点。横断歩道はある
が、スピードを出して走る車が多い。渡るタイミ
ングが難しい。また、グリーンゾーンが狭い。

・ドットマーク設置 平成２８年度

5 豊川市蔵子一丁目地内　信号交差点 市道 歩道と車道の区別がないため、危険。
・ドットマーク設置
・外側線書き直し

平成２８年度

6
豊川市小田渕町卯足地内
アパート横交差点

市道
小田渕駅に向かう市道のため、交通量が多い
上、見通しが悪い。横断歩道なし。

・外側線引き直し 平成２８年度

7 豊川市蔵子一丁目地内　五さ路交差点 市道
見通しが悪く　横断歩道なし。国道へつながる
抜け道のため、スピードを出して走る車が多い。

・交差点マーク、ドットマーク設置 平成２８年度

8 豊川市蔵子一丁目地内　変形交差点 市道
見通しが悪く　横断歩道なし。国道へつながる
抜け道のため、スピードを出して走る車が多い。
渡るタイミングがむずかしい。

・外側線、ドットマーク設置 平成２８年度

9
豊川市蔵子三丁目地内から蔵子三丁目
信号に向かう道路

市道
通学路だということを知らない人が多い。車のス
ピードが速い

・通学路標識がすでにある

10
豊川市小田渕町卯足地内
神社横交差点

市道
見通しが悪く、駅に向かってスピードを出して走
り抜けていく車が多い。横断歩道なし。

・外側線引き直し 平成２８年度

11 豊川市桜町一丁目地内　歩道橋 国道 歩道橋の滑り止めの欠損 ・修繕 平成２８年度

通学路の危険・要注意箇所
道路種

別 通学路の状況・危険の内容
備　　　　考



12 豊川市小田渕七丁目地内 市道

国道と並行して走る抜け道になっていること、環
状線へむかう大型車両が増えたため危険。工
場が多く、路駐の車やトラックをよけるために車
道へでなければならない。

・継続的な注意喚起

13
豊川市小田渕町三丁目地内
鉄道高架下

市道
見通しが悪く、スピードを出して走り抜けていく
車が多い。

・外側線引き直し
・ドットマーク設置

平成２８年度

14 豊川市桜町一丁目地内　国道沿線 国道
大変交通量の国道沿線のい歩道で、大型車の
通行時には特に恐怖感がある。

・ガードレール延長 次年度以降



学校名　　　　　豊川市立　代田小学校

学校通し
番号 対策（予定）内容 対策（予定）年度

1 豊川市諏訪西２丁目地内 県道
粗大ごみが放置され、道路にはみ出していて危
険。倒れそうな大型冷蔵庫やブラウン管テレビ
もある。

・継続的な注意喚起

2 豊川市蔵子６丁目から７丁目 市道 交通量が多いのに歩道がない。 ・グリーンベルト設置 平成２８年度

3 豊川市蔵子６丁目地内 市道 交差点の横に木が茂っていて、車が見えにくい。・カーブミラーの設置 次年度以降

4 豊川市代田町１丁目地内 県道 歩道橋のタイルが浮いていて歩きづらく危険。 ・修理 次年度以降

5 豊川市代田町２丁目地内 市道
ガードレールのすぐ下に川がある。転ぶとガード
レールと地面の隙間から川に落ちる。

・継続的な注意喚起

6 豊川市蔵子５丁目地内 市道 抜け道として通行する車が多く、危険。
・外側線書き直し
・路面標示設置

平成２８年度

7 豊川市諏訪西１丁目地内 市道 壁で交差道路から来る車に気付きにくい。 ・カーブミラー設置 平成２８年度

8
豊川市代田町１丁目地内
コンビニエンスストア南側道路

県道
県道から市道に右折する箇所に標識があり7:00
～8:30まで規制されているが、その標識がわか
りづらい。

・警察取締り

9
豊川市諏訪４丁目地内
市民病院医師公舎南側道路

市道 一方通行の道路なのに、逆走する車がある。 ・警察取締り

通学路の危険・要注意箇所
道路種

別 通学路の状況・危険の内容
備　　　　考


