
学校名 点検年度 年度番号 点検路線 住所・箇所 路線状況 対策報告 対策主体 対策状況 対策年 対策月

06村松小 H24 1 0205号線 村松1102-1番地先 交通量が多く，歩道部分が狭い 立哨見守り活動の実施 学校 対策済 H25 8

06村松小 H24 1 0205号線 村松1102-1番地先 交通量が多く，歩道部分が狭い 路面表示の明確化 都市整備課 対策済 H25 8

06村松小 H24 2 2131号線 村松1015-2番地先 変則的な十字路で，一時停止しない車が多い
ラバーポールやゼブラゾーンなどの交通安全施設等
の整備

都市整備課 対策済 H25 2

06村松小 H24 3 0205号線 村松1263-5番地先 交通量が多く，歩道部分が狭い 立哨見守り活動の実施 学校 対策済 H25 3

06村松小 H24 3 0205号線 村松1263-5番地先 交通量が多く，歩道部分が狭い 路面表示の明確化 都市整備課 対策済 H25 3

06村松小 H24 3 0205号線 村松1263-5番地先 交通量が多く，歩道部分が狭い 路面表示の明確化 警察 対策済 H25 3

06村松小 H27 1 0205号線 村松1247-8付近 道幅が狭く交通量が多い見通しの悪いところがある
危険箇所であることを児童に周知し，意識付けをす
る

学校 対策済 H28 3

06村松小 H27 2
0205号線,3092
号線

村松862付近 道幅が狭く，交通量もある見通しの悪い交差点である 危険箇所であることを周知し，意識付けをする 学校 対策済 H28 3

06村松小 H27 2
0205号線,3092
号線

村松862付近 道幅が狭く，交通量もある見通しの悪い交差点である 路面表示の明確化 都市整備課 対策済 H30 3

06村松小 H28 1 建設中の道路 村松1414付近
交差点の見通しが悪いまた，拡幅工事中の道路であり，交
通量の増加が予想される

登校時の立哨指導を続ける 学校 対策済 H28 10

06村松小 H28 1 建設中の道路 村松1414付近
交差点の見通しが悪いまた，拡幅工事中の道路であり，交
通量の増加が予想される

道路完成に向け，担当課（区画整理課）にて押しボ
タン式の信号設置を要望している

その他 対策中 - -

06村松小 H28 2
0205号線

舟石川833付近 登下校時の通行量が多いしかし，道路の幅が狭い 登校時の立哨指導を行う 学校 対策済 H28 10

06村松小 H28 2
0205号線

舟石川833付近 登下校時の通行量が多いしかし，道路の幅が狭い
歩道の整備を計画している
⇒現在，石橋向荒谷台線を整備中

都市整備課 対策中 - -

06村松小 H29 1
0205号線2127号
線

 村松1068-2付近（交差点）
道幅は狭いが，登校時間帯の交通量が多い一時停止の表示
等がないため，児童が横断の際，車が通過し危険である

止まれの路面標示の明確化及び標識の設置箇所の変
更を検討

警察 対策済 H29 12

06村松小 H29 1
0205号線2127号
線

 村松1068-2付近（交差点）
道幅は狭いが，登校時間帯の交通量が多い一時停止の表示
等がないため，児童が横断の際，車が通過し危険である

学校にて立哨指導を続ける
学校にて，登校時に交差点脇の駐車場を横断歩道を
横断する児童の待機場所として使用できるか依頼す
る

学校 対策済 H29 4

06村松小 H29 2 2674号線 村松1414付近
カーブとフェンス，坂道で見通しが悪い道路開通に向け信
号設置を要望

道路開通に向け，信号の設置を要望する。
パトロールを強化する。

警察 対策未定 - -
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06村松小 H30 1 0205号線 舟石川830-1付近
道路の道幅が変化する所で，朝の時間帯にスピードを出し
て通り過ぎる車がある。

立哨指導，自転車の中学生への指導・注意 学校 対策済 H30 -

06村松小 H30 2 2674号線 村松1414付近
現在道路延長等の工事が行われている付近で，道路事情が
時々変わる。坂道で見通しが悪い。

道路工事が進み，カーブによる見通しの悪さは解消
された。引き続き，指導・周知を続ける

学校 対策済 H30 -

06村松小 H30 3 2131号線 村松1516付近
細い十字路で，交差点の見通しが悪い。西側は下り坂に
なっており，車が勢い良く交差点手前まで飛ばしてくるの
で，危険。

下り坂側に停止指導線設置の検討
⇒検討の結果，停止指導線を設置する

都市整備課 対策予定 - -

06村松小 H30 4 0205号線 村松174付近

民家がまばらで，一本道。不審者出没事例あり。毎朝地域
でパトロールを行っている。保護者も児童の登校に付き
添っている。

引き続きパトロールや見守りを依頼 学校 対策済 H30 -

06村松小 H30 4 0205号線 村松174付近

民家がまばらで，一本道。不審者出没事例あり。毎朝地域
でパトロールを行っている。保護者も児童の登校に付き
添っている。

地域ボランティア等への情報提供
防犯教育指導員によるパトロールを実施

環境政策課 対策済 H30 11

06村松小 H30 5 2131号線 村松1523付近
変形十字路。民家の植え込みもあり死角がある。
秋から冬にかけて日没が早い時には児童の下校が不安なと
きがある。

児童へ注意喚起 学校 対策済 H30 -

06村松小 H30 5 2131号線 村松1523付近
変形十字路。民家の植え込みもあり死角がある。
秋から冬にかけて日没が早い時には児童の下校が不安なと
きがある。

地域ボランティア等への情報提供
防犯教育指導員によるパトロールを実施 環境政策課 対策済 30 11

06村松小 R1 1 0103号線 村松889-1付近
道路が狭い上に，朝の通勤の渋滞を避けるために抜け道と
して車が多く通る。通路ぎりぎりまで民家が建ち，児童が
歩くスペースがほとんどない。

地域住民と通学ルートの見直しをしたが、他に適切
なルートなかったため変更せず，見守りの実施及び
児童へ注意喚起。

学校 対策済 R1 -

06村松小 R1 2 2116号線 舟石川駅東2-13付近
朝，東海駅に向かう車の通り道になっており，交通量が多
い。

横断歩道の設置の検討 警察 対策済 R3 3

06村松小 R1 3
0103号線
0205号線

舟石川駅東2-22付近 朝，東海駅に向かう車が多く，交通量が多い。
地域ボランティアへ安全パトロールの見守りを依
頼。

学校 対策済 R1 -

06村松小 R2 1 舟石川８２４付近
付近のヨークベニマル東海店に出入りする車が多く，見通
しが悪いため，ヨークベニマル側の歩道を通行する際に危
険である。

・道の反対側を通すことで，対策をとっている。引
き続き，児童への注意喚起を継続

学校 対策済 R2 -

06村松小 R2 2 村松１３６３－８付近
新規道路建設中，道幅狭く，歩道がない箇所がある。朝夕
の通行量が多く，危険である。

・合同点検後に外側線設置完了
・街灯，防犯灯の設置の検討
   ⇒交差点2箇所に防犯灯を設置完了

区画整理課 対策済 R3 1

06村松小 R2 3 村松７７６付近 付近に人家なく，夜間の通行が心配である。 ・児童への注意喚起を継続 学校 対策済 R2 -

06村松小 R3 1
2674号線
0205号線

村松1247付近
信号のない交差点で，新しい道の開通により優先道路が変
更になり，一時停止しない車両がいる。

信号機設置の要望を行う
⇒R3.9ひたちなか警察署へ要望提出済

都市整備課 対策未定 - -

06村松小 R3 1
2674号線
0205号線

村松1247付近
信号のない交差点で，新しい道の開通により優先道路が変
更になり，一時停止しない車両がいる。

広報とうかいへの一時停止の意識啓発記事の掲載を
検討する

環境政策課 対策予定 - -

06村松小 R3 1
2674号線
0205号線

村松1247付近
信号のない交差点で，新しい道の開通により優先道路が変
更になり，一時停止しない車両がいる。

取締りやパトロールを実施する 警察 対策済 3 -
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06村松小 R3 2 2674号線 村松1252付近
新しい道の開通により交通量が増えたが，児童が待ってい
ても交差点で停止しない車が多い。

信号機設置の要望を引き続き行う
パトロールを強化する

警察 対策未定 - -

06村松小 R3 3 0205号線 東海村村松1102-1付近
緩やかなカーブで下り坂になっているためスピードが出や
すい。減速せず通過する車両が多い。

県道からの入り口に速度規制の標識を設置する 警察 対策済 3 11


