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1 新井小学校 2月15日
つるやの裏の川
市道　白山町別院線

深い側溝があり流れも速い。危険看板を設置してあるがガードレールが切れて
いるところがある。

市
児童への安全指導
柵の設置等，用水管理
者に相談

2 新井小学校 2月15日
白山町１丁目のロイヤルハイツ脇の小道
市道　白山町ガス供給所線

深い側溝があり流れも速い。危険看板を設置してあるがガードレールが切れて
いるところがある。

市
児童への安全指導
柵の設置等，用水管理
者に相談

3 新井小学校
スクールバス各路線の児童乗降場所付近 積雪時の登下校時間帯の除雪が不十分なときがある。できるだけ速やかな除

雪をお願いしたい。
不都合があった場合，市
教委に連絡

学校からの連絡を受
け，道路管理者に除雪
を依頼

4 斐太北小学校 2月8日
国道１８号乙吉交差点
国道　18号線
主要地方道　上越新井線

交通量が多く，さらに右左折車もあり，児童が横断する際に注意を要する。
※H27夏　確認済　　将来的に立体交差となる予定

国
県

荒天時は，職員及び下
校パトロールによる下校
指導を行う。

登校時，駐在所長によ
るパトロール

見通しが悪くならない
よう，除雪に配慮。（将
来的に立体交差にな
る予定）

5 斐太北小学校 2月8日
旧斐太線から旧食堂「弥生」左折後，青田地区に
向かう道路
市道　青田飛田線

風雪が強い日には，吹きさらしになり視界不良となるため，登下校が危険にな
る。

市
荒天時は，職員及び下
校パトロールによる下校
指導を行う。

下校時，道路が確保さ
れるよう，除雪のまわり
方に配慮するよう業者
に依頼

6 新井南小学校 2月8日
旧長沢小学校横の坂道
市道　長沢平丸線

児童の通学路に雪が崩れる心配あり。 市 児童への安全指導
定期的にパトロールし，
必要に応じ雪庇等除去

7 新井南小学校 2月8日
小原新田から大原新田へ上がる途中のカーブ左
側の壁
主要地方道　飯山斑尾新井線

雪庇があり，児童の通学路に雪が崩れる心配あり。 県 児童への安全指導
定期的にパトロールし，
必要に応じ雪庇等除去

定期的にパトロールし，
必要に応じ雪庇等除去

8 新井北小学校 2月15日
旧国道　柳井田一丁目地内道路　（柳井田公民館
付近)
市道　新井高田線

・交通量が多い。用水路にふたがなく転落の危険がある。
市 児童への安全指導

順次，ふたのしてある部
分を延長していく

9 新井北小学校 2月15日
栗原４丁目２－２６　ハイツアーパ付近の道路
市道　柳井田1号線

・道幅が狭く，用水路に柵やふたがなく転落の危険がある。
※H27夏　確認済　　　ふたの設置　不可

市
児童への安全指導
ふたの設置等，地域に
相談

平成29年度，道路を拡
張する予定

10 新井北小学校 2月15日
国賀1丁目6番10号野口建築前道路
市道　稲塚広島線

・用水路に柵やフタがなく転落の危険がある。
（柵等の設置が難しいのであれば，道路に標示ができないか）

市
児童への安全指導
ふたの設置等，地域に
相談

11 新井北小学校 2月15日
柳井田2丁目踏切付近
市道　柳井田月岡線

・道路と田んぼの段差があり，転落の危険がある。
（道路幅が狭いので，柵は難しいと思う。道路の端に注意を促す標示ができな
いか）

市 児童への安全指導
路肩ポールの設置を検
討

12 新井北小学校 2月15日
月岡2丁目道路
市道　稲塚広島線

・通学路になっており，多くの児童が通るが，道路の幅が狭く，交通事故の危険
がある。
（通学路やスピード落とせ等の表示はあるが，わかりにくい。カラーの道路標示
ができないか。）

市 児童への安全指導 駐在所長による立哨

「通学路注意」，「この
先カーブ　スピード落
せ」の電柱幕を設置し
てあるが，さらに注意を
喚起するため増設を検
討

「速度落せ」，「カーブ注
意」の道路標示　済
今後，道路幅を狭く見せ
る表示等を検討

13 新井中央小学校 2月8日

R292横断地下道入口向かい角地
ひさご屋GS跡地私有地
国道　292号線
市道　美守団地3号線

私有地のため除雪・歩道確保が難しい実態
昨年は少雪だったが，一昨年はとても危険な状況が見られた。
危険な状況の時は，市教委に連絡するようにいわれているが，常時の状況把
握，即時対応も難しい。公的な除雪対象になり得ないのか。

県
市

堆雪の状況を着ながら，
危険と思われる場合は
市に連絡

必要に応じ歩行スペー
スを確保するよう努め
る。

14 新井中央小学校 2月8日

R３０ガード下東側，
ダイセルグラウンド付近横断歩道
主要地方道　新井柿崎線
市道　工場団地線

登校時間と通勤時間が重なり，ダイセル側に強引に曲がろうとする車が多い。
さらに，歩道の角に小屋があり，横断歩道が死角になる。子どもだけでなく，怖
い思いをした歩行者が少なくないらしい。
ガード下の確実な除雪と併せ，危険箇所・対応が必要な箇所として認識・対応し
ていただきたい。

県
市

児童への安全指導
注意喚起の看板の提
供は可能
→注意看板を設置

ボイラー小屋の壁面に
注意喚起の表示の設
置を検討
信号待ちのスペースの
除雪を行う。

15 新井中央小学校 2月8日
クスリのアオキ（旧第一保育園)向かい旧安達自動
車屋根雪庇
市道　警察署諏訪町線

降雪が多いと，屋根の雪庇が通学路上に大きく張り出し,危険。
雪が多い期間は，雪庇の落下から逃れるため，道路の反対側を歩くように指導
してきたが，新しいドラッグストアへの車の出入りも心配。

市
雪庇の状況等を確認し，
必要に応じ市に連絡
児童への安全指導

学校あるいは地域から
連絡があった場合は，
対応

16 新井中央小学校 2月8日
美守2丁目サンコーポラス北側
テニスコート隣の駐車場出入り口付近
市道　美守高御堂西線

駐車場の雪を北側の道路に落とす（盛る？）ため，大雪だと雪の壁が高くなり横
断の際の見通しがとても悪くなる。
サンコーポラス住民への呼びかけが必要ではないか。

市 児童への安全指導
降雪時，状況を確認し
対応

17 新井中央小学校 2月8日
旧吉木小学校校門前，中江用水付近歩道
一般県道　上小沢北条線

歩道脇から用水が崖状になっており，柵等も無く，用水への落下の危険が高
い。
積雪時は特に危険。落下防止のための柵の設置等，検討して欲しい。

県 児童への安全指導

今後，道路を拡張する
計画あり。工事実施ま
での期間、柵の設置等
を検討

合同安全点検箇所一覧表　（平成28年度冬期実施）
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18 新井中央小学校 2月8日
関川橋，新保橋の除雪
主要　地方道新井柿崎線
市道　上新保横町線

一昨年，歩道除雪が不十分で要望。その後は，とてもきれいに除雪していただ
いているが，大雪の際はやや心配。
今後もよろしくお願いいたします。
新保橋付近の排雪上に行き来するトラックにも，通学路付近であることの注意
喚起をお願いしたい。

県
市

引き続き，歩道確保に
努める。

引き続き，歩道確保に
努める。

19 妙高高原北小学校 2月8日
学校前道路　学校から毛祝坂まで
市道　毛祝坂二俣線

歩道がなく道幅が狭い。
児童が歩く道路横の除雪をお願いしたい.

市 児童への安全指導
空家の屋根雪落雪に
ついて総務課に連絡

見通しが良くなるよう，
交差点の角除雪に配慮

20 妙高高原南小学校 2月8日
旧みつわ保育園前の十字路
市道　関川毛祝坂線

排雪場となっているが，子どもの通学路に雪が崩れる心配あり。 市 児童への安全指導
堆雪の仕方を今後改善
状況をみながら適宜排
雪作業を行う。

21 妙高高原南小学校 2月8日
スキー神社入り口の道路（ガソリンスタンド横）
市道　関川毛祝坂線

排雪場となっているが，子どもの通学路に雪が崩れる心配あり。 市 児童への横断指導
状況をみながら適宜排
雪作業を行う。

22 妙高高原南小学校 2月8日
南小学校から関川方面への道路
市道　関川毛祝坂線

歩道除雪がされていないため，登下校時に危険。 市 児童への安全指導
少しでも見通しが良くな
るよう，除雪方法を改善
排雪業者との連携

23 妙高高原南小学校 2月8日

池の平（ランドマーク前）十字路
一般県道　杉野沢二俣線
一般県道　池の平妙高温泉線
市道　池の平温泉南北線

冬季の交通量が多く，信号がないため，横断時に危険
県
市

児童への安全指導

雪が消えたら，横断歩
道の引き直しについて
検討
信号機の設置について
検討→不可

注意喚起の電柱幕，設
置済

24 妙高高原南小学校 2月8日

杉野沢五叉路
主要地方道　妙高高原公園線
一般県道　杉野沢二俣線
市道　杉野沢１４号線

冬季の交通量が多く，信号がないため，横断時に危険
県
市

児童への安全指導
雪が消えたら，横断歩
道の引き直しについて
検討

注意喚起の電柱幕，設
置検討

25 妙高小学校 2月8日
国道１８号から「関・燕入口」を右折した最初の交差
点付近
市道　横町線

用水に蓋も柵もなく，冬場は雪で見えなくなるため，転落の恐れあり。 市 児童への安全指導

住民の理解があれば，
用水にふたをすることは
できる。
→除雪の関係で不可

26 妙高小学校 2月8日
寿町　丸山工務店付近
市道　寿町中通線

倒壊している家屋があり，強風や積雪などで崩れてくる心配あり。 市
廃屋の前は通らないよう
児童への安全指導

廃屋からの落雪への
注意喚起は，総務課と
連携

27 妙高小学校 2月8日
上中村新田　線路沿いの道
市道　関山中村線

用水に蓋も柵もなく，冬場は雪で見えなくなるため，転落の恐れあり。 市 児童への安全指導
柵の設置が可能かどう
か検討（私有地）

28 妙高小学校 2月8日
新栄町　学校から駅へ向かう歩道（関山郵便局側）
一般県道　関山停車場線

歩道がなくなっているため，車道を歩かなければならない。
(反対側を通学路にしているため，現在児童は歩いていない。)

県
通学路は，引き続き歩道
のある側とする。

用地取得の問題があ
り，歩道は設置できな
い。

29
にしき特別支援学
校

2月15日
錦町バス停交差点から学校入り口までの道
市道　白山町三本木新田線

　朝夕の時間帯は，スピードを出して通行している車が多く危険である。　特に
冬場は道幅が狭く，車のすれ違いにも困難な状況が見られる。また，早朝に除
雪が行われると，その後降雪があっても除雪されないこともあり児童の送迎に
支障をきたしている。徒歩通学の生徒（高等部）は，車が来るたびに雪の中によ
けるなど危険な状況である。

市
児童，職員への安全指
導

30
にしき特別支援学
校

2月15日
錦町バス停交差点から総合公園に向かって１００
ｍ程度
市道　白山町三本木新田線

　下校時間になると，新井中生徒を迎えに来る保護者の車が車道に停車をして
いる。迎えの車まで横断歩道以外を渡る生徒も見られる。また，縁石に腰掛け
迎えを待っている生徒もおり，対向車線から車も来るので通行時に危険であ
る。特に冬場は，車道が狭くなり，すれ違いが困難な状況の中で縦列駐車の様
子が見られる。
（新井中学校より保護者へ注意喚起を促していただいているが，まだ同じ現状
である。）

市
児童，職員への安全指
導

新井中学校と連絡を
取り，状況把握と生
徒・保護者への継続的
な注意喚起を依頼す
る
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