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学校

（新山小） １－１ ［生・交・災 ］
＜アスレチッククラブ下の歩道＞

＜対策＞

・北保育園下の丁字路について、車歩分離信号への
変更を検討する ［警察］

＜状況・危険の内容＞
・バス停の標識が歩行の妨げになっている。
・石脇北保育園に上る車道の鉄板が滑りやすい。

＜合同点検６月＞



（新山小） １－２ ［生・交・災 ］
＜ジェイマルエーの駐車場＞

＜対策＞

・危険物に近づかないよう指導する。 ［学校］

＜状況・危険の内容＞

・倒れた街灯が放置されたままになっており、触ると危
険である。

＜合同点検６月＞

国道７号



（新山小） １－３ ［生・交・災 ］
＜石脇三吉神社前＞

＜対策＞
・横断歩道の設置を検討する。 ［警察］

・自歩道までの道路が狭く、交通量も多い。自動車の
スピードも出ている。

・自歩道側に渡る際も、横断歩道等がないため危険で
ある。

＜合同点検６月＞

三吉神社



（新山小） １－４ ［生・交・災 ］
＜川口交差点付近の丁字路＞

＜対策＞

・児童に対して、該当箇所を通行する際の交通安全に
ついて指導する。［学校］

＜状況・危険の内容＞

・停止線を越えて一時停止する車が多い。

・公民館側へ曲がる車もスピードを落とさないことが多
いため、丁字路前を通過する歩行者にとって危険。

＜合同点検６月＞

飛鳥大橋

至県立大



（新山小） １－５ ［生・交・災 ］
＜畑谷踏切付近の道路＞

＜対策＞

・注意喚起の看板の設置を検討する。 ［市生活環境］

＜状況・危険の内容＞

・カーブになっていて見通しが悪く、スピードを出す車
も多い。

・横断歩道がないため、横断する際に危険が伴う。

＜合同点検６月＞



（新山小） １－６ ［生・交・災 ］
＜石脇自歩道２号線＞

＜対策＞

・側溝の蓋の交換を検討する。 ［市建設管理］

＜状況・危険の内容＞

・側溝の穴を塞ぐ等、転倒防止のための措置が必要。

＜合同点検６月＞



（鶴舞小） ２－１ ［生・交・災 ］
＜砂子下十字路付近の坂道＞

＜対策＞
・注意喚起の看板設置を検討する。［市生活環境］
・登下校の交通安全について指導を徹底する。［学校］

学校

＜状況・危険の内容＞

・自動車が坂道を下る際にスピードが出やすく、制限速
度を超過した車両もある。

＜合同点検６月＞



（鶴舞小） ２－２ ［生・交・災 ］
＜中堤側の坂道＞

＜対策＞
・登下校の交通安全について指導を徹底する。［学校］

本荘南中

＜状況・危険の内容＞

・自動車が坂道を下る際にスピードが出やすく、制限速
度を超過した車両もある。

＜合同点検６月＞



（鶴舞小） ２－３ ［生・交・災 ］
＜砂子下十字路＞

＜対策＞
・砂子下十字路角の地権者に除草を依頼する。

［市生活環境］

鶴舞小

＜状況・危険の内容＞

・十字路付近に雑草が生い茂っているため、信号待ち
の児童が見えにくい。

＜合同点検６月＞

本荘南中



（尾崎小） ３－１ ［生・交・災 ］
＜本荘街道踏切付近の市道＞

＜状況・危険の内容＞
・着色された歩道の色が薄くなってきている。

＜対策＞

・外側線の引き直しを検討する。 ［市建設管理］

＜合同点検６月＞

尾崎小



（尾崎小） ３－２ ［生・交・災 ］
＜羽後本荘駅前広場・東広場＞

＜状況・危険の内容＞

・工事の進捗状況を把握したい。

＜対策＞

・駅前広場（駅西側）、駅東広場は共にシェルター設置
工事、歩道工事 を行っており、今年度中に全工事完
成予定である。 ［市都市計画］

・工事期間中は、仮設通路を通行することになるが、現
地での誘導や進入対策など安全措置を講じていく。

＜合同点検６月＞



（尾崎小） ３－３ ［生・交・災 ］
＜学校前の通学路＞

＜対策＞

・花畑町側入口の「ゾーン３０」の塗り直しを検討する。

［警察］

・学校前、桜小路の外側線の引き直しを検討する。

［市建設管理］

尾崎小

＜状況・危険の内容＞

・白線がほとんど消えている。

・花畑町側の「ゾーン３０」も消えかかっている。

＜合同点検６月＞



（子吉小） ４－１ ［生・交・災 ］
＜薬師堂字堤下にある用水路＞

＜対策＞

・児童の通学経路を確認し、交通安全について指導す
る。［学校］
・ＰＴＡ校外指導部等と連携して看板設置など対策を検
討する。［学校］

＜状況・危険の内容＞
・転落防止のために、柵や看板等の設置を要望する。

＜合同点検６月＞

学校



（子吉小） ４－２ ［生・交・災 ］
＜藤崎のガード下付近の道路＞

＜対策＞

・横断歩道及び一時停止線を引き直しを検討する。

［警察］

・外側線の引き直しを検討する。 ［市建設管理］

＜状況・危険の内容＞
・横断歩道や一時停止線が薄くなっているため危険で
ある。

＜合同点検６月＞



（子吉小） ４－３ ［生・交・災 ］
＜藤崎から上原に抜ける坂道＞

＜対策＞
・地権者を確認し、竹や樹木の伐採を依頼する

［市教委］

＜状況・危険の内容＞

・道路の両側に竹などの樹木が生い茂っており、薄暗
く歩道にも枝・葉がはみ出ている。

＜合同点検６月＞



（子吉小） ４－４ ［生・交・災 ］
＜国道１０８号線西側＞

＜対策（プロジェクトに伴う整備計画）＞

・国道１０８号西側の拡幅及び歩道の設置工事を進め
る（～Ｒ７予定 薬師堂駅まで）。 ［県］

＜状況・危険の内容＞

・交通量が多い時間帯に横断歩道のある東側への横
断を余儀なくされている児童がいる。

＜合同点検６月＞

本荘東中



（子吉小） ４－５ ［生・交・災 ］
＜（まちづくりプロジェクト関連）＞

＜対策（プロジェクトに伴う整備計画）＞

・国道１０７号と１０８号を接続する新規の道路を建設
する。

・子吉郵便局付近の市道の拡幅等の工事を予定して
いる［市建設管理］

＜状況・危険の内容＞
子吉郵便局付近は狭く、歩道もないため危険である。

＜合同点検６月＞

子吉小



（矢島小） ５－１ ［生・交・災 ］
＜天寿酒造前の横断歩道＞

＜対策＞
・横断歩道の引き直しを検討する。［警察］

矢島小

＜状況・危険の内容＞
横断歩道が薄くなっている。

＜合同点検６月＞



（矢島小） ５－２ ［生・交・災 ］
＜倒壊の恐れがある家屋＞

＜対策＞

・所有者等と連絡対応中 ［市民サービス］

・当該家屋の近くを通行するときは反対側を通行する

ように指導する。 ［学校］

＜状況・危険の内容＞
家が崩れかけ、網で覆っているが、覆いきれていな
い部分からの落下物等が危険である。

＜合同点検６月＞

矢島小



（矢島小） ５－３ ［生・交・災 ］
＜築館交差点の横断歩道＞

＜対策＞

・横断歩道の引き直しを検討する。［警察］

・歩行者用の停止線を路面に標示する。

［市民サービス］

＜状況・危険の内容＞
横断歩道が薄くなっている。

＜合同点検６月＞

国道108号



（矢島小） ５－４ ［生・交・災 ］
＜矢島駅東側の横断歩道＞

＜対策＞
・横断歩道の引き直しを検討する。 ［警察］

＜状況・危険の内容＞
横断歩道が薄くなっている。

＜合同点検６月＞



（矢島小） ５－４ ［生・交・災 ］
＜風月堂から新町までの県道＞

＜対策＞
・外側線の引き直しを検討する。 ［県］

＜状況・危険の内容＞
県道の外側線が薄くなっている（特に風月堂側） 。

＜合同点検６月＞



（岩城小） ６－１ ［生・交・災 ］
＜鶴潟（旧酒の共栄前）の市道＞

＜対策＞

・児童の降車、横断を知らせる注意喚起の看板設置を
検討する。 ［市サ］

＜状況・危険の内容＞

・スクールバスの停留所があるので、道路を横断する
児童が多く、交通量も多い。

＜合同点検６月＞



（岩城小） ６－２ ［生・交・災 ］
＜亀田大町～最上町の通学路＞

＜対策＞
・外側線の引き直しを実施する。 ［産建］

＜状況・危険の内容＞
冬期間は交通量も多い上、歩道がはっきりしない。

＜合同点検６月＞

岩城小



（岩城小） ６－３ ［生・交・災 ］
＜上新谷と勝手バス停付近＞

＜対策＞

・注意喚起のための看板設置を検討する。 ［市サ］

・バス停周辺の環境整備（草刈り等） を順次行う。

［国］

＜状況・危険の内容＞

横断歩道はあるが、白線がはっきりしない。歩行者に
とって見えにくく危険である。

＜合同点検６月＞

羽後交通 バス停



（岩城小） ６－４ ［生・交・災 ］
＜「たんぽぽプラザ」付近の丁字路＞

＜対策＞

・横断歩道の設置を検討する。 ［警察］

・注意喚起の看板設置を検討する。 ［市サ］

＜状況・危険の内容＞

亀田方面と道川方面を行き来する車が多く、横断す
る際に危険である。

＜合同点検６月＞



（西目小） ７－１ ［生・交・災 ］
＜親水公園前の歩道＞

＜対策＞
・親水公園内の芝生に、関係者以外の立ち入りを禁
止する看板等を設置することを検討する。 ［学校］

＜状況・危険の内容＞

休み時間等、多くの子ども達が過ごすため、不審者
対策や安全指導上において危険である。

＜合同点検６月＞

西目小学校



（西目小） ７－２ ［生・交・災 ］
＜消防西目分署前の踏切付近の砂箱＞

＜対策＞
・砂箱を撤去する。 ［県］

＜状況・危険の内容＞

・昨年度、児童が砂箱の角に頭をぶつけて怪我をし
た。砂箱が坂の途中にあるため、角が低学年児童
の頭の位置にあり、危険である。

＜合同点検６月＞

西目小



（西目小） ７－３ ［生・交・災 ］
＜国道７号と県道４３号との交差点＞

＜対策＞
・コメリ側への信号設置を検討する。 ［警察］

＜状況・危険の内容＞

・車両が国道７号から左折した直後に横断歩道がある
ため危険である。

＜合同点検６月＞

西目高校



（鳥海小） ８－１ ［生・交・災 ］
＜ほほえみの里付近の十字路＞

＜対策＞

・横断歩道の引き直しを検討する。 ［警察］

・安全に留意した横断を継続的に指導する。 ［学校］

＜状況・危険の内容＞

・横断歩道の線が消えて見にくくなっている。

・通行する車のスピードが速く、信号機もないことから、
運転者が子どもの横断に気づかない恐れがある。

＜合同点検６月＞



（鳥海小） ８－２ ［生・交・災 ］
＜丸安商店付近の交差点＞

＜対策＞

・変則交差点の解消のための道路工事を実施する。

［産建］

・道路完成後に一時停止の標示を検討する。 ［警察］

・通学時や休日等の安全指導を徹底する。 ［学校］

＜状況・危険の内容＞

・交差点が変則的である上に、交通量も多く、横断する
際危険である。

＜合同点検６月＞



（鳥海小） ８－３ ［生・交・災 ］
＜男鹿内～根子間の国道＞

＜対策＞

・乗降車時の安全指導を徹底する。 ［学校］

・保護者の送迎の協力を依頼する。 ［学校］

・スクールバスの乗降車場所での注意喚起のための看
板か幟旗の設置を検討する。 ［市サ］

＜状況・危険の内容＞

・非常に交通量が多い。

・付近に横断歩道がないため、 スクールバスの乗降車
の際、横断歩道のない道路を横断しなければならない。

＜合同点検６月＞

国道108号線



（東由利小） ９－１ ［生・交・災 ］
＜蔵立寺前横断歩道＞

＜対策＞
・横断歩道の引き直しを検討する。［警察］

＜状況・危険の内容＞
・横断歩道が消えかかっている。

＜合同点検６月＞



（東由利小） ９－２ ［生・交・災 ］
＜宮城薬店付近の横断歩道＞

＜対策＞
・横断歩道の引き直しを検討する。［警察］
・横断歩道付近に注意喚起の看板設置を検討する。

［市サ］
・横断歩道通行時の安全確認を指導する。 ［学校］

＜状況・危険の内容＞
・横断歩道が消えかけている。

＜合同点検６月＞



（東由利小） ９－３ ［生・交・災 ］
＜国道１０７号横渡の丁字路＞

＜対策＞

・横断歩道の引き直しを検討する。 ［警察］

・中学校を通して、横断歩行通行時の安全確認を指導

する。 ［学校］

＜状況・危険の内容＞
・横断歩道が消えかけている。

＜合同点検６月＞



（東由利小） ９－４ ［生・交・災 ］
＜国道１０７号根城橋付近＞

＜対策＞

・横断歩道の引き直しを検討する。 ［警察］

・横断歩道手前に注意喚起の看板設置を検討する。

［市サ］

・中学校を通して、横断歩行通行時の安全確認を指導

する。 ［学校］

＜状況・危険の内容＞
横断歩道が消えかけている。

＜合同点検６月＞



＜状況・危険の内容＞

・路肩の雑草が生い茂っているために、児童は車道側
の狭くなった歩道を歩くことになり、危険である。

・時季によっては、蛇も出現するという訴えが保護者か
ら出されている。

（岩谷小）１０－１ ［生・交・災 ］
＜国105号家畜市場付近の歩道＞

＜対策＞
・ 児童が安全に歩道を通行できるように舗装整備を実
施する。 ［県］

＜合同点検６月＞

国道105号



＜状況・危険の内容＞

・路側帯がなく、徒歩、自転車ともに左側通行を余儀な
くされている。

・交通量も多く非常に危険である。

（本荘東中）１１－１ ［生・交・災 ］
＜二本木の丁字路付近＞

＜合同点検６月＞

本荘東中

＜対策＞
・市道の両側に外側線を引く。 ［市建設管理］
・登校の際は、自転車通学も徒歩通学も左側を通行す
るように指導する。 ［学校］



＜状況・危険の内容＞

・脇道から進入する自動車が歩道の近くで停止する。

・立木による見通しの悪さ。

（岩城中）１２－１ ［生・交・災 ］
＜二古新橋付近の丁字路＞

＜合同点検６月＞

岩城中

＜対策＞
・脇道に停止線（ドットライン）を引くとともに、立木を伐
採することにより、見通しをよくする。 ［市産建］
・注意喚起のための看板を設置する予定。 ［市サ］

停止線
（注意徐行）

立木の伐採


