
下諏訪町内通学路等の対策箇所一覧表

【下諏訪南小学校・下諏訪中学校区】

番号 通学路・未就学児経路 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

1 通学路 県道　岡谷下諏訪線 高浜　湖浜交差点
歩行者保護のため、信号機を歩車分離式
に変更してほしい。

主要道路であり、渋滞が危惧されるため、変更不可 諏訪警察署 ―

2 通学路 国道　20号線 高木　藤ノ木交差点 交通量が多く、歩道が狭い。 カラー舗装の修繕、信号機の移設
長野国道事務所

諏訪警察署 対策済み

3 通学路 町道　富部仲道線 東豊　富部交差から田中線までの区間 通勤時、交通量が多く、道幅が狭い。
グリーンベルトの設置
通学路路面標示の設置

下諏訪町 対策済み

4 通学路 町道　藤ノ木道線 高木　藤ノ木交差点～高木郵便局 道路が狭く、歩行者が危険。 路面標示（外側線）の設置 下諏訪町 対策済み

5 通学路 町道　赤砂通り線 赤砂　鷹の橋先 路肩が狭く、歩行者が危険。 路面標示、標識の設置 下諏訪町 令和３年度以降

6 通学路 町道　弥生町通り線 弥生町　栄町交差点～国道20号線 幅員が狭く、歩行者が危険。 路面標示（グリーンベルト）の設置 下諏訪町 令和３年度以降

7 通学路 町道　宮街道線 宮街道線全線 幅員が狭く、歩行者が危険。
路面標示（グリーンベルト、ドットライン）の設置
（対策状況：順次設置中）

下諏訪町 令和３年度以降

8 通学路 町道　富部仲道線 本郷　富部公民館北側 幅員が狭く、見通しが悪い。 道路反射鏡の修繕、移設 下諏訪町 対策済み

9 未就学児経路 町道　東赤砂通り線 東赤砂 通行量が多く、横断の際に危険。
横断歩道の引き直し
路面標示（外側線）の引き直し

諏訪警察署
下諏訪町

対策済み

10 未就学児経路 県道　岡谷下諏訪線 赤砂交差点 通行量が多く、信号待ちの際に危険。 車止めの設置（鉄製ポール） 諏訪建設事務所 対策済み

11 未就学児経路 国道　142号線 秋宮先 通行量が多く、信号待ちの際に危険。 車止めの設置（鉄製ポール） 諏訪建設事務所 対策済み

12 未就学児経路 町道　宮街道線 北高木 幅員が狭く、通行車両の速度が速い。 路面標示（外側線）の引き直し 下諏訪町 令和３年度

13 未就学児経路 町道　中央通り線 衣紋坂 通行車両の速度が速い。
横断歩道の引き直し
路面標示（外側線）の引き直し

諏訪警察署
下諏訪町

対策済み

14 未就学児経路 町道　宮街道線 高木公民館南側 幅員が狭く、通行車両の速度が速い。 路面標示（外側線）の引き直し 下諏訪町 令和３年度

※対策内容は予定であり、変更する場合があります。

＜令和3年3月末現在＞



【下諏訪北小学校・下諏訪社中学校区】

番号 通学路・未就学児経路 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
状況

1 通学路
国道　142号線
町道　宮坂線

東町中　慈雲寺先（西側）
長和町方面からの右折車の速度が速い。
町道 宮坂線の幅員が狭い。

スピード減速を促す道路標識の設置 下諏訪町 対策済み

2 通学路 町道　東山田東町線 社東町　西大路口交差点
町道 東山田東町線が狭隘。
交通量が多い。

交差点、歩道の改良工事、町道の拡幅
（対策状況：改良工事、拡幅に向け事業実施中）

下諏訪町 着手済み

3 通学路 町道　鋳物師沢通り線 東山田　北小学校西側校門先
バス乗降時、見通しが悪い。
下り車両の速度が速い。
横断歩道を設置してほしい。

横断歩道の設置
交差点・路肩のカラー舗装
ミラー、ガードポストの設置

諏訪警察署
下諏訪町

対策済み

4 通学路 町道　東山田西山田線 東山田　法泉寺先交差点
見通しが悪く、車両の速度が速い。
横断歩道を渡る際に危険。

カラー標示の修繕、標識の設置 下諏訪町 令和3年度以降

5 通学路 町道　東山田西山田線 東山田　山田硝工先カーブ 見通しが悪く、車両の速度が速い。 路面標示（ドットライン）の設置 下諏訪町 対策済み

6 通学路 町道　社が丘星が丘通り線
東山田　労災リハビリセンター南
側

坂道がカーブになっており、見通しが悪く、
下り車両の速度が速い。

路面標示（徐行文字）の設置 下諏訪町 対策済み

7 通学路 町道　蚊無川道線 矢木町　医王渡橋～国道20号線
沿線からの見通しが悪く、通行車両の速度
が速い。

ミラーの修繕
路面標示、標識の設置

下諏訪町 令和3年度以降

8 通学路 町道　宮街道線 大門　医王渡橋先横断歩道 見通しが悪く、横断の際に危険。 路面標示、標識の設置 下諏訪町 着手済み

9 通学路 町道　東山田西山田線 東山田西山田線全線 通行車両の速度が速い。 路面標示、標識の設置 下諏訪町 着手済み

10 未就学児経路 町道　東山田西山田線 北小交差点入口 見通しが悪く、通行車両の速度が速い。
横断歩道、停止線の引き直し
路面標示（ドットライン）の設置

諏訪警察署
下諏訪町

対策済み

11 未就学児経路 県道　諏訪大社春宮線 さくら保育園先 通行量が多く、横断待ちの際に危険。 車止めの設置（鉄製ポール） 諏訪建設事務所 対策済み

12 未就学児経路 町道　宮街道線 大門（下社春宮南側付近） 通行量が多く、通行速度が速い。 路面標示（ドットライン）の設置 下諏訪町 対策済み

13 未就学児経路 県道　諏訪大社春宮線 春宮大門交差点 通行量が多く、信号待ちの際に危険。 車止めの設置（鉄製ポール） 諏訪建設事務所 対策済み

14 未就学児経路 町道　寺参道線 東町中（下社春宮東側付近） 通行車両の速度が速い。 路面標示（停止指導線）の設置 下諏訪町 対策済み

15 未就学児経路 国道　20号線 富士見橋交差点 路肩が狭く、歩行者が危険。 歩道の設置・拡幅 長野国道事務所 着手済み

16 未就学児経路 国道　20号線 富士見橋交差点 路肩が狭く、歩行者が危険。 車止めの設置 長野国道事務所 着手済み

17 通学路 町道　福沢川通り線 東山田　法泉寺先交差点以北 道路幅員が狭く、歩行者が危険。 路面標示（グリーンベルト）の設置 下諏訪町 令和3年度以降

18 通学路 町道　東山田西山田線 東山田　法泉寺先交差点
歩行者用押しボタンを待機場所から押すこ
とが出来ず、危険。

歩行者用押しボタンの移動 諏訪警察署 令和3年度以降

※対策内容は予定であり、変更する場合があります。

＜令和3年3月末現在＞


