
No. 路線名 箇所名・住所 内容 対応状況 事業主体

1
市道　苗生松本町線
市道　松崎亀井館田線

松崎亀井地内 カーブミラーの設置について
令和３年度にカーブミラーの設置
をしております。

平川市

2
市道　苗生松上東田館田線
市道　苗生松本町線

苗生松下東田地内
市道苗生松上東田館田線と市道苗生松本町線の
交差点改良について

令和３年度に実施しております。 平川市

3
主要地方道 大鰐浪岡線
市道　小和森福田町居２号線

小和森福田地内
街灯のない交差点の交通安全対策について

令和3年度に夜間に交差点を特定
できるよう発光式のデリネーター
を設置しております。

平川市

4
市道　本町村元大光寺線
市道　光城五丁目本町線

光城六丁目地内 中央線の更新について 令和３年度に更新しております。 平川市

5
市道　本町村元大光寺線
市道　光城五丁目本町線

光城六丁目地内 カーブミラーの設置について
令和２年度にカーブミラーをシン
グル仕様からダブル仕様へ変更し
ております。

平川市

6
市道　本町村元大光寺線
市道　光城五丁目本町線

光城六丁目地内 一時停止標識の強調について
令和２年度に黒石警察署へ要望し
ております。

黒石警察署

交通安全対策に係る対応状況一覧表(黄色は令和3年度に要望が挙がったもの)

■平成３１年度～令和３年度



7
市道　館田前田12号線
県道　弘前環状線

館田中前田地内 カーブミラーの設置について
令和元年度にカーブミラーの設置
をしております。

平川市

8 県道　平賀門外線 大光寺白山地内 平賀西中学校前の歩道整備について 現在実施中です。 中南地域県民局

9 県道　小国本町線 新館野木和地内 県道小国本町線の段差改修について 令和3年度に実施しております。 中南地域県民局

10 県道　町居平賀停車場線 町居山元地内 道路の拡幅等について

町居工区について現在実施中であ
り、他地区についても引き続き県
へ要望していきます。
（令和２年度推進会議開催済み）

中南地域県民局

11
市道　新館野木和町居線
市道　新館藤山本町線

新館野木和地内 一時停止標識の設置について
令和２年度に黒石警察署へ要望し
ております。

黒石警察署

12 県道　吹上金屋黒石線
新館・町居・

沖館地内
県道吹上金屋黒石線の拡幅について

町居工区については現在実施中で
あり、他地区についても引き続き
県へ要望していきます。

中南地域県民局

13 県道　吹上金屋黒石線 新館・町居地内
自転車と車両の接触事故防止対策について
(自転車歩道通行可標識の設置要望)

黒石警察署へ要望しております。
（令和２年度要望）

黒石警察署

14
市道　小杉稲村四ツ屋線
市道　四ツ屋亀田1号線

四ツ屋亀田地内
市道小杉稲村四ツ屋線と四ツ屋亀田1号線の交
差点拡幅について

実施に向けて検討しております。 平川市



15 市道　石郷村元線 石郷柳田地内 速度超過した走行車両の対策について
取締強化及びパトロールを実施し
ております。
（令和元年度対応済み）

黒石警察署

16 市道　柏木町東田8号線 柏木町東田地内 市道柏木町東田8号線の拡幅について 現在実施中です。 平川市

17 県道　弘前平賀線 本町・柏木町地内 県道弘前平賀線の拡幅について 現在実施中です。 中南地域県民局

18 市道　本町村元小和森線 本町村元、平野地内
市道本町村元小和森線の一部区間における歩道
幅の確保について

実施に向けて検討しております。 平川市

19
県道　吹上金屋黒石線
県道　町居平賀停車場線

町居山元地内 歩道の整備について
整備について県に要望しておりま
す。

中南地域県民局

20 県道　大鰐浪岡線
本町・小和森・

荒田地内
自転車と車両の接触事故防止対策について
(自転車歩道通行可標識の設置要望)

令和３年度に黒石警察署に要望し
ております。

黒石警察署

21 県道　平賀門外線 本町富岡地内 側溝の整備及び歩道幅の確保について
整備について県に要望しておりま
す。

中南地域県民局

22
市道　光城六丁目七丁目線
市道　本町村元大光寺線

光城六丁目・
光城七丁目地内

カーブミラーの設置について
令和４年度にカーブミラーを設置
する予定です。

平川市



23
市道　原田大坊線
市道　原田村元２号線

原田村元地内 カーブミラーの修繕及び調整について
令和元年度に修繕及び調整を実施
しております。

平川市

24 市道　沖館永田１号線 沖館永田地内 ガードレールの設置について 実施に向けて検討しております。 平川市

25 市道　沖館永田宮崎1号線 沖館宮崎地内 カーブミラーの設置について
令和3年度にカーブミラーの設置
をしております。 平川市

26 市道　沖館比山館沢田線 沖館比山館地内 カーブミラーの設置について
令和４年度にカーブミラーをシン
グル仕様からダブル仕様に変更す
る予定です。

平川市

27 県道　大鰐浪岡線 吹上平岡地内 交通安全対策について
令和４年度に外側線の整備を予定
しております。

中南地域県民局

28 県道　弘前田舎館線
日沼高田・
樋田地内

県道弘前田舎館線の５箇所の横断歩道の更新に
ついて

令和元年度に黒石警察署へ要望し
ております。

黒石警察署

29 県道　尾上日沼線 猿賀・八幡崎地内
県道尾上日沼線における速度超過した走行車両
の対策について

取締強化及びパトロールを実施し
ております。
（令和元年度対応済み）

黒石警察署

30 市道　新屋町学校２号線 新屋町北鶉野地内 市道新屋町学校２号線の拡幅について 実施に向けて検討しております。 平川市



31
市道　猿賀杉館線
市道　中佐渡16号線

長田沼田地内 カーブミラーの修繕について
令和２年度にカーブミラーの修繕
をしております。

平川市

32 県道　尾上日沼線 八幡崎・猿賀地内 県道尾上日沼線の歩道整備について
道路整備について県へ要望してお
ります。

中南地域県民局

33
市道　中松元１号線
市道　中松元３号線

金屋中松元地内
市道中松元１号線及び中松元３号線道路拡幅に
ついて

令和３年度に実施しております。 平川市

34 県道　尾上日沼線 猿賀石林地内 横断歩道の更新について
令和元年度に黒石警察署へ要望し
ております。

黒石警察署

35 市道　尾上小和森線 荒田下駒田地内 横断歩道の設置について
柏農高校駅前の信号機交差点に設
置された横断歩道の利用をお願い
します。

黒石警察署

36 市道　尾上小和森線 新屋町下沢田地内 歩道の整備について 実施に向けて検討しております。 平川市

37
市道　尾上追子野木線
市道　尾上原線
市道　尾上火葬場線

尾上栄松地内 横断歩道の設置について
令和２年度に横断歩道を設置して
おります。

黒石警察署

38 市道猿賀杉館線 猿賀平塚地内 道路の拡幅について 実施に向けて検討しております。 平川市



39 市道　葛川切明線 切明坂本地内 切明川の落下防止策の改修について
防護柵修繕について県へ要望して
おります。

中南地域県民局


