
学校名 NO 字・区名 路線名 危険箇所 危険の内容 対策メニュー 事業主体 実施予定年度

26-1 石部中央
県道 石部草津
線

めぐるくん「石部口」停留所付近交差
点の横断歩道

朝夕とも県道石部草津線の交通量が多いため、
児童の横断が危険である。

横断旗の設置
生活環境課

ＰＴＡ H27実施済み

地域の同意が得られれば、車道を一車線に変更し路側帯を
確保しグリーンベルト設置を検討

土木建設課 再検討まち

上記のことが実現できれば、横断歩道の設置を検討
→上記施工後設置を検討する。

甲賀警察 再検討まち

26-3 石部中央
県道 石部草津
線

岡出一丁目と東谷団地の間の横断
歩道

交通量が多いため、児童の横断が危険である。 横断旗の設置
生活環境課

ＰＴＡ
H27実施済み

26-1 東寺 市道 東寺線
めぐるくん「東寺」停留所付近～東寺
三丁目の南橋まで

地域住民の動脈線でもあるが、通り抜けする車
も多く、歩行者の安全が図れない。

グリーンベルトの設置 土木建設課 H28実施済み

26-2 石部南
市道 長嶋荒堀
線

阿星保育園前道路
路上駐車が多いため、子どもたちが車道側に膨
らまなければならないため、危険である。

「路上駐車お断り」のマナーアップ啓発をPTAから区へ依頼 PTA H27実施済み

26-3 宮の森
県道 長寿寺本
堂線

宮の森一丁目から「石部南」信号まで
朝夕にガードレールのある狭い歩道に自転車通
学の生徒と児童が混在するため、接触の危険が
ある。

「歩行者優先」の自転車マナーアップをPTAから石部中学
校、石部高校へ依頼

PTA H27実施済み

26-1 宝来坂 市道 孤谷線
「宝来坂」信号～石部南小信号まで
の道路

曲がり角が多く、狭くて溝蓋がない。朝夕に車と
自転車、児童が混在し、危険である。

ドライバーへの注意喚起として、通学路であることがわかる
道路標示等を検討

土木建設課
PTA

歩道設置を検討

26-2 石部西 市道 宮ヶ谷線
「宝来坂」信号～石部西（雨山北口経
由）の道路

曲がり角が多く、歩道も狭い。特に下校時は下り
坂で自転車のスピードが出るうえ、大型車も多く
通るため危険である。。

グリーンベルト設置 土木建設課 H27実施済み

26-1 吉永
市道 旧東海道
線

市道大溝線との交差点(吉永交差
点）、吉永児童遊園地横のＴ字路

通り抜けする車が多く、児童の通行が危険であ
る。

建設中の吉永山手線の早期完了促進 土木建設課 現在施工中

自転車マナーアップを小学校から甲西中学校・甲西高校へ
依頼

PTA H27実施済み

車の減速対策としてライン処理、ポストコーンおよびグリーン
ベルト設置

土木建設課 H29実施済み

横断歩道の位置を変更 甲賀警察 H29実施済み

地域の同意が得られれば、交通規制や交通量抑止、減速
対策のため車道幅を狭くするなどの対策を講じることを検討
→市道吉永山手線が開通される。通学路、生活道路、通過
交通用道路の棲み分けが必要。

甲賀警察 協議待ち

下校時間・スクールガード配置情報を甲西駅前交番に知ら
せ、巡回を依頼

PTA 検討中（実施予定）

26-1 三雲
県道 草津伊賀
線

勅使野橋の信号付近（市道妙感寺線
とのＴ字路）

三雲トンネル方面から信号を右折する車が路側
帯に侵入することがあり、危険である。

グリーンベルト設置済み 県土木事務所 対策済み

車の減速対策として、ライン処理 土木建設課 H28実施済み

「通学路」の路面標示 PTA
通学路であることがわかる
別の方法を検討中

26-3 三雲
市道 旧東海道
線

 田川橋～荒川橋および旧東海道三
雲西踏切からけんしん、三雲駅から
天保閣までの東海道

交通量が多く、児童の通行が危険である。 グリーンベルトの設置 土木建設課 H29実施予定

溝蓋の設置は地域の了解が得られれば対応可 土木建設課 協議待ち

通学路の変更を検討 PTA 検討・変更済み

市道　夏見線とのＴ字路

市道　新田線との交差点

地域の同意が得られれば、交通規制や交通量抑止、減速
対策のため車道幅を狭くするなどの対策を講じることは検
討

生活環境課
甲賀警察

協議待ち

電柱に「通学路注意」のステッカーを貼って注意を促すこと
を検討

PTA H29実施済み

26-3 柑子袋
市道 旧東海道
線

旧道　三善酒店前交差点および平松
保育園入口までの道

道幅が狭く、見通しも悪い。保育園への送迎も
含めて他地区からの車の進入が多く、危険。

電柱に「通学路注意」のステッカーを貼って注意を促すこと
を検討

PTA H29実施済み

ドライバーの注意喚起のため公園付近の標識に蛍光シー
ルを貼付

PTA H26実施済み

・ライン処理により路側帯確保
・グリーンベルト設置

土木建設課
H29実施予定

横断旗の設置
生活環境課

ＰＴＡ
H27実施済み

26-2 菩提寺 市道 谷川線
西応寺駐車場南側から野洲甲西線
の川沿いの道

道幅が狭く、道の横は川である。通行車両があ
ると、よけようとする歩行者や自転車が川に転落
する恐れがある。

転落防止柵設置 土木建設課 H28実施済み

26-3 三上台
市道 菩提寺中
央線

菩提寺まちづくりセンター前交差点
登下校の時間帯に、県道竜王石部線の菩提寺
新町信号方向へ右折左折する車両が多く、児童
の横断や通行が危険である。

グリーンベルト設置 土木建設課 H28実施済み

通学路変更を含め検討
PTA

土木建設課
検討中

通学路変更ができないのであれば、グリーンベルト上にポス
トコーン設置を検討

県土木事務所 検討中

車に注意を促すため、交差点強調標示（カラー塗装）とライ
ン処理

土木建設課 H28実施済み

「止まれ」の標識の場所に停止線を引き直す 甲賀警察 H27実施済み

26-1 正福寺
県道 野洲甲西
線 他

県道野洲甲西線の甲西北中学校か
ら岩根小学校まで

歩車道境界ブロックはあるものの、通り抜けをす
る車も多く、児童の通行が危険である。

地域の同意が得られれば、進入時間規制を検討
生活環境課
甲賀警察

協議待ち

26-2 正福寺
岩根学区内、主
要通学路（16か
所）

岩根学区内、主要通学路（16か所）
道幅が狭く、歩道のないところもある。登下校時
には交通量も多く、スピードを出す車もあり、児
童の通行が危険である。

「ゾーン30」の速度規制を甲賀警察署に要望ずみ
生活環境課
甲賀警察

要望済み
検討中

26-3 岩根西 市道 岩根線 岩根西の高倉神社周辺
登下校時に不審者が出没するなど、防犯面で児
童の通行が危険である。

要望の防犯カメラ設置は公道につき困難 生活環境課

26-1 正福寺 市道 野神8号線

県道野洲甲西線から栗東水口道路
（国道１号バイパス）へ抜ける道と栗
東水口道路（国道１号バイパス）との
交差点

栗東水口道路への通り抜けをする車が多く、ス
ピードを出しているため、栗東水口道路沿いの
歩道を利用する生徒の通行が危険である。

信号機の設置を要望
生活環境課
甲賀警察

Ｈ28実施済み

26-2 朝国 市道 朝国線 他
朝国より県道彦根八日市甲西線に出
るまでの農道

「一般車両通行止め」の看板があるにもかかわ
らず、通り抜けする車が多く、スピードも出してい
て、生徒の通行が危険である。

看板設置者の許可を得られれば、看板に「通学路」の文字
を入れる

農林保全課
PTA

検討中

26-3 岩根花園
県道 野洲甲西
線

国道岩根花園信号へ出る県道野洲
甲西線交差点

県道野洲甲西線より国道岩根花園信号に向か
い右折左折する車が多く、スピードも出している
ため、横断歩道はあるものの、生徒の通行が危
険である。

・車の減速対策として、ライン処理、ポストコーン、道路鋲の
設置
・横断歩道のグリーン強調標示

県土木事務所 H27実施済み

26-1 大谷
市道 下田竜王
線

市道岩根大谷線とのＴ字路
登下校の時間帯に、車の通行量が多く児童の
横断が危険である。

・横断歩道については、必要な個所には設置されている
・信号機の設置を要望

生活環境課
甲賀警察

Ｈ27．6月・12月要望済み

カーブ中のガードレールに「横断者注意」看板を設置 県土木事務所 H28実施済み

工業団地協会を通じて該当地域企業に運転注意を依頼 PTA 検討中（実施予定）

横断時に横断旗を持つことを指導 PTA H28実施済み

26-3 下田 市道高松広谷線
県道春日竜王線との「下田東」交差
点から旧茶釜川まで

通り抜けする車が多く、児童の通行が危険であ
る。

グリーンベルトの設置 土木建設課 H28実施済み

１本西側の交差点に横断歩道を新設 甲賀警察 Ｈ30実施予定

交差点強調標示 土木建設課 H29実施予定

・ライン処理と路側帯確保　  　　　　 ・グリーンベルトの設置
・道路標示の塗り直し

土木建設課 H28実施済み

横断歩道の新設 甲賀警察 H29実施済み

交差点強調標示 土木建設課 H28実施済み

信号機設置のための通行量データ収集 ＰＴＡ H27実施済み

Ｈ27．6月・12月要望済み　Ｈ
29実施計画計上中
→実施しない

26-2 湖南工業団地南
市道 若竹町101
号線

市道若竹町102号線、田代ケ池３号
線との交差点（三角公園横）

横断歩道の設置を要望
→自転車横断用の横断歩道は設置基準に該当しないため
設置しない。

交通量が多く、生徒の横断が困難である。
生活環境課
甲賀警察

26-2 ﾊｲｳｪｲｻｲﾄﾞﾀｳﾝ 市道 甲賀堺線

あずまや橋の通りと一筋左に入った
交差点（３丁目９番地）（八王子通りと
郷中通りの交差点）（つつじ通り、あ
ずまや通り、八王子通りの交差点）

自転車や車の往来が多く、つつじ通りには「止ま
れ」の標識があるものの、他の通りには一旦停
止などの標識がなく、減速せずに交差点に入る
車がある。接触事故もある。

交通量が多く、スピードを出す車両もある。見通
しも悪く、児童の横断が危険である。

下田小
26-2 桐松

県道 春日竜王
線

26-3

車の通行量が多く、スピードを出していて、児童
の通行や横断が危険である。

市道桐山３号線との交差点
車の通行量が多く、児童の横断が困難である。
車道も狭いため、児童の通行が危険である。

水戸小

26-1 湖南工業団地南
市道 大池町105
号線

水戸保育園前交差点
車の通行量が多く、スピードを出していて、児童
の横断が危険である。

湖南工業団地南
市道 梅影町101
号線

市道大池町109号線との交差点（南
陽台団地坂下）

登校時に車の通行量が多く、スピードも出してい
る。横断歩道が薄くなっており、信号もないので
児童の横断が危険である。

菩提寺北小

26-1 ｲﾜﾀﾆﾗﾝﾄﾞ
県道 竜王石部
線

イワタニランド・近江台信号付近の通
学路

歩道幅が１ｍと狭いため、雨天時に傘をさすと車
道にはみ出し傘と通行車両と接触するなど危険
である。交通量も増加している。

菩提寺小

26-1 みどりの村
市道 菩提寺野
洲線

岩根小

甲西北中

菩提寺中央公園前の横断歩道

甲西中

26-1

　吉永
(三雲・夏見・針・
平松・柑子袋）

市道 旧東海道
線

三雲～柑子袋
溝蓋がない箇所があり、よける際に車と接触す
る恐れがあり危険である。また、自転車走行中
に溝にはまる危険性がある。

夏見 市道南部中央線

26-2 吉永
市道 旧東海道
線

旧東海道　吉永交差点 通行量が多く、接触事故の危険性がある。

夏見
市道 旧東海道
線

市道夏見線との交差点（サンビレッジ
前　旧道交差点）

南部中央線から旧東海道へ進入する車が多く、
グリーンベルト上にはみ出すことも多いため、危
険である。

三雲東小 26-2 三雲

市道 南北線 堂ノ上橋西の交差点付近、
抜け道として利用する車が多く、減速せずに交
差点に進入する車が多いため、危険である。

市道 南北線
児童館に至るまでの荒川沿いの路側
帯

歩道幅が狭いため、１列歩行しかできず、登下
校時に車道にはみ出して歩く児童がいて危険で
ある。

１列歩行の指導を継続 PTA

　湖南市通学路危険箇所対策一覧表（平成26年度PTA要望分）        〈平成31年2月14日現在〉

市道桝屋線

実施中

石部小 26-2 石部中央 石部中央四丁目の交差点２ケ所
登校時に、スピードを出して通る車が多いため、
児童の横断が危険である。

石部南小

石部中

三雲小

26-2 針
市道 旧東海道
線

旧東海道　針交差点
中高生の自転車通行マナーに難があり、スピー
ドを落とさず交差点に入る車も多いため、児童の
通行が危険である。

26-3


