
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

28-1 石部西
県道 石部停車場線
（118号）

市道石原線との交差点（北東側）
朝夕とも県道118号線の交通量が多いが、横断
歩道北側が狭く、児童の横断待ちの間が危険で
ある。

用水路管理者等の了解が得られれば、溝蓋を設置
土木建設課

県土木事務所
協議まち

28-2 石部西 市道 西線
石部緑台から石部駅まで（歩道がない
箇所）

朝は車両の通行量が多いうえ、道路幅が狭いと
ころがある。外側線もなく児童の通行が危険で
ある。

ライン処理 土木建設課
対象児童の徒歩通学開
始時

・ライン処理
・グリーンベルト設置

土木建設課 H29実施済み

東寺団地９号線との交差点で市道長嶋線を横断するよう通
学路変更を検討

ＰＴＡ 検討済み（変更可能）

通学路を変更できるのであれば、通学を市道長嶋線と東寺
団地９号線との交差点南側に横断歩道設置を検討

甲賀警察
H29実施済み(横断歩道
設置済み)

市道 長嶋荒堀線 阿星保育園前道路バス停付近
・ライン処理
・ライン処理後にグリーンベルト設置検討

土木建設課 H29実施済み

28-2 宝来坂 市道 狐谷線
「宝来坂」交差点～宝来坂４号線交差
点までの道路

車両の通行量が多い。朝夕に車と自転車、児童
が混在し、危険である。

・薄くなっている外側線の復旧処理。
・破損ポストコーンの交換。

土木建設課 H28実施済み

石部中 28-1 宝来坂 市道 孤谷線
「宝来坂」交差点～石部南小信号まで
の道路

車両の通行量が多い。朝夕に車と自転車、児童
が混在し、危険である。

車道幅に余裕のある箇所については、北側に路肩を確保で
きるよう外側線復旧時にライン処理。

土木建設課 H28実施済み

三雲小 28-1 針 市道 旧東海道線 針交差点
朝は車両の通行量が多く、児童の横断が困難で
ある。

ドライバーへの注意喚起のため電柱に「通学路注意」のス
テッカーを貼付

ＰＴＡ
H29実施済( ステッカー貼
付済)

団地から出てくる車両に対し見通しを確保するためフェンス
のつるを刈る

ＰＴＡ
　教育総務課

H28実施済

・歩道を広げることを検討（荒川～交差点）
・歩道を明確にするために、外側線復旧時にライン処理(交
差点～校門）

土木建設課 H28実施済

「車の通行量が多く車道を自転車が通行することが危険」な
道路であるため、自転車の歩道通行が認められることを説
明

ＰＴＡ H28実施済

歩行者が多ければ、歩行者用信号の設置を要望（※） 甲賀警察 検討中

地域の了解が得られれば、南側歩道に防犯灯設置を検討 土木建設課 H29実施済

交差点北側の県道に注意看板設置の可能性を探る

信号プログラムの変更を検討

照明故障箇所は修繕 土木建設課 H28実施済み

外側線復旧時に路側帯を確保できるように引き直す 土木建設課 H28実施済み

従道路に疑似停止線を引く 土木建設課 H28実施済み

カーブミラーの向きを調整 生活環境課 H28実施済み

横断歩道設置を検討
→交差点角の歩行者溜まり確保等から設置できないと本部
回答あり。

甲賀警察 実施しない。

横断歩道が設置されるのであれば、歩道の切り下げ工事を
実施

土木建設課 実施しない。

市道　岩根中央６号
線

市道岩根９号線との交差点および市
道岩根線との交差点

横断歩道がないため、児童の横断が危険であ
る。

前者は、車の通行量がそれほど多くないため、後者は標識
の設置場所がないため、横断歩道の設置は困難

甲賀警察

28-2 岩根東
市道東線から岩根善水線に向かう里
道

水路との間に転落防止柵がなく、児童の通行が
危険である。

市道でないため、地元で設置依頼 土木建設課 対策済み

28-1 岩根花園
県道 野洲甲西線（27
号）

「岩根花園」信号交差点
信号無視する車があり、生徒の横断が危険であ
る。

信号プログラムを変更する
甲賀警察

H28他の方法で実施済み
（停止線の位置変更）

「歩行者・自転車に注意」の看板設置 生活環境課 PTAからの申請待ち

看板が設置できなければ、「通学路注意」ステッカーを電柱
に貼付

ＰＴＡ
看板設置状況により対応
する予定

下田北 市道 高松広谷線 「下田東」信号から「長池」信号まで
通り抜けの車が多く、児童の通行が危険であ
る。

速度規制強化要望については、規制だけでは効果が見込
めないため、その他の安全対策と組み合わせて実施するこ
とが必要なので、地元と協議し対策を検討
→道路環境の安全対策の理解が得られないため、速度規
制の変更は実施しない。

甲賀警察 実施しない。

減速を促す道路標示を塗り直す 土木建設課 H28実施済み

速度規制強化要望については、危険性が高い区間で検討
→基準に該当しないため設置しない。

甲賀警察 実施しない。

28-2 下田北 市道浜出線
祖父川浜出橋から旧茶釜川西川橋付
近

通り抜けする車が多く、見通しの悪い曲がり角も
多いため、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実施済

28-1
湖南工
業団地

中

市道 田代が池３号
線

市道田代が池１号線との交差点（水戸
小学校南西側）

田代が池３号線からの車が減速せずに交差点
に進入することが多く、見通しも悪いため、横断
する児童が危険である。

疑似停止線を引く 土木建設課 H28実施済

28-2
湖南工
業団地

南
市道 水戸町101号線

市道水戸町109号線、109の２号線と
の交差点（ワンワン山公園南西）

101号線は車の通行量が多く、児童の横断が危
険である。

横断歩道設置要望であるが、直近に横断歩道があることか
ら、要望場所に横断歩道を設置する必要性が認められな
い。
→信号設置基準に該当せず。

甲賀警察

市道 桐山１号線、高
松町107号線

歩道がないため、生徒の通行が危険である。
歩道設置の長期計画はあるので、前倒しや交差点部分だ
けでも設置を検討。

土木建設課 H３１以降

市道　高松町106号
線

歩道に街灯がなく、下校時に生徒の通行が危険
である。

反対側についている防犯灯を付け替える。 土木建設課 Ｈ29実施中

28-2
湖南工
業団地

北

市道　若竹町103号
線

市道西峰町101号線、105号との交差
点

横断歩道があるものの、スピードを出す車も多
く、生徒の横断が危険である。

信号機の設置を要望する。（※）
生活環境課
甲賀警察

Ｈ29要望済み
検討中

検討中甲賀警察
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石部小

石部南小

28-1 石部南

市道 長嶋線 市道東寺線との交差点（北東側）
道路幅は広いが、外側線や横断歩道がないた
め、児童が通行・横断する場所がわからず危険
である。

三雲東小
朝は、団地から出てくる車両で児童の横断が危
険である。歩道が狭い箇所やわかりにくい箇所
があり危険である。

甲西中 28-1 針 市道 南部中央線 市道東丁庭線との交差点ほか

朝は歩道を利用する自転車通学の生徒が多い
が、自転車通行可の標識がない。歩行者用信号
がないため横断が危険である。夕方は歩道が暗
いため、狭い旧東海道を利用する生徒が多く、
危険である。

28-1 三雲
市道 三雲東小学校
線

市道 三雲ケ丘団地１号線との交差点
付近

「菩提寺鵜ケ下」信号交差点

信号が歩車分離式（時間限定）であることがドラ
イバーにわかりづらいため、信号が赤であるに
もかかわらず見切り発車する車両があり、児童
の横断が危険である。

菩提寺北小

28-1
ｲﾜﾀﾆ
ﾗﾝﾄﾞ

市道　イワタニサイド
タウン線

あすなろトンネル付近
トンネル南入口の見通しが悪いうえ、トンネル内
の歩道が狭く、照明も暗い。特に朝は通行車両
も多いため、児童の通行が危険である。

菩提寺小 28-1 北山台
県道　竜王石部線
（22号）

28-2
ﾊｲｳｪｲ

ｻｲﾄﾞﾀｳﾝ
市道 菩提寺団地２
号線

雨山通りと市道菩提寺団地34号線、
31号線の交差点

抜け道になっているが、道幅が狭く、急カーブの
ため見通しが悪く生徒の通行が危険である。

市道　下田竜王線
市道岩根大谷線とのＴ字路から「下田
南」信号まで

スピードを出す車が多く、児童の通行が危険で
ある。

交差点が斜めに交わっており見通しが悪い。従
道路から減速せずに交差点に進入する車が多
いため、児童の横断や通行が危険である。

市道　岩根中央１号
線

東丸山線との交差点
車の通行量が多いが、横断歩道がないため、児
童の横断が危険である。

28-2 三上台

桐松 緑が丘から市民グラウンド横まで

市道三上丘13号線とのＴ字路市道 三上丘10号線

水戸小

日枝中

28-1

下田小

28-1

下田北

岩根小

28-1 岩根東

甲西北中


