
点検年度 平成30年度

番号 校　　　区 地　　　区 　地係 タイプ 特筆すべき事柄 対　　処　　担　　当 詳　　　　　　　細 備　　　　　　　考

1 平泉寺小 平泉寺町 赤尾地係 　　　　 その他の危険個所 スノーポールの破損 道路管理者（県） 年度内対応予定

2 平泉寺小 平泉寺町 神野地係 A-2　　ガードレールの破損箇所 道路管理者（県） 対応済み

3 平泉寺小 平泉寺町 神野地係 　　　　 その他の危険個所 柵が倒れている 道路管理者（県） 年度内対応予定

4 平泉寺小 平泉寺町 平泉寺地係 　　　　 その他の危険個所 スノーポールの破損 道路管理者（市） 対応済み

5 成器南小 元町3丁目地係 B-2　　交通規制の要望箇所 止まれ標識がない 勝山警察署 対応済み

6 成器南小 元町3丁目地係 A-2　　ガードレールの破損箇所 道路管理者（市） 対応済み

7 成器南小 元町3丁目地係 B-2　　交通規制の要望箇所 止まれ標識がない 勝山警察署 対応済み

8 成器南小 元町2丁目、3丁目地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道、止まれ標示の薄れ 勝山警察署 年度内対応予定

9 成器南小 若猪野地係 A-4　　見通しが悪い箇所 見通しが悪いＳ字カーブがある 勝山警察署 校内での注意喚起

10 成器南小 北市地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道標示の薄れ 勝山警察署 年度内対応予定

11 成器南小 若猪野地係 A-4　　見通しが悪い箇所 各学校 校内での注意喚起

12 成器南小 旭町1丁目地係 C-1　　交通マナーが悪い箇所 止まれで止まらない車が多い 勝山警察署 取締り強化による注意喚起

13 成器南小 旭町1丁目地係 C-1　　交通マナーが悪い箇所 止まれで止まらない車が多い 勝山警察署 取締り強化による注意喚起

14 成器西小 元町1丁目地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 外側線の薄れ 道路管理者（市） 次年度以降、予算要求して対応予定

15 成器西小 元町1丁目地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道標示の薄れ 勝山警察署 対応済み

16 成器西小 昭和町1丁目地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 外側線の薄れ 道路管理者（市） 次年度以降、予算要求して対応予定

17 成器西小 栄町1丁目地係 A-5　　カーブミラーの向きが悪い箇所 道路管理者以外（市） その他

18 成器西小 芳野町1丁目地係 A-4　　見通しが悪い箇所 各学校 校内での注意喚起

19 成器西小
栄町3丁目、芳野町1丁目、
沢町2丁目、元町1丁目地係

　　　　 その他の危険個所 除雪車が入れず、歩行が困難 道路管理者（市） 次年度以降、予算要求して対応予定 勝山中部中学校の通学路とも重複している

20 村岡小 郡町2丁目地係 C-1　　交通マナーが悪い箇所 時間指定進入禁止道路を進入する車がある 勝山警察署 取締り強化による注意喚起

21 村岡小 郡町3丁目地係 B-2　　交通規制の要望箇所 横断歩道の新設 道路管理者（市） 対応済み
路側を広くする外側線の引き直しを検討する
年度内に対応できない場合は、来年度も順次対応予定

22 村岡小 村岡町 浄土寺地係 　　　　 その他の危険個所 道路の幅員が狭い 各学校 校内での注意喚起

23 村岡小 郡町2丁目地係 　　　　 その他の危険個所 外側線の新設 道路管理者（市） 年度内対応予定 年度内に対応できない場合は、来年度も順次対応予定

24 三室小 遅羽町 新道地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道標示の薄れ 勝山警察署 年度内対応予定

25 三室小 遅羽町 中島地係 A-2　　ガードレールの破損箇所 道路管理者（県） 年度内対応予定

26 三室小 遅羽町 下荒井地係 A-1　　舗装の穴あき箇所や陥没箇所 道路管理者（県） 対応済み

27 三室小 遅羽町 ほうき地係 　　　　 その他の危険個所 スノーポールの破損 道路管理者（県） 対応済み

28 三室小 遅羽町 新道地係 A-1　　舗装の穴あき箇所や陥没箇所 歩道舗装の陥没 道路管理者（市） 対応済み

29 三室小 遅羽町 新道地係 　　　　 その他の危険個所 標識の破損 勝山警察署 対応済み

30 野向小 野向町 龍谷地係 　　　　 その他の危険個所 標識の破損 勝山警察署 対応済み

31 野向小 野向町 龍谷地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道標示の薄れ 勝山警察署 対応済み

32 野向小 野向町 龍谷地係 　　　　 その他の危険個所 路面標示の追加 各学校 校内での注意喚起 保育園の保護者に対しても、徐行・安全運転をお願いする

33 野向小 野向町 龍谷地係 B-2　　交通規制の要望箇所 止まれ標識がない 各学校 校内での注意喚起 保育園の保護者に対しても、徐行・安全運転をお願いする

34 野向小 野向町 龍谷地係 A-4　　見通しが悪い箇所 各学校 校内での注意喚起 保育園の保護者に対しても、徐行・安全運転をお願いする

35 野向小 野向町 龍谷地係 B-2　　交通規制の要望箇所 止まれ標識がない 各学校 校内での注意喚起 保育園の保護者に対しても、徐行・安全運転をお願いする

36 野向小 野向町 龍谷地係 A-5　　カーブミラーの向きが悪い箇所 曲がっている 道路管理者以外（市） 対応済み

37 野向小 野向町 龍谷地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道標示の薄れ 勝山警察署 対応済み

38 野向小 野向町 聖丸地係 　　　　 その他の危険個所 水たまりができる 各学校 校内での注意喚起
道路工事中の箇所であり、工事が完了するまで現状のまま
となる

39 野向小 野向町 聖丸地係 A-1　　舗装の穴あき箇所や陥没箇所 道路管理者（市） 対応済み

40 野向小 野向町 聖丸地係 A-4　　見通しが悪い箇所 注意看板の新設 道路管理者（市） 対応済み 法定外路面標示の追加を検討する

41 野向小 野向町 聖丸、深谷地係 A-4　　見通しが悪い箇所 止まれ標識がない。柵があり見通しが悪い 道路管理者（県） 対応済み

42 野向小 野向町 牛ヶ谷地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 止まれ標示の薄れ 勝山警察署 対応済み

43 野向小 野向町 深谷、薬師神谷地係 　　　　 その他の危険個所 側溝蓋の新設 各学校 校内での注意喚起

44 野向小 野向町 深谷、薬師神谷地係 A-4　　見通しが悪い箇所 横断歩道の新設 各学校 校内での注意喚起 「歩行者・横断者注意」の看板の設置を検討する

45 荒土小 荒土町 北宮地地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道標示の薄れ 勝山警察署 年度内対応予定

46 荒土小 荒土町 伊波地係 A-2　　ガードレールの破損箇所 道路管理者（市） 対応済み

47 荒土小 荒土町 松田地係 A-2　　ガードレールの破損箇所 道路管理者（市） 対応済み

48 荒土小 荒土町 伊波、松田地係 　　　　 その他の危険個所 坂道が危険 道路管理者（県） 次年度以降、予算要求して対応予定

49 荒土小 荒土町 北宮地地係 A-2　　ガードレールの破損箇所 道路管理者（県） 対応済み

50 荒土小 荒土町 伊波地係 B-2　　交通規制の要望箇所 横断歩道の新設 道路管理者（市） 次年度以降、予算要求して対応予定 接道の路側を広くする外側線の引き直しを検討する
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51 鹿谷小 鹿谷町 本郷地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道、止まれ標示の薄れ 勝山警察署 対応済み

52 鹿谷小 鹿谷町 杉俣地係 　　　　 その他の危険個所 水路との段差がある 各学校 校内での注意喚起 通学路から離れており、高低差も小さいため注意喚起で対
応

53 鹿谷小 鹿谷町 北西俣地係 A-7　　転落防止対策が必要な箇所 川に転落する恐れがある 道路管理者（市） 次年度以降、予算要求して対応予定

54 鹿谷小 鹿谷町 北西俣地係 　　　　 その他の危険個所 側溝蓋がない 道路管理者（市） 対応済み

55 北郷小 北郷町 志比原地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 止まれ標示の薄れ 勝山警察署 年度内対応予定

56 北郷小 北郷町 志比原地係 A-1　　舗装の穴あき箇所や陥没箇所 道路管理者（県） 対応済み

57 北郷小 北郷町 東野地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道、止まれ標示の薄れ 勝山警察署 年度内対応予定

58 北郷小 北郷町 東野地係 B-1　　標識の破損箇所 止まれ標識の向きが悪い 勝山警察署 対応済み

59 北郷小 北郷町 東野地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道標示の薄れ 勝山警察署 年度内対応予定

60 北郷小 北郷町 坂東島地係 A-5　　カーブミラーの向きが悪い箇所 道路管理者以外（市） 対応済み

61 勝山南部中 片瀬町地係 C-2　　人通りが少ない箇所 防犯灯の新設 各学校 校内での注意喚起 防犯灯は区で必要に応じて設置している

62 勝山南部中 片瀬地係 B-2　　交通規制の要望箇所 車のスピードが速い 各学校 校内での注意喚起
付近の道路が工事をしており、その迂回路として通行する
車両が多い。工事完了後の状況を確認して、対応を検討す
る63 勝山南部中 旭毛屋地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道、止まれ標示の薄れ 勝山警察署 対応済み 外側線は年度内に対応予定

64 勝山南部中 下高島地係 C-2　　人通りが少ない箇所 防犯灯の新設 各学校 校内での注意喚起 既に防犯灯が設置されていることを確認済み

65 勝山南部中 下高島地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 外側線の薄れ 道路管理者（市） 対応済み

66 勝山南部中 大袋地係 B-2　　交通規制の要望箇所 信号機の新設 各学校 校内での注意喚起

67 勝山南部中 旭毛屋地係 C-2　　人通りが少ない箇所 防犯灯の新設 各学校 校内での注意喚起 防犯灯は区で必要に応じて設置している

68 勝山中部中 郡町1丁目地係 A-4　　見通しが悪い箇所 各学校 校内での注意喚起
交差点部の注意喚起対策は行われているため、校内での
注意喚起で対応

69 勝山中部中 郡町1丁目、2丁目地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 停止線、止まれ標示の薄れ 勝山警察署 年度内対応予定

70 勝山中部中 沢町地係 C-2　　人通りが少ない箇所 防犯灯の新設 各学校 校内での注意喚起 防犯灯は区で必要に応じて設置している

71 勝山中部中
栄町3丁目、芳野町1丁目、
沢町2丁目、元町1丁目地係

　　　　 その他の危険個所 除雪車が入れず、歩行が困難 道路管理者（市） 次年度以降、予算要求して対応予定 成器西小の通学路とも重複している

72 勝山北部中 荒土町 伊波地係 A-1　　舗装の穴あき箇所や陥没箇所 道路管理者（市） 対応済み

73 勝山北部中 鹿谷町 保田出村地係 B-2　　交通規制の要望箇所 各学校 校内での注意喚起

74 勝山北部中 鹿谷町 本郷地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道標示の薄れ 勝山警察署 対応済み

75 勝山北部中 鹿谷町 本郷地係 B-4　　路面表示が薄くなっている箇所 横断歩道標示の薄れ 勝山警察署 対応済み

76 勝山北部中 鹿谷町 檜曽谷、志比原地係 C-2　　人通りが少ない箇所 防犯灯の新設 各学校 校内での注意喚起 防犯灯は区で必要に応じて設置している


