
 

―釜谷２― 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 この区間、平成２５年 

現在民家なし。 

事故が多い。（車同士、 

車対馬・鹿） 

歩道に蛇がいる。歩道の

草刈りが行き届いてい

ないところがある。 

 追い越し車線終了

区間 事故注意 

 下へ向かう車からは 

視界が悪いので子ど

もの飛び出しに注意 



 

―釜谷３― 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 道路沿いに家がないため、 

子どもの一人歩きは危険 

 建物が少なく、周囲から

の目も届きにくい。 



 

―釜谷４― 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 

 

学齢児童が多いが、 

横断歩道がないため、 

危険 過去に子どもの 

事故発生 

 追い越しをする車が 

多いので要注意！ 

 冬季、アイスバーンの 

ため、おりてきた車が 

止まりきれず、車道まで 

はみ出すことあり。 



 

―釜谷５・汐首１― 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 １日を通して人も車もなく 

連れ込まれたら危険 

 

バイパスから下りてきた 

車がスピードを出している 

ことがあるので横断注意！ 



 

 少しのカーブに気

付かず、歩道に寄っ

て車が入ってくる

ので要注意！過去

に４度事故あり。 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４

時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 

―汐首２― 



 

 急カーブ、周囲民

家なし。過去に事

故数件あり。付近

の坂道は見通し

が悪い。 

 暗く、人気のない

場所が多い。会

館、空き家、乾燥

場など 

横断注意！ 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時

半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 
―汐首３― 



 

―汐首４― 

 漁港は安全上、 

十分な注意が必要 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４

時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 



 

―汐首５― 

 周囲に家がなく、目が届

かないところもある。 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４

時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 



 

 

―小安８― 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

 過去に小学生と

車との接触事故

があった。 

 人や車の通りが少なく、 

不審者に要注意！ 

セイコー 

マート 

小安店 

 駐車場への出入りの車が多く、 

過去に付近のバイパスで車両

事故あり。徒歩・自転車とも 

前後方・左右確認が必要！ 

 
スクールバスの出入

りもあり最徐行！ 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 冬はすべりやすく、 

車に注意！ 

 

 信号がないので渡るの

に注意 

 人や車の通りが少なく、 

不審者に要注意！ 

―小安１― 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 



 

 

 人や車の通りが少なく、 

不審者に要注意！ 

―小安２― 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 



 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 
―小安３― 

 人や車の通りが少なく、 

不審者に要注意！ 

 人や車の通りが少なく、 

不審者に要注意！ 



 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 この近辺で過去に 

大型車両同士の接触 

による死亡事故発生！ 

 トラックの出入りが 

多く要注意！ 

 下り坂で自転車と車と

の接触事故が過去にあ

った地点。視界が悪い

ので要注意！ 

－小安４－ 



 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 
―小安５― 

 人や車の通りが少なく、 

不審者に要注意！ 

 昆布の時期には、車の往来が 

多くなる。坂が急なので自転車は 

注意！過去に声かけもあった。 

 
川遊びは危険！ 



 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 

―小安６― 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

あいある小安 

 ダ ン プ の

出 入 り が

多く、道が

狭いので 

要注意！ 

 過去に不審者の 

声かけがあった 

ので要注意！ 



 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 

―小安７― 

 

 人や車の通りが少なく、 

不審者に要注意！ 

 人通り少なめ。 

空き屋も多くなってき

ている。 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

 見通しが悪いので 

最徐行。安全確認。

冬はカーブもあり滑

るので要注意！買い

物等で車通りが多く

なっている。 

 道幅が狭く 

最徐行。 

 ガードレールに小さい 

穴があり要注意！ 



 

―小安９― 

 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

小安消防 

 
駐車場内に 

見知らぬ車が 

停まっている 

ことがある。 

 
  

・道が狭く、見通しが悪い。 

・車の通りが多い。 

・冬は急な坂でのスリップに注意 



 

―小安１０・釜谷１― 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□家に帰る時刻を守りましょう。（４～８月：午後６時 ９月：午後５時半 10月・３月：午後５時 11月～２月：午後４時半） 

□歩行について→車やバイク、自転車などに注意しましょう。交差点や曲がり角では飛び出さないようにしましょう。 

□自転車について→スピードの出し過ぎ、二人乗り、蛇行運転などの危険な乗り方はやめましょう。 

 

【戸井西小学校・校外生活のきまり】 

□旧道は、道幅が狭いため十分注意して歩きましょう。歩道の無い所は、山側を歩きましょう。 

□バイパスから旧道への坂道では、自転車を降りて押して行きましょう。 

 

 過去に人身事故が 

あった。周囲には 

民家も少ない。 


