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１．プログラム策定の経過及び目的 

 

 平成２４年４月、京都府亀岡市において通学中の児童が交通事故に巻き込まれるという

事案が発生したことから、国、県の要請を受け、岡谷市では、平成２４年７月に関係機関

による通学路合同点検実施調整会議を開催し、通学路合同点検の実施方針を定め、同月、

各小学校の通学路において関係機関による緊急合同点検を実施しました。 

また、同年１１月には通学路危険箇所対策検討会議を開催し、点検に基づく必要な安全

対策の協議を行いました。 

 その結果を踏まえ、市は平成２５年度から平成２７年度までの３ヶ年に関する対策箇所

を定め年次計画により通学路安全対策事業を進めてまいりました。 

本年度で計画の最終年度となりますが、今後も通学路の安全確保に向けて継続的に取り

組みを進めるため、平成２４年度に実施した通学路緊急合同点検の実施方針を基に、必要

な見直しを行い「岡谷市通学路交通安全プログラム」として策定することといたしました。 

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるよ

う通学路の安全対策を推進してまいります。 

 

 

２．通学路安全対策会議の設置 

 

関係機関の連携を図るため、以下で構成する「通学路安全対策会議」を設置します。 

≪通学路安全対策会議の構成≫ 

・岡谷市教育委員会  ・岡谷市建設水道部   ・岡谷市市民環境部 

・岡谷市小中学校長会 ・岡谷市小中学校教頭会 ・岡谷市小中学校生徒指導推進委員会 

・岡谷市ＰＴＡ連合会  ・岡谷市区長会     ・岡谷警察署 

・国土交通省関東地方整備局長野国道事務所岡谷維持修繕出張所 

・長野県諏訪建設事務所 

 

 

３．取組方針 

 

（１）基本的な考え方 

継続的に通学路の安全を確保するため、今後も関係機関による合同点検を継続して実施

し、点検に基づく安全対策実施後における効果の把握も行い、対策の改善・充実を図りま

す。 

これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っ

ていきます。 
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【通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）合同点検 

①危険箇所の抽出 

・学校は、保護者等の協力を得て通学路の点検を実施し、交通安全の観点から危険があ

ると認められる箇所を抽出し、教育委員会に報告します。 

 

 ②合同点検実施に向けた調整 

・学校からの報告を受けて通学路安全対策会議により、合同点検実施に向けた「特に危

険」または「危険」と思われる箇所等のリストアップなどの調整を行います。 

 

③合同点検の実施 

・教育委員会、学校、保護者、道路管理者、警察等関係者による合同点検を実施し、対

策が必要な箇所を抽出します。 

 

（３）対策の検討 

・合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や

区画線、カラー舗装、ガードレール等の設置などのハード対策や交通規制や学校での

交通安全教育、地域ボランティアによる見守り活動のようなソフト対策など、対策必

要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。 

 

（４）対策の実施 

・対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間が連携し対策を講じます。 

 

 

 

•対策効果の把握•対策の改善／充実

•対策の実施•合同点検実施

•対策の検討

Plan Do

CheckAction
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（５）対策効果の把握 

・合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がって

いるのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、学校

等に意見徴収を行います。 

 また、対策実施後の箇所をホームページ等にて公表し、周知に努めます。 

 

（６）対策の改善・充実 

・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図り 

ます。 

 

４．箇所図、箇所一覧表の公表 

・点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために「対策一覧表」及

び「対策箇所図」を作成し、公表します。 

【別添資料】 

別添 対策一覧表〔平成３１年度～平成３３年度分〕 

別添 対策箇所図〔平成３１年度～平成３３年度分〕 

 



令和元年度～令和３年度の通学路安全対策箇所一覧表

【川岸小学校】

No 住所 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 川岸54号線 岡谷市川岸上二丁目１５番付近 一里塚付近 一時停止線を守らない車がある ゼブラゾーン 岡谷市

2 川岸54号線 岡谷市川岸上二丁目１５番付近 旧道合流点 急坂で上から来る車が見えにくい、一時停止を守らない車がある ゼブラゾーン 岡谷市

3 川岸54号線 岡谷市川岸上三丁目１３番付近 鶴峯公園下 急坂で上から来る車が見えにくい、一時停止を守らない車がある グリーンベルト、ゼブラゾーン、停止指導線、横断歩道検討 警察・岡谷市

4 川岸54号線 岡谷市川岸上三丁目１３番付近 鶴峯公園入口１ 県道からの車が、一方向しか見ていない グリーンベルト、ゼブラゾーン、停止指導線、横断歩道検討 警察・岡谷市

5 川岸54号線 岡谷市川岸上三丁目１３番付近 鶴峯公園横旧道 車が多く歩道もない グリーンベルト、ゼブラゾーン、停止指導線 岡谷市

6 川岸54号線 岡谷市川岸上三丁目１３番付近 鶴峯公園入口２ 対向する車同士がぶつかりそうになることがある グリーンベルト、ゼブラゾーン、停止指導線、横断歩道検討 警察・岡谷市

7 川岸85号線 岡谷市川岸上三丁目６番付近 大滝歯科上Ｔ字路 見通しが悪い Ｔ字マーク、停止指導線、カーブミラー調整 岡谷市

8 川岸85号線 岡谷市川岸上三丁目６番付近 旧しゃぼん反対側の枝線 一時停止線を守らない車がある 停止指導線、カーブミラー撤去 岡谷市

9 19号線(鎌倉街道線) 岡谷市川岸東二丁目６番付近 鎌倉街道志平バス停付近 横断歩道がない グリーンベルト、外側線引き直し、ミラー調整、停止指導線、Ｔ字マーク 岡谷市

10 主要地方道　下諏訪・辰野線 岡谷市川岸中三丁目２番付近 観蛍橋横　横断歩道 橋がカーブしており見通しが悪い 横断標識の調整 警察

11 主要地方道　下諏訪・辰野線 岡谷市川岸東三丁目１５番付近 駒沢天白橋バス停前 岡谷方面への左折車に巻き込まれる恐れがある キングポスト、横断歩道の引き直し 長野県・警察

12 107号線(元街道線) 岡谷市川岸東四丁目３番付近 児童遊園地～県道 児童遊園方面から右折する車が歩行者を見落としやすい 横断歩道の引き直し 警察

13 川岸223号線 岡谷市川岸東四丁目２１番付近 川岸東四～県道 歩道が狭く、車との接触の恐れがある グリーンベルト、外側線 岡谷市

14 川岸241号線 岡谷市川岸東四丁目付近 歩道が狭く、車との接触の恐れがある 外側線、停止指導線 岡谷市

15 主要地方道　下諏訪・辰野線 岡谷市川岸東五丁目付近 新田バス停付近 見通しが悪い 横断歩道標識を辰野側へ移動、横断歩道の引き直し、路面表示の引き直し 長野県・警察

41 主要地方道　下諏訪・辰野線 岡谷市川岸東四丁目２１番付近 岡谷ダイヤ付近 歩道が無く危険 ドットライン、歩行者スペースの確保 長野県

44 19号線(鎌倉街道線) 岡谷市川岸東二丁目７番１９号付近 見通しが悪い 歩道設置、ガードレール設置、ドットライン 岡谷市
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令和元年度～令和３年度の通学路安全対策箇所一覧表

【神明小学校】

No 路線名 住所 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

16 105号線(赤羽根線) 岡谷市赤羽二丁目１番付近 北部中学校正門横増屋佐藤商店前のＴ字路 南方面からくる車を視認しにくい
カーブミラー撤去、グリーンベルト、道路反射鏡へ児童注意表示
Ｔ字マーク、カラー舗装

岡谷市

17 岡谷524号線 岡谷市赤羽二丁目１番付近 大塚酒店西の十字路 車がスピードを落とさず危険
外側線、カーブミラー撤去、横断歩道待ち場路肩舗装
キングポスト、十字マーク、カラー舗装

岡谷市

18 4号線(間下道線) 岡谷市山下町一丁目１３番付近 岡谷小下５叉路 交通量が多く、各方面から車があり危険、見通しが悪い
グリーンベルト、ポストフレックス、外側線、停止指導線
十字マーク、カラー舗装

岡谷市

19 105号線(赤羽根線) 岡谷市神明町三丁目３番付近 中部電力岡谷変電所南側道路 市道幅員が狭く危険 グリーンベルト 岡谷市

45 10号線（十五社通り線） 岡谷市神明町四丁目４番付近 神明保育園付近 交通量が多い、車スピード落とさない カラー舗装、キングポスト設置、ドットライン 岡谷市

46 14号線(横道線) 岡谷市赤羽三丁目１番付近 小口酒店付近 見通し悪い交差点、交通量が多い キングポスト設置、交差点カラー舗装、路面表示 岡谷市

【小井川小学校】

No 路線名 箇所名・住所 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

20 一般県道 岡谷・下諏訪線 岡谷市南宮一丁目６－１７番付近 ６－１７付近歩道脇
常設されている柵が途中から無く仮設バリケードとなっており、転落の危
険がある 柵の設置 長野県

47 115号線(下横道線) 岡谷市加茂町一丁目付近 松本日産㈱北側交差点 公安により規制標識の撤去があったことによる車両の進入が懸念されるため Ｔ字マーク、停止指導線、交差点カラー舗装 岡谷市

【岡谷田中小学校】

No 路線名 住所 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

21 2号線(山の手線) 岡谷市本町二丁目１１番付近 林商店～夕日山団地 横断歩道が狭く、車も多いため危険 グリーンベルト 岡谷市

22 3号線(鳴沢通り線) 岡谷市山下町一丁目１番付近 鳴澤公民館前 側溝に転落する危険がある 甲蓋工 岡谷市

23 32号線(湖岸通り線) 岡谷市湖畔四丁目２・３番付近 湖北自動車整備工場前からヤクルトステーション 交通量が多く、歩道がない 外側線、グリーンベルト 岡谷市

42 主要地方道　岡谷・茅野線 岡谷市本町三・四丁目～天竜町二・三丁目付近 本町交差点～天竜橋交差点
歩道の損傷が目立ち、歩行者の通行に支障がある
丸山橋歩道がすべる

歩道のリフレッシュ 長野県

43 主要地方道　下諏訪・辰野線 本町三丁目付近 本町交差点～本町二・三丁目交差点 歩道の損傷が目立ち、歩行者の通行に支障がある 歩道のリフレッシュ 長野県

48 県道岡谷下諏訪線 岡谷市田中町二丁目２－１付近 田中町１・２丁目交差点 交通量が多く、スピードを落とさない、児童等の通行が多い
県の交差点スクランブル化に伴うインターロッキング舗装、
点字ブロック、道路照明灯設置、縁石切り下げ

長野県
岡谷市

49 県道岡谷茅野線 岡谷市中央町一丁目１０番２０号付近 丸山橋交差点 交通量が多く、スピードを落とさない。歩道に車両が進入する恐れがある 車止め設置 岡谷市

【湊小学校】

No 路線名 住所 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

24 湊131号線 岡谷市湊五丁目付近 旧道 車がスピードを出し、歩道もないため危険 側溝の段差解消、路面表示 長野県

25 106号線(西街道線) 岡谷市湊四丁目２番付近 交差点 複雑な交差点で停止の標識がない、車がスピードを出す 十字マーク、外側線、カラー舗装 岡谷市
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令和元年度～令和３年度の通学路安全対策箇所一覧表

【長地小学校】

No 路線名 住所 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

26 103号線(西堀通り線) 岡谷市長地御所一丁目７番付近 旧小川屋前交差点 交通量が多く、車がスピードを出す ゼブラ、カラー舗装、外側線、ポストフレックス、十字マーク 岡谷市

27 111号線(旧国道西線) 岡谷市長地柴宮三丁目１６番付近 山田電気商会前三叉路 車がスピードを出す、３方向から来るため危険 ゼブラ、カラー舗装、外側線、文字、停止線、Ｔ字マーク 岡谷市

28 14号線(横道線) 岡谷市長地片間町一丁目１１番付近 ウェルハートおかや前の道路 見通しが悪く、道幅が狭い 十字マーク、外側線、停止指導線、カラー舗装 岡谷市

29 長地296号線 岡谷市長地権現町二丁目６番付近 小林酒店 交通量が多く危険な交差点 カラー舗装、十字マーク 岡谷市

30 24号線(東山田西山田線) 岡谷市長地梨久保一丁目３番付近 中村区民センター北交差点 道路が狭く、見通しが悪い ゼブラ、外側線、交差点カラー舗装、十字マーク 岡谷市

31 主要地方道　下諏訪・辰野線 岡谷市長地梨久保二丁目１９番付近 精米所前交差点 交通量が多い キングポスト 長野県

32 24号線(東山田西山田線) 岡谷市長地鎮二丁目１８・１２番付近 十四瀬川沿いの道路 見通しが悪く、道幅も狭い、通勤時間帯は交通量も多い 減速ドット 岡谷市

33 24号線(東山田西山田線) 岡谷市長地鎮二丁目１８・１２番付近 十四瀬川沿いの道路 見通しが悪く、道幅も狭い、通勤時間帯は交通量も多い 減速ドット 岡谷市

34 113号線(長地山の手線) 岡谷市長地梨久保二丁目９番付近 中村団地前交差点 大型車が通り、坂のためスピードも出る、変則４叉路で見通しが悪い ゼブラ、外側線、Ｔ字マーク、カラー舗装 岡谷市

35 長地135号線 長地柴宮三丁目１５番付近 オリンパス西側道路 道幅狭いが交通量が多い、路側帯の白線が消えかかっている。 道路改良、歩道設置 岡谷市

36 長地135号線 長地柴宮三丁目４番付近 長地小学校前信号交差点 車の往来が多く、注意が必要。 交差点改良 国・岡谷市

【上の原小学校】

No 路線名 住所 箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

37 113号線(長地山の手線) 岡谷市長地出早一丁目１番付近 学校山階段を降りた西側交差点 横断歩道の無い場所を児童が横断、交通量が多い 十字マーク、停止指導線、外側線 岡谷市

38 24号線(東山田西山田線) 岡谷市長地出早一丁目１０番付近 春日自動車の横道路 見通しが悪い 外側線引き直し、減速マーク引き直し、Ｔ字マーク、減速ドット、カラー舗装 岡谷市

39 26号線(上の原通り線) 岡谷市長地１７番地付近 市立今井保育園東側 Ｙ字交差点であり車もスピードを出す、歩道も十分でない 外側線引き直し、交差点カラー舗装 岡谷市

40 長地323号線 岡谷市長地出早三丁目６番付近 下諏訪バイパス南側市道 市道幅員が狭く、外側線もないため危険 グリーンベルト、外側線 岡谷市

50 長地283号線 岡谷市長地出早二丁目４番付近 学校西側の斜面 法面から滑り落ちてしまう危険がある ガードレール設置 岡谷市

51 15号線(旧国道通り線) 岡谷市今井7745-1付近 もみじ橋南側旧国道通り交差点 朝夕の交通量が多く、見通しが悪い、交差点部でスピードが速い カラー舗装、Ｔ字マーク、外側線、ポストフレックス、横断指導線 岡谷市

52 22号線(横川東堀線) 岡谷市長地出早一丁目１３番２８号付近 JA横川店北側交差点付近 交通量が多く、見通しが悪い、交差点部でスピードが速い 十字マーク、カラー舗装、外側線、ゼブラ 岡谷市
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