
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 申請 事業主体 対策状況

①県道川棚有田線 川棚町中組郷　山道橋付近 歩道が著しく狭く車との距離がなく危険。 道路拡幅・歩道の設置。 継続 長崎県 実施中

②町道臨港線 川棚町下組郷　エレナ前交差点 町道が斜めに取り付いていて横断歩道が長く危険。
交差点のコンパクト化・横断歩道の短縮・ポストコーンの設
置。児童への注意喚起。

継続 学校・建設課 対策済

③国道２０５号線
川棚町下組郷
長崎川棚医療センター出入り口付
近

医療センターへの車両の出入りが多いが横断歩道がなく危
険。

交差点改良、及び歩道整備。 継続 国土交通省 実施予定

④堤防敷 学校前河川敷 河口に向かって左側にはフェンスがなく危険。
地元住民の車両進入口となっており、フェンス設置は厳しい
ため通学路から除外する。

継続 学校 対応困難

⑤町道東臨港線 川棚町下百津郷　DC～国道まで 歩道が無く危険。 道路拡幅・歩道の設置。 継続 川棚町(建設課) 実施中

⑥町道城山岩立線 岩立～城山
民家もなく、大きい声を出しても気づかれにくい。外灯も少な
い。イノシシも出没して危険。

通学路ではない。外灯設置地区要望検討。 新規 学校 検討中

⑦町道仏崎線 有田登記事務所前道路
未だ車両進入禁止時間の進入がある。道が狭く外灯が少な
い。

取締りで車両進入は減。狭幅で「進入禁止」等の路面標示
不可。

新規 警察 対策済

⑧町道臨港線
   町道平島白石線

山口たばこ店前交差点 交通量が多く、見通しが悪いため危険。 角切り（用地）相談。 新規 川棚町(建設課) 検討中

⑨町道新町中央線 木村商店前～新町公園
過去に連れ去られようとしたり、殴られたりした事例があり
危険。

パトロール強化等の表示板の設置を検討中。 新規 川棚町(総務課) 検討中

⑩町道後田線～
   町道道瀬線

JA農協GS～コスモス横や裏通り
車両が多く、見通しが悪い。（尾山から降りてくる道路との交
差点・コスモス裏周辺）

外側線引き直し、カラー舗装実施。 新規 川棚町(建設課) 対策済

⑪町道道瀬線～
   町道白石大平線

川棚高校グラウンド裏道～尾山団
地

登校中に車両（大型トラックも）多いが歩道もなく危険。 外側線引き直し、カラー舗装実施。 新規 川棚町(建設課) 対策済

⑫町道東臨港線
   町道下百津線

三條屋金物店前交差点 車両が多く（特に朝）、見通しが悪いため危険。 ⑤よりハード対策実施中。児童への注意喚起。 新規 学校 対策済

⑬町道下百津線 元ニュークレイン前の道路
車両が多く、見通しが悪い交差点（元ニュークレイン前交差
点等）がある。外灯がない。

児童への注意喚起。 新規 学校 対策済

⑭町道長浜三号線 商工会議所前道路 大型トラックの通行量が多く、低学年の子供には危険。 工場等へ走行時間の見直し相談。 新規 教育委員会 対策済

⑮町道栄町九号線 木場屋燃料～駅前パーキング 下校時は人気が少なく、死角にもなる。 児童への注意喚起及び通学路の見直し検討中。 新規 学校 一部対策済

⑯町道城山線 片渕歯科～城山
人気がなく、草がうっそうとしていて危険（人が隠れていたら
怖い）。

町有地の草刈り実施、私有地の草刈依頼。 新規 川棚町(建設課) 検討中
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⑰町道城山線 川棚純心こども園前 人気がなく、送り迎えの車も多いため危険。 こども園へ送迎について路上駐車しないよう依頼。 新規 教育委員会 対策済

⑱町道城山岩立線 法源寺～川棚純心こども園周辺
民家がブロック塀に囲まれて人の目が届きにくく死角が多い
ため危険。送り迎えの車も多い。

こども園へ送迎について路上駐車しないよう依頼。 新規 教育委員会 対策済

⑲町道宿山道線
   県道川棚有田線

恵比寿屋前交差点 県道に出る車のスピードが速く、視界も悪いため危険。 指導停止線、歩行者用ミラーの設置。 新規 川棚町(建設課) 一部対策済

⑳町道野口線 旧小林商店～諸岩アパート 車両等（車・自転車・歩行者）が多く危険。 外側線設置、カラー舗装を検討。（T字マーク、外側線） 新規 川棚町(建設課) 実施予定

㉑中組住宅街周辺 中組住宅街周辺
人気の少ない場所があり、家の間の路地が死角になりやす
く危険。

児童への注意喚起。 新規 学校 対策済

【対策検討メンバー】国土交通省佐世保国道維持出張所、県北振興局道路維持第一課、川棚警察署、川棚町役場建設課、総務課、住民福祉課、教育委員会、川棚小学校、川棚中学校、PTA



路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 申請 事業主体 施工実施状況

①県道川棚有田線 倉本橋～交差点
倉本橋から横断歩道までの歩道がなく、路側帯で信号待ち
をしており危険。

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟの設置により通学路の確保。 継続 長崎県 対策済

②町道猪乗川内線 五反田～猪乗川内公民館付近 町道に歩道がなく、道路側溝がオープンの箇所があり危険。 路側帯の整備。側溝蓋の設置を検討中。 継続 川棚町(建設課) 一部対策済

③町道中田線 五反田～中山 登校時は、通勤車両が多いが歩道なく危険 白線の引き直し、カラー舗装の実施。 継続 川棚町(建設課) 対策済

④町道上組西部線 中山郷～上組郷(未整備区間) 道路の一部の幅員が狭く歩道もないため危険。 道路拡幅・歩道の設置。 継続 川棚町(建設課) 実施中

⑤町道上組西部線 上組郷1542-2地先 児童は当箇所で横断しているが、横断歩道がなく危険。 横断歩道の設置。 継続 警察 対策済

⑥町道川良線 上組西部線～倉本橋 道路幅員が狭く、車道と歩道の区分がなく危険。 道路拡幅・歩道の設置。 継続 川棚町(建設課) 検討中

⑦町道石木田原線 ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ　～　石木公園 道路幅員が狭く、車道と歩道の区分がなく危険。 路側帯の整備。 継続 川棚町(建設課) 対策済

⑧町道土花浦川内線 上石木橋付近 路側帯が狭く危険。 路側帯の拡幅。 継続 川棚町(建設課) 対策済

⑨町道猪乗川内線 五反田郷28-1地先
空き家で敷地内、家屋内への出入りができるため危険。ま
た、ブロック壁の最上段は全てコンクリート付けしておらず置
いてある状態で危険。

空き家対策にて検討。 新規 川棚町(総務課) 検討中

⑩町道新百津山手線 九州電力川棚変電所入口 一旦連れ込まれるとわからない。 土地所有者へ相談。 新規 教育委員会 対策済

⑪町道旭ヶ丘岩立線 岩立～旭ヶ丘
暗い時間帯は車の通行以外人目につきにくく、狭い歩道に
民家の草木が張り出して歩行困難なことがあり危険。

外灯設置地区要望検討。私有地草刈依頼。 新規 学校・建設課 検討中

⑫百津郷41-19 若草公園付近
空き家であり屋内への出入りはできないが、傷みが激しく倒
壊の危険がある。周辺には公園があり児童の行き来も多
い。

空き家対策にて検討。 新規 川棚町(総務課) 検討中

⑬町道中田線 五反田～中山
道路と水田間に1m程の段差があり、外灯がなく冬期の17時
過ぎは暗い状態が続く。

視線誘導施設設置。外灯設置地区要望検討。 新規 学校・建設課 一部対策済

【対策検討メンバー】県北振興局道路維持第一課、川棚警察署、川棚町役場建設課、総務課、住民福祉課、教育委員会、石木小学校、川棚中学校、PTA

【石木小学校】



路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 申請 事業主体 施工実施状況

①町道中小串線 国道～学校
スクールゾーンに指定がされているが歩道がなく道路が蛇
行しており危険。

白線の引き直しとカラー舗装実施。 継続 川棚町(建設課) 対策済

②県道大崎公園線 国道～三越入口 車道と歩道の区分がなく、急な坂、急カーブがあり危険。 道路拡幅。 継続 長崎県 対策済

③町道小串新谷線 駅～惣津 歩道が狭く見通しも悪い。車がスピードを出して危険。 側溝の傾斜解消を検討。 継続 川棚町(建設課) 検討中

④国道２０５号線 朝長酒店前 信号待ちの場所が狭く危険。 ポストコーンの設置・滞留場所の確保を実施。 継続
国土交通省・建

設課
対策済

⑤町道中小串線 学校前 見通しが悪く、横断歩道もないため危険。 横断歩道の設置は厳しいため、路上に「歩行者注意」。 継続 川棚町(建設課) 対策済

⑥町道鳥越線 学校裏～馬場 道が狭く交通量も多いため危険。 カラー舗装、路面標示の実施。 継続 川棚町(建設課) 対策済

⑦町道馬場西平支線 三越入口～馬場 歩車道の区分がなく、車がスピードを出して危険。 白線の引き直し、カラー舗装の実施。 継続 川棚町(建設課) 対策済

⑧町道塩床線 東小串～大崎（海岸線）
歩道が狭く歩車道の区別がない。カーブが多く死角も多い
ため危険。

白線の引き直しを検討中。 継続 川棚町(建設課) 検討中

⑨町道三越線 三越公園周辺 外灯が少ない。車がスピードを出しすぎて危険。
外灯設置地区要望検討。白線の引き直し、カラー舗装の実
施。

新規 学校・建設課 一部対策済

⑩町道片島線 三越入口～三越
外灯が少なく死角も多い。助けを求める家も少ないため危
険。

外灯設置地区要望検討。 新規 学校 検討中

⑪町道小田三号線
   町道紋田線

駅～朝長酒店 人目が少なく、死角も多いため危険。外灯も少ない。 町有地及び私有地の伐採。 新規 川棚町(建設課) 検討中

⑫町道西ノ田線 村上歯科裏通り
時期によっては植物が子供の背丈より高くなり見通しが悪く
なる箇所がある。

農地適正管理相談。（教委→農委へ依頼） 新規 教育委員会 対策済

⑬町道小串新谷線 駅～惣津
交通量が多い割にはガードレールがなく、車を停車されると
危険。海もあり、カメラ等もない。

下水道工事終了後に検討。 新規 川棚町(建設課) 検討中

⑭町道大藤平線 JRガード下～深浦
田んぼとの境界がなく落ちやすい（大雨時、境がわからなく
なる）

児童への注意喚起。 新規 学校 対策済

【対策検討メンバー】国土交通省佐世保国道維持出張所、県北振興局道路維持第一課、川棚警察署、川棚町役場建設課、総務課、住民福祉課、教育委員会、小串小学校、川棚中学校、PTA

【小串小学校】


