
令和3年度通学路交通安全プログラムに基づく危険箇所等（交通・防犯等）一覧

主体（予定） 内容

1 中部小 1
三好町大慈山１丁目１番地
サンアート北

交通 県道 県道和合豊田線 9  人 横断歩道はあるが、信号はない。登校時交通量が多い。 歩行者用の信号機の設置 豊田警察署
警察本部へ歩行者用灯器の設置要望済（令和３年
度）

新規

2 中部小 2 三好町上１０３ 交通 市道 三好中央線(66) 78  人
児童が多く通る場所ではあるが、緑線が薄くなってい
る。

安全の緑線の設置 教育行政課
次年度以降に優先順位を検討したうえで予算の範
囲内でみどり線の設置を検討します。

新規

3 中部小 3 三好町上２６４ 交通 県道 県道豊田知立線 12  人 車道と歩道がなく、ポールがなくて危険。 ポールの設置 県維持管理課 防護柵を設置予定です。 新規◆

4 北部小 1 莇生町東浦(莇生東集合場所付近) 交通 農道 莇生区農道 30  人 深い水路に柵がなく、大雨時は水かさも増して危険 柵の設置
産業課(農業土木)

教育行政課

農道は農業利用を目的に、必要に応じて維持管理
及び改修を農家の費用負担で行っており、農道と
しては柵を設置する予定はないため、学校へは引
き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼し
ます。
なお、通学路標識設置などの代替措置について検
討します。

新規

5 北部小 2
根浦町7丁目清水道公園付近の交差
点

交通 市道 福谷通学線(27) 283  人
児童登校時かなりの交通量があるが、横断歩道、停止線
が消えている

線を引く 豊田警察署 警察本部へ補修依頼済（令和3年8月) 新規

6 北部小 3 旧福谷寺付近Ｙ字交差点 交通 里道 福谷区里道 43  人 通学路につながる道の停止線が消えていている 線を引く 豊田警察署 警察本部へ補修依頼済（令和3年8月) 新規

7 北部小 4 藤和ライト交差点 その他 市道
莇生舟ヶ峪線(28)、落
合辰己山線(233)

188  人
通行児童数が増え、信号の切り替えで児童が渡りきれな
くなっている。

歩行者信号の設置（令和2年6月4日豊田警察署確認
箇所）

①豊田警察署
②防災安全課
③道路河川課

①②③協議の上、要望場所にあっては、R2年度に
歩行者用信号機を警察本部へ具申しました。設置
については順次整備していくため未定です。
また、R2年度に横断歩道開口部への車止めの設置
及び自転車通行帯の削除を行いました。

R1要望済箇所
R2回答済

8 北部小 5 莇生汁田交差点 交通
県道
市道

県道米野木莇生線
莇生舟ヶ峪線(28)

87  人 交差点の歩道に侵入阻止のポールがない ポールの設置 県維持管理課
県道を横断する横断歩道に対し、計4本のポールを
設置予定です。

新規◆

9 北部小 6 三好インター西交差点 交通 県道 県道豊田知立線 66  人 交差点の歩道に侵入阻止のポールがない ポールの設置 県維持管理課 計4本のポールを設置予定です。 新規◆

10 北部小 7 打越新池浦交差点 交通 県道 県道豊田東郷線 6  人 交差点の歩道に侵入阻止のポールがない ポールの設置 県維持管理課 計6本のポールを設置予定です。 新規◆

11 北部小 8 莇生町仲田地内 交通 市道 市道莇生舟ヶ峪線 31  人 交通量が多く歩道もないため危険 ガードパイプなどの設置 教育行政課
ガードパイプ等の設置が困難なため、通学路マー
ク設置などの代替措置を検討します。

新規◆

12 南部小 1 明知町黒山地内 交通 市道 下明知打越線(139) 78  人 交通量が多く、しかもスピードを出す車が多い。 歩道にガードレールの設置
①道路河川課
②教育行政課

道路の維持管理事業として、交差点付近の防護柵
の設置を予定しています。また、路線南側カーブ
区間（南部小2）においては通学路防護柵設置基準
により教育委員会が設置予定です。なお、本対策
工事は令和3年度中に施工予定です。

新規◆

13 南部小 2 明知町黒山地内 交通 市道 下明知打越線(139) 78  人 交通量が多く、しかもスピードを出す車が多い。 歩道にガードレールの設置
①道路河川課
②教育行政課

該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件が
ないため、教育委員会の通学路防護柵設置基準に
より、令和3年度中に施工予定です。

新規◆

14 南部小 3 明知町黒山地内 交通 市道 下明知打越線(139) 78  人
車道のアスファルトの状態が悪いため、雨天時、車の大
量の水しぶきが児童にかかっている。

アスファルトの舗装 道路河川課
令和３年９月議会の補正予算に計上し、年度内の
完了を目標に実施予定です。

新規◆

15 南部小 4 明知町美里地内と二本木地内 交通 市道 下明知打越線(139) 63  人 交通量が多く、しかもスピードを出す車が多い。 歩道にガードレールの設置
①道路河川課
②教育行政課

該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件が
ないため、教育委員会において予算措置を講じた
上で次年度以降に通学路防護柵の設置を検討しま
す。

新規

16 南部小 5 明知町八幡前地内 交通
市道
水路

下明知打越線(139)
明知下区水路

5  人 道路左側にガードレールがない。（田んぼ側） ガードレールの設置（水路部分）
産業課(農業土木)

教育行政課

農道は農業利用を目的に、必要に応じて維持管理
及び改修を農家の費用負担で行っており、農道と
してはガードレールを設置する予定はないため、
学校へは引き続き登下校についての安全指導の徹
底を依頼します。
なお、通学路マーク設置などの代替措置について
検討します。

新規

17 南部小 6 明知町美並地内 交通 農道 明知下区農道 11  人 道幅が狭く、緑線がない。 緑線の設置。 教育行政課 今年度みどり線を設置予定です。 新規

18 南部小 7 明知町今池下地内・平成地内 防犯 市道 今池下流谷線(164) 11  人 民家が少なく、不審者が出る可能性が高い。 防犯カメラの設置。
防災安全課
教育行政課

防犯カメラの設置については、防犯カメラを設置
する行政区に対する補助事業（設置費の5分の4を
市が補助）と合わせて、指定通学路においては教
育委員会による設置についても検討しています。

新規

19 南部小 8 明知町神明東地内・屋浦地内 交通
市道
農道

池田細口線(136)
明知下区農道

15  人 道幅が狭く、緑線がない。 緑線の設置。 教育行政課

一部区間においては今年度みどり線を設置予定で
す。残りの区間については、次年度以降に優先順
位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設
置を検討します。

新規
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20 南部小 9 明知町神明東地内・屋浦地内 防犯
市道
農道

池田細口線(136)
明知下区農道

15  人 民家が少なく、不審者が出る可能性が高い。 防犯カメラの設置。
防災安全課
教育行政課

防犯カメラの設置については、防犯カメラを設置
する行政区に対する補助事業（設置費の5分の4を
市が補助）と合わせて、指定通学路においては教
育委員会による設置についても検討しています。

新規

21 南部小 10 明知町東谷地内 その他 農道 明知上区農道 29  人 道路両側の側溝の蓋がない。また、緑線がない。 側溝の蓋、緑線の設置。
①産業課(農業土木)

②教育行政課

農道は農業利用を目的に、必要に応じて維持管理
及び改修を農家の費用負担で行っており、農道と
しては側溝の蓋を設置する予定がなく、みどり線
は既に近傍に設置されています。学校へは引き続
き登下校についての安全指導の徹底を依頼しま
す。

新規

22 南部小 11 明知町東谷地内 その他
農道
市道

明知上区農道
市道明知郷中線(125)

29  人 道路両側の側溝の蓋がない。また、緑線がない。 側溝の蓋、緑線の設置。
①産業課(農業土木)

②教育行政課

農道は農業利用を目的に、必要に応じて維持管理
及び改修を農家の費用負担で行っており、農道と
しては側溝の蓋を設置する予定がなく、交差点内
はみどり線の設置要件外です。学校へは引き続き
登下校についての安全指導の徹底を依頼します。

新規

23 南部小 12 明知町上屋敷地内 その他 市道 明知郷中線(125) 5  人 道路右側の側溝の蓋がない。 側溝の蓋の設置。 道路河川課
側溝蓋の設置予定はありません。現状でお願いい
たします。学校へは引き続き登下校についての安
全指導の徹底を依頼します。

新規

24 南部小 13 打越町三本松地内 交通 市道 莇生打越線(47) 10  人 緑線が消えている。側溝の蓋が割れている。 緑線の塗り直しと側溝の蓋の修繕。
①道路河川課
②教育行政課

側溝蓋は点検後修繕済み。
みどり線は路線全体としては劣化がみられないた
め、今後の状況を見て必要な時期に予算の範囲内
において修繕を検討します。

新規

25 南部小 14 打越町畔違地内 交通 県道 県道和合豊田線 10  人 ガードレールがない。 ガードレールの設置。 県維持管理課
県から、設置を検討しますが、現時点での優先度
は低いとの回答がありました。学校へは引き続き
登下校についての安全指導の徹底を依頼します。

新規◆

26 南部小 15 打越町畔違地内 交通 農道 打越区農道 36  人 緑線がない。 緑線の設置。 教育行政課

一部区間においては今年度みどり線を設置予定で
す。残りの区間については、次年度以降に優先順
位を検討したうえで予算の範囲内でみどり線の設
置を検討します。

新規

27 南部小 16 打越町西屋敷地内 交通 里道 打越区里道 37  人 緑線がない。 緑線の設置。 教育行政課 今年度みどり線を設置予定です。 新規

28 南部小 17 打越町畔違地内 交通 市道 山伏大日線(100) 73  人 ガードレールがない。 ガードレールの設置。
①道路河川課
②教育行政課

該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件が
ないため、教育委員会において予算措置を講じた
上で次年度以降に通学路防護柵の設置を検討しま
す。

新規◆

29 南部小 18 打越町畔違地内 交通 市道 山伏大日線(100) 73  人 ガードレールがない。 ガードレールの設置
①道路河川課
②教育行政課

該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件が
ないため、教育委員会において予算措置を講じた
上で次年度以降に通学路防護柵の設置を検討しま
す。

新規◆

30 南部小 19 打越町山伏地内 交通 市道 山伏大日線(100) 73  人 ガードレールがない。 ガードレールの設置。
①道路河川課
②教育行政課

該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件が
ないため、教育委員会において予算措置を講じた
上で次年度以降に通学路防護柵の設置を検討しま
す。

新規◆

31 南部小 20 打越町鏡塚地内 交通 市道 山伏大日線(100) 73  人 ガードレールがない。 ガードレールの設置。
①道路河川課
②教育行政課

該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件が
ないため、教育委員会において予算措置を講じた
上で次年度以降に通学路防護柵の設置を検討しま
す。

新規◆

32 南部小 21 打越町下鏡塚地内 交通 市道 明知打越線(134) 133  人 ガードレールがない。 ガードレールの設置。
①道路河川課
②教育行政課

該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件が
ないため、教育委員会の通学路防護柵設置基準に
より必要と認める箇所に限り、次年度以降に予算
の範囲内において設置を検討します。

新規◆

33 南部小 22 打越町九蔵釜地内 交通 市道 明知打越線(134) 151  人 ガードレールがない。 ガードレールの設置。
①道路河川課
②教育行政課

該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件が
ないため、教育委員会の通学路防護柵設置基準に
より必要と認める箇所に限り、次年度以降に予算
の範囲内において設置を検討します。

新規◆

34 南部小 23 明知町山中地内 交通 市道 明知打越線(134) 104  人 カーブの道路に「スピードおとせ」の表示がない。
カーブの道路に「スピードおとせ」の表示を描いて
ほしい。

防災安全課

現地には既に防護柵等の安全対策が整備されてお
り、現状のままでお願いします。学校へは引き続
き登下校についての安全指導の徹底を依頼しま
す。

新規

35 天王小 1

中部2号公園北東側から県道54号線
までの道路
（三好町新屋12原田さん宅～31塚本
さん宅）

交通 里道 新屋区里道 15  人
新しく集合場所が設置され、通学路となった。道幅が狭
く、通勤時間に通り抜ける車も多い。

安全の緑線の設置。
①教育行政課
②学校教育課

近傍にて歩道整備が予定されているため、みどり
線の設置は行いません。歩道整備後に通学路の変
更を依頼していきます。

新規

36 天王小 2

弥栄児童遊園地北側から弥栄北児童
遊園地北側までの道路
（三好町弥栄105-9間瀬さん宅～三
好町弥栄105-6弥栄北児童遊園地）

交通
市道
里道

陣取東山線(93)
新屋区里道

22  人
新しく集合場所が設置され、通学路となった。路側帯の
白線が消えている。

白線の塗り直し。 道路河川課
緊急性と優先度を考慮し、予算の範囲内で検討し
てまいります。

新規
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37 天王小 3

弥栄児童遊園地北側から弥栄北児童
遊園地北側までの道路
（三好町弥栄105-9間瀬さん宅～三
好町弥栄105-6弥栄北児童遊園地）

交通
市道
里道

陣取東山線(93)
新屋区里道

22  人
新しく集合場所が設置され、通学路となった。歩道がな
い。

安全の緑線の設置。 教育行政課
次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の
範囲内でみどり線の設置を検討します。

新規

38 天王小 4

県道153号・東明跨道橋から三好池
に沿う道路
（三好町東山187-6太田さん宅～三
好町東山134-33さん宅）

交通 市道 莇生打越線(47) 29  人
自動車の通行量が多く、スピードも出ている。歩道はあ
るが、縁石のみとなっている。

ガードパイプの設置。
①教育行政課
②学校教育課

該当地は道路管理者としての防護柵の設置要件が
ないため、教育委員会において予算措置を講じた
上で次年度以降に通学路防護柵の設置を検討しま
す。

新規◆

39 天王小 5
三河商事三好営業所前の押しボタン
式信号の東側（三好町新屋41番地北
側～三好町天王７番地までの道路

交通 里道 新屋区里道 15  人
新しく集合場所が設置され、通学路となった。道幅が狭
く、通勤時間に通り抜ける車も多い。

安全の緑線の設置
①教育行政課
②学校教育課

次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の
範囲内でみどり線の設置を検討しますが、要望区
間の一部については、安全上の観点から別路線の
通行を推奨します。現行より安全と思われる路線
があるため、通学路一部変更の検討を依頼しま
す。

新規◆

40 三吉小 1
西一色児童館前からゴトウスバル三
好店まで

交通 市道 大上福田線(112) 7　人

抜け道として車の交通量が多いが、歩道・中央車線のな
い道路のため、大変危険である。グリーンベルトは再設
置してもらったが、該当家庭も大変心配されており、神
明社まで車の送迎をされる家庭もある。

ガードレール等を設置して、歩道としての安全確保
をしてほしい。

①道路河川課
②教育行政課
③学校教育課

該当道路は歩道がなく、ガードパイプ等を設置す
る場合、新たに歩道を築造（用地買収含む）する
必要性があります。現在、歩道築造の予定はな
く、また現行より安全と思われる路線があるた
め、学校へは通学路変更の検討を依頼するととも
に、引き続き登下校についての安全指導の徹底を
依頼します。
なお、通学路マーク設置などの代替措置について
検討します。

新規

41 三吉小 2
福田の魚酔前の交差点から福田歩道
橋を通ってトヨペット前まで

交通
農道
市道

福田区農道
福田通学線(163)

69　人
抜け道として車の交通量が多いが、歩道・中央車線のな
い道路のため、大変危険である。

警察署による定期的な立哨をしてほしい。 豊田警察署
豊田署内にて、地域課、交通課取締係に情報提供
しました。歩行者専用規制は既に実施済です。

新規

42 三吉小 3 下畷交差点 交通
県道
市道

県道豊田知立線
原西山線(148)

118　人
横断歩道を渡る待機スペースの道路側に、車両が突っ込
んできても大丈夫なようにポールの設置をすべき。

横断歩道の県道側も含めて、児童が待機する側に
ポールの設置をお願いしたい。

①県維持管理課
②道路河川課

県道を横断する横断歩道に対し、計4本のポールを
設置予定です。
該当箇所は現在、豊田加茂建設事務所と施工につ
いて協議中です。緊急性と優先度を考慮し予算の
範囲内で検討していきます。

新規◆

43
三好丘

小
1

遊歩道と、下がり松公園に向かう道
路の交差地点（２か所）

交通
防犯

市道 三好丘旭3号線(322) 11  人
遊歩道から一般道を横切るため、左右確認が必要。過去
に児童だ飛び出し、車と接触した。

防犯カメラの設置や警察の巡回を増やしてしてほし
い。

①防災安全課
②豊田警察署
③教育行政課

防犯カメラの設置については、防犯カメラを設置
する行政区に対する補助事業（設置費の5分の4を
市が補助）と合わせて、指定通学路においては教
育委員会による設置についても検討しています。
なお、豊田署内においても、地域課、交通課取締
係に情報提供済です。

新規

44
三好丘

小
2 三好丘緑地駐車場横歩道 交通 市道 三好丘31号線 11  人

歩道を示す緑線が薄くなって歩行者が危険になっている
ことを冨田市議からご助言いただいた。一斉下校だと、
子どもが歩道に一杯になり危険がある。

ガードレールを設置してほしい
①道路河川課
②教育行政課

道路管理者としての防護柵の設置要件がなく、教
育委員会による設置については、現地の幅員が狭
くかえって通行を妨げる恐れがあるため、現在の
ところ設置の予定はありませんので、学校へは引
き続き登下校についての安全指導の徹底を依頼し
ます。
なお、通学路マーク設置などの代替措置について
検討します。

新規◆

45 黒笹小 1
三好丘あおば２丁目高架下付近交差
点

交通 市道
三好丘あおば16号線
(689)

27  人
線路側から児童が歩いてくると、一時停止部に来た車か
ら児童が見にくく認識しづらい。一時停止しない車もい
る。

車道における停止線と停止表示の鮮明化。 豊田警察署 警察本部へ補修依頼済（令和3年8月) 新規

46 黒笹小 2 黒笹いずみ二丁目交差点付近歩道 交通 市道 黒笹三本木線(181) 33  人
交通量が多い車道に面した歩道だが、幅が狭く、ガード
レールがない。

ガードレールの設置。
①道路河川課
②教育行政課

道路管理者としての防護柵の設置要件がなく、教
育委員会の設置基準においても現場の状況から設
置は困難であるため、学校へは引き続き登下校に
ついての安全指導の徹底を依頼します。
なお、通学路マーク設置などの代替措置について
検討します。

新規◆

47 黒笹小 3 馬堤公園付近 交通 市道 黒笹いずみ18号線(612) 8  人 通過車両が多く危険。 安全のみどり線の設置。 教育行政課
次年度以降に、優先順位を検討したうえで予算の
範囲内でみどり線の設置を検討します。

新規


