
令和３年度通学路点検　実施報告

要望箇所とその対応

学校 危険箇所の位置・形状 理由 要望先 点検実施の有無 対応

上諏訪小① 諏訪市元町5775-1付近
スピードを出している車が多くカーブが危険・歩道の幅
が狭い

県 ○ 路面標示の改良を検討

上諏訪小② 諏訪市元町5985-イ地蔵寺前横断歩道 下り車線の車がスピードを出してきて止まってくれない 県 資料伝達 -

上諏訪小③ 県道40号線山の神バス停横断歩道
カーブの先に横断歩道があり、車から横断している人に
気づきにくい

県 昨年度点検実施 -

上諏訪小④ 清水１・２丁目信号からエンレイ肉店までの区間
歩道が狭くガードレールもないが、スピードを落とさない
車、大型トラック等の交通量が多い

国 ○ 区画線など路面標示の変更

上諏訪小⑤ 国道20号　赤羽根8-1前横断歩道 カーブで見えないのか横断中に止まらない車がある 国・市 ○ 止まれ文字新設済み（市道側）

上諏訪小⑥ 国道20号/市道　赤羽根6-9エンレイ肉店前 国道からスピードを落とさず進入する車が多い 国 ○ 区画線の調整、ラバーポール設置

上諏訪小⑦ 長野県立諏訪二葉高校前バス停 バス停の横のガードレールがこわれている 県 資料伝達 （9/8　諏訪建設事務所にメール済）

上諏訪小⑧ 長野県立諏訪二葉高校西側石垣 崩れた場合逃げ場がない その他 高校敷地内 高校へ伝達

上諏訪小⑧ 長野県立諏訪二葉高校西側擁壁 地震や大雨などの災害時、崩落の恐れがある その他 高校敷地内 高校へ伝達

上諏訪小⑧ 長野県立諏訪二葉高校西側道路
道幅が狭い道が続く。地震の際、ガラスなどが落ちてこ
ないか心配

その他 高校敷地内 高校へ伝達

上諏訪小⑨ 諏訪市岡村2-5-7付近側溝 側溝は深く、流れも速い。ふたや網がかけていない 市町村 資料伝達 児童生徒への注意喚起

上諏訪小⑩ 諏訪市諏訪1-10-9　NTT南側道路
歩道が狭く、側溝のふたが崩れそうで車道に出て歩くこ
とがある

市町村 資料伝達 外側線の補修

上諏訪小⑪ 諏訪市諏訪1-6-5前横断歩道
カーブで車が見えにくい。朝の忙しい時間など、止まる
車が少ない

市町村 ○ ラバーポール設置検討

上諏訪小⑫ 諏訪市立片羽保育園前横断歩道 スピードを出している車が多く危険 市町村 ○ 路面標示の補修検討

上諏訪小⑬ 諏訪市諏訪1-12-14　付近一帯 張り出した軒や看板等落下の危険がある 市町村 民地内 区に注意喚起依頼

上諏訪小⑭ 諏訪市諏訪1-16-4先交差点
旧道から国道への抜け道になっており、スピードを出し
て通る車がある

市町村 ○ 児童生徒への注意喚起

上諏訪小⑮ 諏訪市諏訪2-16-25付近道路 道幅狭く、側溝にふたなし 市町村 資料伝達 -

上諏訪小⑯ 1-11号線　元町～湯の脇一帯 追い越し車両があり、危険を感じる 市町村 ○
構造物の設置が困難な路線であるた
め、車道に出るような通行をしないよう
に注意喚起

上諏訪小⑰ 諏訪市湯の脇2-6-14　あおぞら薬局前
あおぞら薬局前を横断するが旧道から国道へと抜けて
いく車が多い

市町村 昨年度点検実施 注意喚起標識検討



学校 危険箇所の位置・形状 理由 要望先 点検実施の有無 対応

上諏訪小⑱ エプソン情報科学専門学校前道路
車もなかなかスピードを落とさない。子どもがいても止ま
らない

市町村 ○ 外側線の補修、ストップマーク等対応済

上諏訪小⑲ 諏訪市大和3-13-2知久酒店前カーブミラー 知久酒店の前が死角になるので危険 市町村 ○
現状問題なし。ミラーは遠方を映す必要
があるため、ミラー確認だけでなく目視
確認もお願いします。

上諏訪小⑳ 旧諏訪市立城北小学校付近 １４日の大雨でアスファルトがはがれたと思われる 市町村 資料伝達 舗装修繕

上諏訪小㉑ 大和公民館前交差点カーブミラー カーブミラーの上段が変な方を向いている 市町村 資料伝達
現状問題なし。（2面とも右方の遠近確
認用）

上諏訪小㉒ 諏訪市立上諏訪小学校駐車場前の歩道 １か所陥没している 市町村 資料伝達 舗装修繕

上諏訪小㉓ 諏訪市立上諏訪中学校正門前の坂 車がスピードを落とさない 市町村 ○ 外側線、グリーンベルトの補修

上諏訪小㉔ 国道20号清水1・2丁目交差点の信号機
信号が赤に変わるのが早く、青になると子どもが走って
渡る

その他 資料伝達 児童生徒への注意喚起

上諏訪小㉕ 中部電力上諏訪変電所付近のY字路
道幅が狭く、横断前後の待機場所が危険で横断歩道が
目立たない

市町村 ○ 外側線の補修・改良済み

上諏訪小㉖ 諏訪市諏訪二丁目9941番地付近 横断歩道や三角標識があるがわかりにくい 市町村 資料伝達 横断歩道標識のフラッシュ化検討

城南小① 諏訪市高島1-1-13付近　城裏二の橋
交通量が多い。橋の片側にしかきちんとした歩道がな
く、車道ぎりぎりを歩く。多くの人が歩道のないところを横
断

市町村・その他 ○ 横断歩道の移設を検討、ポール設置

城南小②-1 城南1・2丁目信号機から、城南1-2623-1付近道路
通学時間帯に、通勤利用者の車が裏道として使用する
ことがあり交通量が増える

市町村 ○ 外側線の補修済み

城南小②-2
点滅信号付近城南1・2信号機から建設会館まで３箇
所

裏道として使用する車が多い。見通しが悪い 市町村 ○ 止まれ文字、徐行文字の補修済み

城南小②-3 城南２の橋、柳ノ宮橋、宮ノ免橋の道路
子供たちは路側帯を通行するが途中カマボコ型の橋も
あり、見通しも悪い

市町村 ○ グリーンベルト検討

城南小②-4 西友城南店前の交差点
交通量多い。横断歩道はあるが渋滞する車で反対車線
から歩行者が見えない

県・その他 ○
警察のパトロール、横断歩道標識のフ
ラッシュ化

城南小③ 市道柳並線の交差点 信号がなく、一旦停止の十字路で危険。車も多い 市町村 ○ -

城南小④ 城南1・2丁目信号機からスワテック建設本社間道路
大型車が通る。みどり区の上河内行きは３０ｋｍ制限だ
が、城南地域は制限がない

市町村・その他 ○
ゾーン30、グリーンベルト検討（地元区
の同意が必要）

城南小⑤ 県道50号島崎川横にあるミヤキ美容室前横断歩道 信号機がない横断歩道 県・市町村 昨年度点検実施 -

城南小⑥ 諏訪市上川2-2568-3付近用水路
水深が深い用水路であるが、水面がむき出しになって
いる箇所がある

市町村 昨年度点検実施 -

城南小⑦ 市道23255号線と県道487号線の六斗橋交差点 過去に交通事故発生。通行量が多い 県・市町村 資料伝達 -

城南小⑧ 諏訪市杉菜池1758-1　古畑石油前 交通量が多い。車の出入りがある 市町村 別途個別対応 注意喚起標識設置済み



学校 危険箇所の位置・形状 理由 要望先 点検実施の有無 対応

城南小⑨ 諏訪市小和田14-22付近交差点
交通量が多く、スピード速い。年に一度くらい、交差点で
事故発生。見通しが悪く、危険

市町村 資料伝達 路面標示補修検討

城南小⑩ 諏訪市渋崎1721前交差点
横断歩道が狭く、道がカーブしており、車から児童が見
えにくい

市町村 ○ 横断旗の設置

城南小⑪ 諏訪市湖岸通り5-19-11清水眼科付近カーブ
一方通行でスピードを出す車も多い。カーブ部分はガー
ドレールもなく、見通しも悪い

市町村 別途点検済 児童生徒への注意喚起

城南小⑫ 諏訪市城南1-2653-3前道路
橋に向かって坂となっている。見通し悪いが車のスピー
ドも速い

市町村 ○ 止まれ文字補修、グリーンベルト検討

城南小⑬ 諏訪市高島3-1279-1前道路
長い区間歩道が狭い。南側に建物があり、積雪時は凍
り付き、端に除雪の雪がたまり危険

市町村 ○ 側溝を改修中、外側線の補修検討

城南小⑭-1 諏訪市上川2-2122-1　クスリのアオキ前横断歩道 見通しがよく、車の速度が上がりやすい。交通量も多い 県 ○ 城南小②-4と同じ箇所

城南小⑭-2 諏訪市高島4-2720-1付近道路
点滅信号で、過去に自転車に乗った高校生の死亡事故
があった

市町村 ○ 城南小②-2と同じ箇所

城南小⑮ 諏訪市高島1-11-16付近横断歩道
建物の死角で、一旦停止の車に気づかれにくい。県外
車などは、一旦停止を守らないことがある

市町村 資料伝達 警察のパトロール

城南小⑯ 衣之渡川の橋（小和田南2-6宮坂接骨院の所）
橋の幅が狭く、カーブしている橋のため、車のスピードも
速いので歩行していると危ない

市町村 個別対応 外側線の補修

城南小⑰ 諏訪市上川2-2164-2前道路
道幅が狭く、自動車のすれ違いができない。裏道として
使用する車が多い

市町村 資料伝達 -

城南小⑱ 渋崎橋
橋の歩行（特に雨の後の川の増水時）や、道路横断に
注意が必要

市町村 資料伝達 児童生徒への注意喚起

城南小⑲ 諏訪市渋崎1799-16前道路 道幅が狭く、スピードを出す車も多く危険 市町村 ○ 路面標示の補修

城南小⑳ 諏訪市高島3-1321-1長野日報社付近T字路
民家の塀があり、文化センター方面から来る車がわかり
づらい。

市町村 資料伝達 -

城南小㉑ 諏訪市高島1-8-23付近歩道
道路が鍵の手になっており、歩道が狭い。一方通行で
車のスピードが出る。死亡事故も起きている

市町村 資料伝達 ラバーポール設置、グリーンベルト検討

城南小㉒ 市道中浜2号線交差点
横断歩道の両側に設置されている横断時の旗が片側
に集中していたりして、常に使用できない

市町村 ○
横断旗が使用できない場合は、ハンド
サイン（挙手）をして横断してください。

城南小㉓ 弁天橋 橋幅が狭く、交通量も多く危険 市町村 個別対応 外側線の補修

城南小㉔ 諏訪市高島三丁目1323番地付近 道路舗装が中途半端であり実際の歩行スペースが狭い 市町村 資料伝達 歩道設置予定

四賀小① 諏訪市四賀3213付近 見通しが悪く特に下校時児童が飛び出しやすい その他 学校へ注意喚起依頼 -

四賀小② 県道神宮寺諏訪線　四賀822付近
自動車の往来が多く危険。車止めはあるが歩道に乗り
上げ突っ込まれる可能性がある

県 ○ ラバーポール設置検討

四賀小③
諏訪市四賀4370-1付近　桑原屯所から仏法寺への通
学路

桑原内では交通量が多い。坂道でもあり通学の際に児
童と車が接触しないか心配

その他 学校へ注意喚起依頼 -

四賀小④ 諏訪市四賀792小平楽器東側線路下トンネル
通学時間帯勢いよく車両が通過し、児童の逃げ場がな
い。過去に接触事例あり

その他 資料伝達 -



学校 危険箇所の位置・形状 理由 要望先 点検実施の有無 対応

四賀小⑤ 聖ヨゼフ保育園諏訪南側の十字路交差点 通学時間帯、一時停止を無視する車両が多い 市町村 ○ 止まれ文字新設済み

四賀小⑥ 諏訪市四賀2032付近　県道神宮寺諏訪線横断歩道 交通量の多い道路を児童が集団で横断する 県 ○ 歩道の切り下げ（待ち場確保）検討

四賀小⑦ 諏訪市沖田町1-133-1　アイフルホーム横横断歩道
国道20号に通じる道路で、交通量がとても多い※R2年
度飛び出しで自動車と接触事故あり

市町村 ○
樹木を切り交差点の見通しを良くする、
街灯設置済

四賀小⑧ 四賀南神戸交差点 通勤時間と通学時間が同じなので朝は特に危ない その他 ○
横断歩道の補修、信号のタイミング調
整

四賀小⑨ 諏訪市四賀2769付近　線路横立入禁止用フェンス 線路横フェンスはあるが、フェンス横から入れる状態 その他 昨年度点検実施
R2年にJRで木の杭から金網フェンスに
改良済。児童生徒への注意喚起

四賀小⑩ 諏訪市四賀旧道　赤羽根～武津の区間
国道20号線の迂回路となっておりスピードを出して走り
抜ける車が多い

市町村 資料伝達 ラバーポール設置済み（武津区内）

四賀小⑪ 諏訪市四賀69-1 水路に落ちる危険あり 市町村 昨年度点検実施 転落防止柵設置検討

四賀小⑫ 諏訪市四賀46-6　マルコ自動車の壁 倒壊の危険あり その他 昨年度点検実施 児童生徒への注意喚起

四賀小⑬ 諏訪市四賀1164先　白狐橋
歩道がない
道幅もとても狭く危険

市町村 資料伝達 児童生徒への注意喚起

四賀小⑭ 諏訪市四賀旧道　細久保～普門寺の区間 交通量が多く道幅も狭い 市町村 ○ グリーンベルト検討

四賀小⑮ 県道神宮寺線と市道46009号線交差点の横断歩道
雨天時に横断歩道部分に水たまりができ、車両の水は
ねで児童が濡れてしまうことが度々発生

県 ○ 四賀小⑥と同じ箇所

四賀小⑯ 神戸公民館と火橙公園の間
横断歩道がないので危険※R2年度　旧道にて児童と自
動車の接触事故あり

市町村 ○ 児童生徒への注意喚起

四賀小⑰ 諏訪市四賀6344普門寺温泉前T字路 止まれの字が消えかかっている その他・市町村 資料伝達 停止線、止まれ文字補修済み

四賀小⑱ 普門寺旧道と県道霧ヶ峰入口信号付近 用水路があり児童が落ちる危険 市町村 資料伝達 側溝改良済み

四賀小⑲ 霧ヶ峰入口信号
下校時信号待ちが危険
ポールが破壊されて斜めになっている

県 資料伝達 -

四賀小⑳ 四賀普門寺交差点より武津方面の歩道 白線のみで歩道が狭すぎる 国 資料伝達 -

四賀小㉑ 諏訪市大字四賀503-3　白狐公園西 見通しが悪く、危険 市町村 昨年度点検実施 ミラー設置済

四賀小㉒ 諏訪市大字四賀423-1　付近旧道（四賀保育園付近）
草により路側帯が狭くなっている。舗装がない箇所があ
る

市町村 昨年度点検実施 児童生徒への注意喚起

豊田小① 諏訪市豊田1328-3付近 車がスピードを落とさない、道幅が狭い場所もある 市町村 ○ 路側帯の拡幅（地区の同意が必要）

豊田小② 宮川橋～鴨池川橋の歩道
路面の凹凸がひどく、路面が凍結や圧雪時は、滑りや
すく転倒の危険が大きい

市町村 昨年度点検実施 児童生徒への注意喚起

豊田小③ 諏訪市立豊田小学校西交差点
歩道と交差点入り口部分の防護用ポールがない、ある
いは間隔が広いため、暴走した車の侵入を防げない

県 ○ ラバーポール設置済



学校 危険箇所の位置・形状 理由 要望先 点検実施の有無 対応

豊田小④ 諏訪市豊田613-4付近
直線の道路であり、現在標識が設置されていない（通行
車両の制限速度遵守）

その他 昨年度点検実施 -

豊田小⑤ 半の木中央橋（宮川） 橋は道幅が狭く、通学路として危険が伴う 市町村 昨年度点検実施 児童生徒への注意喚起

豊田小⑥ 諏訪市豊田4466付近（県道諏訪辰野線）
交通量が多く、車両が制限速度以上のスピードで走行
するため、横断時に危険な状況

県 ○
バイパス整備による交通の転換
ドットラインの塗り直し検討

豊田小⑦ 有賀信号から江音寺上まで
歩道の痛みが激しい。また、一部狭いところもあり、歩行
者が車道にはみ出してしまう箇所がある

県 ○ 補修検討

豊田小⑧ 有賀下村交差点・豊田有賀交差点 スピードを落とさない車が多い その他 ○ 信号のタイミング調整検討

中洲小① ﾊﾅｵｶｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ中洲工場角～南町区内
スピードを出す車、車同士のすれ違い、大型車の通行
等。道幅が狭く、危険。不審者から声掛け事案も発生

市町村・その他 ○
外側線新設済み。その他各機関対応検
討

中洲小② 諏訪市立中洲小学校前
幹線道路の抜け道になっており、車の交通量が多い。
道幅が狭く、スピードを出す車もあり、危険

市町村 ○
外側線の補修（ゴミステーションの移設
など区でも検討していただく）

中洲小③ 諏訪市中洲中金子3670-1付近交差点 見通しが悪い箇所 市町村 ○ 巻き込み線、交差点マークの設置済み

中洲小④ 金子八幡宮北側用水路
児童が水路をジャンプして飛び越えたりしていることが
あるが、物を落としたり自分が落ちる危険がある

市町村 学校へ注意喚起依頼 -

中洲小⑤ 大宮橋以南の歩道
歩道が狭く、児童が車に接触しそうな時がある。ポール
が立っているが物理的に児童の安全を守ることが難し
い。

県 ○
ラバーポール設置済、ガードレールに変
更できるか検討

中洲小⑥ 長野銀行前横断歩道 交通量が多い。 市町村 資料伝達 -

中洲小⑦ 福島新町公民館前三叉路
抜け道になっている道路。
スピードを出している車がいる。

市町村 資料伝達 立看板の更新

中洲小⑧
諏訪市中洲1566付近　どんどん橋下の水路につなが
る階段

階段になっている所が朽ちていて、歩きづらく危険であ
る。

市町村 昨年度点検実施 -

中洲小⑨ セブンイレブン諏訪中洲福島店前交差点
交通事故が多いため、児童が巻き込まれる可能性もあ
る。

市町村 ○ ラバーポール設置、ミラー改良済み

中洲小⑩ 諏訪市中洲福島5267-1付近交差点
道路がクランク状で後方車両から前方が見づらく追突の
危険があり、児童も巻き込まれる可能性がある

市町村 ○
児童生徒への注意喚起（近くの横断歩
道を利用）

中洲小⑪ 諏訪市中洲下金子3789-1　メゾンハラ前
道路沿いに藤棚があり、雨天時に傘を差して歩くと道路
中央によってしまうことがある

市町村 ○ 外側線の新設

中洲小⑫ 諏訪福島簡易郵便局付近交差点
一時停止をしない車が多い。交通量が多いため、児童
が巻き込まれる可能性もある

市町村 資料伝達 警察のパトロール

湖南小① 野明沢橋交差点（日東光学正門前） 県道を渡るときに自動車の交通量が多く非常に危険 県 ○ 各機関対応調整中

湖南小② 県道岡谷茅野線　北真志野～大熊・あさひ
交通量も多く、直線道路でスピードを出している。道路
の端ぎりぎりを走る車があり非常に危険

県・その他 ○
大型車が新川バイパスを走行してもらう
ための方策を検討

湖南小③ 県道岡谷茅野線　湖南大熊信号機 信号無視の車がある 県・その他 資料伝達 警察のパトロール



学校 危険箇所の位置・形状 理由 要望先 点検実施の有無 対応

湖南小④ 旧道砥沢川橋
交通量があり、子どもと車がすれ違うときにはギリギリで
大変心配

市町村 資料伝達
児童生徒への注意喚起（現状すぐに橋
の拡幅はできない）

湖南小⑤ 県道岡谷茅野線　大熊信号機
旧道から横断歩道を渡るとき、石垣が邪魔で歩行者か
ら見えにくく大変危険

県・その他 ○ 児童生徒への注意喚起

湖南小⑥ こなみ保育園入口交差点
信号無視の車が多く、信号機が赤に変わっても、スピー
ドを出して走る車が有り、大変危険

その他 ○
警察のパトロール
ガードポスト増設済

湖南小⑦ 諏訪市湖南3927-5付近　T字路 見通しが悪く、通学の時間帯に交通量が多い 市町村 資料伝達 -

湖南小⑧ 諏訪市湖南1296-1付近道路
街灯がなく不審者等の危険性が高い。薄暗いときの歩
行が非常に危険

市町村 資料伝達 -

湖南小⑨ 準用河川新川（鴨池川上流）
大雨の際は水路と通学路が区別できないほど水位が上
昇し、登下校時危険な状態

市町村 資料伝達 児童生徒への注意喚起

上諏訪中① 長野県立諏訪二葉高校西側敷地内 設置物が飛び出ており、落下してくると危険 その他 資料伝達 高校へ伝達

上諏訪中② 県道50号線立石～茶臼山区間 見通しが悪いうえにスピードを出す車がある 県 資料伝達 -

上諏訪中③ 手長神社～市営二本松団地区間 道幅が狭く、スピードを出す車がある 市町村 ○
中部電力上諏訪変電所付近のY字路の
路面表示変更

上諏訪中④ 諏訪簡易裁判所裏石段 街灯がなく危険、蜂の巣があることがある その他 ○ 学校から区へ相談、蜂の巣は都度対応

上諏訪中⑤ 諏訪郵便局から手長神社に続く石段 トレーニングで勢いよく走って石段を上る人がいて危険 その他 資料伝達 部活動であれば、学校へ伝達

上諏訪中⑥ 諏訪郵便局前の歩道 朝、高校生が通る時に歩道から車道に出て歩いている その他 資料伝達 高校へ伝達

上諏訪中⑦ 諏訪市旧道　湯の脇～大和の区間 交通量が多く道幅も狭い 市町村 ○
構造物の設置が困難な路線であるた
め、なるべく旧道を通行しない通学路の
設定を検討

上諏訪中⑧ 諏訪市大和一丁目7番地付近石垣 地震で崩れそうで心配 その他 資料伝達 -

上諏訪中⑨ くるみ台団地バス停付近 大雨が降ると堰が氾濫し、土砂が流出する恐れがある 市町村 資料伝達 -

上諏訪中⑩ くるみ台団地バス停からくるみ台団地付近 歩道が狭く、車が横を通っていき危険 市町村 資料伝達 外側線の補修

上諏訪中⑪ 霧ヶ峰線　元町～蓼の海の区間 下ってくる車のスピードが速く、危険 市町村 資料伝達 道路標識設置検討



学校 危険箇所の位置・形状 理由 要望先 点検実施の有無 対応

上諏訪中⑫ 諏訪市岡村三丁目付近　角間川沿い道路 下ってくる車のスピードが速く、道幅も狭い 市町村 資料伝達 -

上諏訪中⑬ 諏訪市諏訪二丁目８番地１４付近道路 通勤時間に国道からスピードを出してくる車多い 市町村 資料伝達
外側線の補修、ラバーポール設置、停
止指導線設置

上諏訪中⑭ 諏訪市元町東信号機 信号機に気が付かずに通ってしまう車がある 県・その他 資料伝達 警察のパトロール

諏訪中①
城南二丁目2414番地付近から綿半ホームエイド諏訪
店横道路

抜け道になっている道路。県道を超えた方は道路補修
をしており、ゾーン３０表示が消えかかっている

市町村・その他 ○ 標示補修予定

諏訪中②
城南1・2丁目信号機から城南二丁目2414番地付近道
路

抜け道になっており、交通量が多い 市町村 ○
ゾーン30、グリーンベルト検討（地元区
の同意が必要）（城南小④と同じ箇所）

諏訪中③ 中門川沿い道路 交通量が多い。川の葦が伸びると見通しが悪くなる 市町村 資料伝達 注意喚起標識の更新済み

諏訪中④
県道50号諏訪・辰野線　角上～セブンイレブン諏訪武
津店区間

一時停止線を越えて、一時停止する車が多い。歩行者
と接触する可能性がある

その他 資料伝達 -

諏訪中⑤ 工業団地入口信号から諏訪湖方面の道路 道幅が狭いわりにスピードを出す車が多い 市町村 資料伝達 -

諏訪西中① 県道岡谷茅野線　北真志野～大熊・あさひ 大型車両がスピードを出し、多く通るため危険 県 ○
大型車が新川バイパスを走行してもらう
ための方策を検討（湖南小②と同じ箇
所）

諏訪西中② 新川橋付近 横断歩道がないが、横断する人が多い 市町村 ○
近くに横断歩道が2箇所あるため、そち
らを横断するように指導してもらう

諏訪西中③-1 こなみ保育園入口交差点 交通量が多く危険 その他 ○
警察のパトロール（湖南小⑥と同じ箇
所）

諏訪西中③-2 西山運動広場横横断歩道 横断歩道を渡っているときに進入する車がある その他 資料伝達 警察のパトロール

諏訪西中④ 西友諏訪湖南店横道路
歩道のない道路をスピードを出して通過していく車があ
る

市町村 ○ 外側線補修済み

諏訪南中①
県道183号神宮寺・諏訪線　ファミリーマート諏訪中洲
店付近

歩道が切れている箇所がある 県 ○ 各機関対応調整中

諏訪南中② 中洲郵便局前信号からシャトレーゼ上諏訪店区間 車が入ってきてしまうが、細い道なので危険 市町村 ○
7時～9時は車両通行禁止である。区間
入口に看板を設置

諏訪南中③-1 諏訪市中洲福島5267-1付近交差点 カーブ手前の交差点で交通量が多く危険 市町村 ○
児童生徒への注意喚起（近くの横断歩
道を利用）　中洲小⑩と同じ箇所

諏訪南中③-2 セブンイレブン諏訪中洲福島店前交差点 交通量が多いが歩道が１箇所のみ。事故が多い 市町村 ○
ラバーポール設置、ミラー改良済み（中
洲小⑨と同じ箇所）

諏訪南中③-3 諏訪市中洲5198番地付近T字路 工業団地へ抜けるため交通量が多い 市町村 資料伝達 外側線補修済み

諏訪南中④-1 県道神宮寺諏訪線　四賀822付近
自動車の往来が多く危険。車止めはあるが歩道に乗り
上げ突っ込まれる可能性がある

県 ○ ラバーポール設置検討

諏訪南中④-2 県道183号神宮寺・諏訪線　飯島信号機から車橋区間 車通りが多い 県 資料伝達 -

諏訪南中⑤ 諏訪市中洲下金子3789-1　メゾンハラ前 自動車がスピードを出しやすい 市町村 ○ 外側線の新設（中洲小⑪と同じ箇所）


