
状況・危険の内容 現況写真 点検結果

1 大町３丁目１番２０号

・市道から住宅までの私道のブロック
塀に亀裂があり、一部が剥がれてい
る。大きな地震で崩れないか心配であ
る。

　健康推進課に対応を要望する。

2 大只越町２丁目４番８号付近の市道
・歩道の一部が崩落し、途切れてい
る。児童や地域住民は崩落部分を避
け、車道に入り込んで通行している。

建設課：崩落部分を修繕する方向で
調整を行う。

3
釜石警察署付近の踏切から八雲地区
の住宅地に向かう道路

・道幅が狭く歩道もないため車や自転
車との接触が懸念される。また，街灯
がないので，暗くなるとさらに危険。

学校：下水道工事・公園整備等が終了
後、幅員は広くなる予定。来年度以
降、再確認を行う。
　街灯については、現在電柱に設置済
み。これについても、来年度以降、再
確認を行う。

4
サンデー釜石店前と中妻地区生活応
援センター前の市道

・サンデー釜石店付近の交差点から
源太沢地区に向かう市道に轍ができ
ていて，そのすぐ脇の歩道を通る児童
は，雨の日には，徐行しない自動車に
水をかけられ，ずぶ濡れになることも
ある。道路の補修を望む。

　写真なし
建設課：以前から、市としても確認して
いた案件であり、排水計画について調
整中である。

5 大平１丁目１０－４付近
斜面が崩れそうなので、対応が必要。
山側の斜面に、倒れた木があり、片付
けが必要。

　写真なし
　斜面の倒木については、個人の財
産なので、難しい。巡回をして、撤去の
必要が出た場合に対応を行う。

6 大平２丁目、３丁目の歩道
歩道と山の斜面の間に柵があるが、
途中でその柵が途切れているので、
対応が必要。

建設課：整備計画・改修事業の中に柵
の設置が入っているので、今後修繕さ
せる予定。
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7
朝日・館山地区の国道４５号線下ガー
ドの近くＴ字路

・新通学路となって横断場所となった
が、横断歩道がなく、事故につながる
恐れがある。

警察：交通量が少ないため、横断歩道
の設置は難しい。
建設課：今後の交通量や環境の変化
によって対応を考えていく必要があ
る。
　学校：スクールガードの方が登校
時、横断時に指導に当たっている。

8 平田駅裏の小路
・舗装されていない小道で雨天時など
には滑りやすい。
（登下校時に通っている児童がいる。）

建設課：滑りにくいように、加工はして
あるが、通学路ではないことから、通
学には小道を利用しないように、学校
で児童に指導を行う。

9 旧郵便局前道路
・歩道がなく、道幅も狭いため歩行者
と自動車の接触の恐れがある。

建設課：幅員が狭いため、歩道を作る
ことは難しい。
学校：児童に注意喚起を行う。

10 平田上中島線
・歩道の縁石に何もないことから、自
動車の接触の恐れがある。

建設課：今年度反射材付きのポール
等を設置することを検討する。

11
マイタウン平田前の道路（駐在所向か
い）

・交通量が多い上に、カーブになって
いて見通しが悪い。
・横断歩道が少し上にあるが、住宅地
から出た児童がその横断歩道に向か
わず、そのまま横断しようとする。

警察：横断歩道の設置は難しい。
建設課：設置すると、かえって交通事
故を招く可能性がある。
学校：横断歩道を渡ることを指導す
る。
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12
小佐野１丁目
国道２８３号線　小佐野バス停の歩道
橋の両端

・階段から降りてすぐ、横断歩道だっ
たり、大きくカーブしているので見通し
が悪かったりして、歩行者に気づきに
くい。

学校：児童に、横断歩道を歩行する
際、いったん止まって左右確認をし、
横断する指導をさらに行っていただく
ことで確認した。
＊注意喚起の看板、カーブミラー等設
置済み

13
小佐野３・４丁目
せいてつ記念病院～アミーガはまゆり
を結ぶ横断歩道の歩道部分

・マンホールの周辺が沈下しており、
かなりの段差ができている。先日、登
校中児童一人が転倒した。

建設課：段差ができている箇所を緩斜
面にするなど、できるだけ早急に対応
する。

14
桜木町１丁目
三陸自動車学校～桜木町仮設住宅

・側溝のふたが破損しており、穴が開
いていていたり、段差があったりする。
・コンクリートの階段も劣化が見られ、
破損しているところもある。

建設課：側溝のふたについては、建設
課と下水道課と協議し、対応を行う予
定。
教育委員会：月ぎめ駐車場に上がる
階段については、管財課に確認して担
当部署に対応の検討をお願いする。

15
定内町２丁目
定内橋～篠倉１号橋

・ガードレールも縁石もなく、強風に煽
られたら、川岸まで転落する可能性が
ある。

建設課：河川側の要望箇所は沿岸振
興局所管の堤防の一部のため、ガー
ドレール等構造物を設置することがで
きない。学校：児童に河川側ではなく、
住宅側を歩行するように指導する。

16
小佐野３丁目
アミーガはまゆり前

・樹木の根が太くなり、歩道の部分を
せり出すように盛り上がっている。

建設課：木の所有者と相談し、修繕を
行う。歩道の盛り上がっている部分を
緩斜面にするような形で修繕する予
定。
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17
ＪＲ松倉駅から下りてきた国道２８３号
線との交差点

ミラーが片側しか付いていない。「止ま
れ」の標識と停止線とが約５ｍ離れて
いる。

建設課：大きいミラーを設置または、
角度調整を行う。
学校：止まれの道路への記載を警察
に要望を行った。

18 旧ＪＡ甲子支店前交差点
入口が狭い。道路をＪＡ側に広げられ
ないか。

要望箇所が県の要地であることから、
県の土木課に要望を行う。

19 甲子小から甲子中前までの道路
側溝の土上げをしてほしい。側溝より
も路面が低いところがあり、雨天時は
児童が歩くところに水がたまる。

建設課：側溝の土砂は清掃する。陥没
箇所等も含め、どのように修繕を行う
か検討する。

20
国道２８３号線（ファミリーマート周辺か
ら道の駅周辺まで）の歩道

路面が壊れており、凹凸が大きいの
で、自転車が乗りやすいようにしてほ
しい。（自転車通行可の歩道）

要望箇所が県の管理用地であること
から県の土木課に要望を行う。

21 スバル営業所付近 左折時に巻き込まれそうになる。

建設課：歩行者は、住宅地が多いこと
から、国道に向かって右側に歩道が
設置されている。通路の広さを考える
と、両側に歩道を付けるのは難しい。
学校：児童に注意喚起を行う。
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22 鵜住居駅前信号交差点

・交差点にガードレール等の車止めが
ないため、交差点で車両事故があった
場合に、歩行者が被害を受ける可能
性がある。

ガードレールの設置を地元要望として
上申する。

23 寺前信号交差点

・交差点にガードレール等の車止めが
ないため、交差点で車両事故があった
場合に、歩行者が被害を受ける可能
性がある。

ガードレールの設置を地元要望として
上申する。

24
鵜住居町日向橋北側から日向アパー
ト方面に進む道路

・自動車が対面通行できないほど道幅
が狭い区間が１００ｍにわたっており、
歩道も整備されていないことから、歩
行時に注意が必要。

建設課：要望箇所の沿道に建物が
立っているため、幅員を広くすることは
難しい。
学校：児童に歩行の際の注意喚起を
行う。

25
鵜住居町長内橋の西側道路（日向方
面）

・国道から狭い道路へ入ってくる車、
狭い道路から国道へ出ていく車が朝
大変多く、信号もないため、歩行には
注意が必要。

建設課：あえて交差点の入り口を狭く
することで、車の速度を抑制している
のではないかと考えられる。
警察：信号の設置は難しい。
学校：歩行時の安全確保について指
導を行う。

26 釜石東中学校南側（白山神社）の法面

・法面に倒木が多数あり、洪水や地震
によって崩れてくることが心配される。
その下の歩道を通学してくる児童もい
るため、危険である。

教育委員会総務課：昨年度、法面の
倒木が落ちてこないようにワイヤー等
で固定済み。
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27 栗林町　砂子畑橋付近

・道がせまい上に、大型トラックが出入
りするので、砂子畑方面の児童が登
下校する際に危険である。
→区画線を広げてもらえるとよい。

建設課：区画線等を設けると、車の通
行が中央によることになり、車対車の
交通事故を誘発する可能性がある。
（橋の入り口が急斜面のため、斜面を
登る車が対向車を目視出来ない。）
学校：児童への通行時の注意喚起を
行う。

28 栗林町　砂子畑橋付近
・橋の欄干と川沿いの間に、柵等がな
く危険である。
→簡単な柵等があるとよい。

　建設課：市道の管理部分に反射材
付きのポールを立てる等、検討を行
う。設置については、来年度以降の実
施となる。
　学校では児童への通行の注意喚起
を行う。

29 栗林町　１９－６５付近　Ｔ字路

・見通しの悪いＴ字路を児童が横断す
るので、危険である。大型トラックも通
る。
→「スクールゾーン」というのぼりがあ
るとよい。

学校：昨年度のぼりを設置している
が、今年度も管理部署へ設置を要望
する。
児童には、通行時の注意喚起を行う。

30 栗林町　第１９地割　道路沿い

・道路沿いに田んぼが広がっている
が、田んぼと道路との高低差が大き
く、ガードレール等もないため、児童が
転落すると危険である。
→道路に沿って、簡単な柵等があると
よい。

建設課：ガードレールの設置は幅員を
減少させることにつながり、かえって危
険性を高めることが考えられる。
学校：児童に安全なところを歩行する
ことを指導する。
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31 盛岩寺前の道路交差点 横断歩道が薄く、消えかかっている。
建設課：停止線、横断歩道の線を今年
度引き直すことで確認した。
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