
①対策一覧表

番号 学校名 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度 備考

1 石川小学校 県道赤坂西野石川線
石川町字大室から立ヶ岡地内
馬場町林魚店から立ヶ岡交差点

道幅が狭く歩道がない。見通しが悪い。
道路脇土砂撤去及び蓋の入替による歩道の確保。
外側線の引き直し及び速度減速の路面標示。

福島県 令和3～4年度

2 石川小学校 町道１０４号線
石川町字松木下地内
旧石川消防署前の通りから立ヶ岡交差点

道幅が狭く歩道がない。 道路脇土砂撤去。外側線の引き直し及び側溝蓋設置。 石川町 令和4～5年度

3 石川小学校 町道１１６号線
石川町大字双里字谷津前地内
新町郵便局から谷津団地方面

道幅が狭く途中歩道がない。 外側線、一部歩道整備。（道路改良工事にあわせて） 石川町
未定（道路改良工事にあ

わせて）

4 石川小学校 町道１０１号線
石川町字高田地内
県道いわき石川線交差点から県立石川高校

道幅が狭く歩道がない。 カラー舗装。 石川町 令和4～5年度

5 石川小学校
県道いわき・石川線
町道４０５０線

石川町大字双里字宮ノ前内地内
やまもと内科クリニック前通り

交通量が多く、横断歩道待っていても車が止まってく
れない

「横断者あり」など路面標示。警察署及び交通安全協会等へ
の立哨指導等の協力依頼。「ぴかっとわたるくん」等の設置

福島県
石川町

令和4～5年度

6 石川小学校 県道飯野三春石川線
石川町字屋敷入地内
こんない動物病院前通り

トラックなど大型車の交通量も多いが、途中歩道がな
い。

意見交換会の中でも歩道の延長を要望中であり、あわせて
要望。
ダム及びバイパス工事が完了すれば大型車両の通行量減。

福島県 未定（要望継続）

7 石川小学校 町道１０４号線
石川町字立ヶ岡地内
大沢入口バス停付近

道幅が狭く歩道がない。 外側線の整備。 石川町 令和4～5年度

8 石川小学校 県道石川鴇子（とうのこ）線
石川町大字中田字雁万田（かりまんだ）地内
山下入口バス停付近

バス停が急カーブ付近にあり、見通しが悪い。 町所有地へのバス停移動。 福島県 令和4年度

9 石川小学校 県道古殿須賀川線
石川町大字母畑字樋田地内
旧母畑小学校前通り

道幅が狭く歩道がない。

意見交換会の中でも道路の拡幅を要望中であり、あわせて
要望。
先の対応として、維持補修の中で、カラー舗装及び外側線塗
り直しを要望。カラー舗装上の電柱の移設。

福島県
拡幅は未定（要望継続）
その他令和4～5年度

10 石川小学校 町道１１５号線
石川町大字双里字谷津地内
石川中学校から新町郵便局

道幅が狭く歩道がない。 朝の交通量が多いが道幅が
狭い。車の速度もでやすく横断の際危険である。

道路改良工事にあわせて、カラー舗装等対応。 石川町
未定（事業者移転後道路
改良工事にあわせて）

11 石川小学校 町道１０８号線
石川町字関根地内
町野球場駐車場前

歩道が途中切れている。 歩車道の区別。カラー舗装。 石川町 令和4～5年度

12 沢田小学校 県道　白河・石川線
石川町大字赤羽字森屋段地内
マルコーラーメン付近

不気味な沼がある。周囲から見えにくく、連れ込まれ
やすい場所がある。ガードレールが古く、隙間が空い
ている。歩道に段差がある。

ガードレールの延長。
交通安全指導の継続実施。
側溝蓋の入れ替え等による歩道の段差解消。

福島県 令和4～5年度

13 沢田小学校 町道１０６５号線 石川町大字沢井字山神地内 歩車道が区分されていない。
地域の安心安全部会によりカーブミラーを設置。
道路脇住宅への庭木の剪定の協力依頼。
外側線の引き直し。

石川町
行政区

令和3年度より随時

14 沢田小学校 県道　泉崎・石川線 石川町大字沢井字後原地内
交通量が多いのにもかかわらず、歩道と車道の区別
がない。横断歩道がない箇所での横断。

警察パトロールの実施。道路脇土砂の撤去。
中間地点の生垣がＵ字溝に被さり危険、県から地権者に注
意するよう要望。

福島県 令和4～5年度

15 沢田小学校 町道１１６９号線
石川町大字沢井字山森沢地内
王子橋付近からいしかわ清苑方面

防犯灯が無く暗がりの通学路
防犯灯の設置（行政区から町に要望）
道路脇の草刈り等（地域活動により対応）による歩行空間の
確保。

石川町
行政区

令和3年度より随時

16 沢田小学校 町道１１３３号線
石川町大字沢井字十三塚地内
オルキスから入った通り

防犯灯が無く暗がりの通学路
オルキス側のＵ字溝の草・土砂の除去により歩行空間の確
保。水田側桑の木の伐採（地域活動により対応）により見通
しを良くする。

行政区 令和3年度より随時

17 沢田小学校 県道　白河・石川線
石川町大字沢井字大池下地内
白河石川線と泉崎石川線交差点付近

交通量が多いが歩道がない。
道路拡幅の要望。カラー舗装、路上表示、ドット線の追加、
ポールの設置による歩車道の区別。歩行者通行部分（道路
脇側溝等）の補修。

福島県
拡幅及び予告信号は未

定（要望継続）
その他令和4～5年度

18 野木沢小学校
県道　母畑・白河線
国道118号線

石川町大字中野字竹下地内
国道１１８号線交差付近

 交通量が多く歩道が狭い。（ガード下が狭い）
側溝の土砂撤去。側溝蓋の入れ替え。外側線の引き直し、
高架橋付近のドット線の設置及び速度減速の路面表示。

福島県 令和3～4年度

19 野木沢小学校 県道　母畑・白河線
石川町大字中野字八斗蒔地内
佐藤栄商店～野木沢駅前～悪土先

 交通量が多く歩道が狭い。
 外側線の引き直し、一部道路脇土砂の撤去、交通安全指導
の継続実施、（検討事項「道路狭くなる」標識の設置）

福島県 令和3～4年度

20 野木沢小学校 町道２００３号線
石川町大字中野字竹下地内
横断歩道～字堀ノ内地内

人家が少なく街灯もない。（以前に声掛け事案あり）
警察パトロールの実施、交通安全指導の継続実施。学校、Ｐ
ＴＡ、関係団体の安全確認・指導。

福島県
町教委

令和3年度より

21 野木沢小学校 町道１１７号線
石川町大字中野字高ノ内～塩沢字広畑地
内
国道１１８号の間の区間

 交通量が多いが、道幅が狭く歩道がない。
道路脇土砂の撤去。制限速度の見直し(40km/h→30km/h)、
路面に制限速度の表示。

福島県
石川町

令和4～5年度

22 野木沢小学校 県道　母畑・白河線 石川町大字曲木字小和清水地内
大型車の交通量も多いが、歩車道が区分されていな
い。カーブの見通しも悪い。

警察パトロールの実施。道路脇土砂の撤去、外側線の引き
直し。

福島県 令和4～5年度

23 野木沢小学校 県道　母畑・白河線
石川町大字曲木字燈篭場地内
野木沢小学校前通り

直線道路で高速で通過する車両が多い。大型車の通
行も多い。

カラー舗装。「横断者注意」など路面標示。外側線の引き直
し。

福島県 令和3～4年度

石川町通学路交通安全プログラム対策一覧表



浦地内 

１ 県道赤坂西野石川線（大室・立ヶ岡地内） 

３ 町道１１６号線（谷津前地内） 

４ 町道１０１号線（高田地内） 

５ 県道いわき・石川線（宮ノ前内地内） 

６ 県道飯野三春石川線（屋敷入地内） 

７ 町道１０４号線（立ヶ岡地内） 

８ 県道石川鴇子線（雁万田地内） 

９ 県道古殿須賀川線（樋田地内） 

１０ 町道１１５号線（谷津前地内） 

１１ 町道１０８号線（関根地内） 

１２ 県道白河石川線（森屋段地内） 

１３ 町道１０６５号線（山神地内） 
１４ 県道泉崎石川線（後原地内） 

１６ 町道１１３３号線（十三塚地内） 

２ 町道１０４号線（松木下地内） 

１５ 町道１１６９号線（山森沢地内） 

１７ 県道白河石川線（大池下地内） 

１８ 県道母畑白河線（竹下地内） 

１９ 県道白河石川線（八斗蒔地内） 

２１ 町道１１７号線（高ノ内～広畑地内） 

２０ 町道２００３号線（竹下地内） 

２２ 県道母畑白河線（小和清水地内） 

２３ 県道母畑白河線（燈篭場地内） 
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