
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

市道村崎線との交差点に横断歩道の設置
→交差点南側の車道幅員が狭く路側帯の設置ができない。よって、交差
点南西角の歩行者溜まりの確保ができないため設置できないと本部回
答あり。

甲賀警察 実施しない

外側線を引き直す 土木建設課 H30

西寺バス停付近横断歩道付近
現在の占用者による舗装復旧工事完了後に、「横断歩道注意」を示すダ
イヤマークの間に「横断者注意」の文字を書き入れる

甲賀土木事務所 H31以降実施予定

丸山バス停付近５差路交差点 高校に生徒への指導を依頼。 学校 Ｈ29実施済み

29-2 石部南 市道西寺団地１号線 市道西寺団地33号線との丁字路

下校時、溝蓋の上を通ったり立ったりして、段
差に気付かずつまずいたり転倒したりする恐
れがあり危険。また、側溝にはまった児童もい
る。

側溝蓋掛け部の補修と蓋掛けを実施する。 土木建設課 H29実施済み

石部中 29-1 宝来坂 市道狐谷線
「宝来坂」交差点～石部南小信号までの
道路（※28-1要望同一箇所）

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。

用地買収を含めて歩道の拡張、自転車道の設置を検討中　　(28年度に
北側に路肩を確保できるように外側線復旧時にライン処理済→下校時
はそちらを通るよう指導する)

土木建設課 歩道設置を検討

横断歩道設置の方向で検討。 甲賀警察 H30実施済

横断歩道設置後に必要箇所のガードレールの撤去と設置を行う。 土木建設課 H30実施済

信号のＬＥＤ化を検討する。 甲賀警察 H30本部へ要望中

信号待ちをする場所について児童に指導 PTA Ｈ29実施済み

29-1 柑子袋 市道西浦線 広野川橋との交差点から南方向
外側線（白線）のみで、交通立番時に子どもに
注意をしているものの、児童は車道へはみ出
して歩くので危険。

グリーンベルト設置。路肩幅を確保し、道幅を狭く見せ車の減速効果の
出るように外側線を広めにひき直し。

土木建設課 H30実施予定

地元の同意が得られれば、通行規制について検討する。
→地元同意すると回答あり。

甲賀警察 H30かH31実施予定

所有者に依頼し、家棟川交差点の駐車場に「左折」の看板設置を検討 ＰＴＡ 検討中

甲西中 29-1 針 市道 旧東海道線 針交差点および家棟川交差点
車の交通量は多く、家棟川の交差点に車進入
禁止のバリケードはなく、旧東海道針交差点を
利用している生徒にとって危険である。

地元の同意が得られれば、通行規制について検討する。
→地元は同意すると区長さんより回答あり。

甲賀警察 H30かH31実施予定

照明についてはもう少し明るいものに取り換える。 土木建設課 H30以降実施予定

壁画をのこしながらできる範囲を、グレーで全面塗りつぶす。 土木建設課 H30実施予定

横断歩道設置の方向で検討。
→交差点角の歩行者溜まりの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

横断歩道設置が決まれば、必要箇所の外側線をひく。 土木建設課 対応待ち

菩提寺
小

29-1 菩提寺 市道菩提寺中央線 市道菩提寺小学校線との交差点付近
ガードレールや道路標識を避けるためにふくら
んで歩くと、自転車や車に接触しそうになり危
険。

ガードレールを一部撤去し、道路標識を移設する。 土木建設課 H29実施済み

29-1 イワタニランド
県道竜王石部線

（22号線）
市道イワタニランド6号線・市道松寿苑1
号線との交差点

信号機は点滅信号のため、スピードを出す車
が多く危険。

現在の占用者による舗装復旧工事完了後に、横断歩道にグリーンライ
ンを引く。

甲賀土木事務所 H31以降実施予定

29-2 サイドタウン 市道イワタニサイドタウン線
あすなろトンネル付近（※28-1要望同一
箇所）

朝の登校時間は車がよく通る。車はあすなろト
ンネル内ではすれ違えないため、道の端に
寄って車の通過を待つ子ども達と接触する危
険がある

地元の同意が得られれば、車道を狭めて歩道を広げる。 土木建設課 実施済

29-1 菩提寺
県道野洲甲西線

（27号線）
市道北山台線との丁字路

信号の青の表示時間が短いので、県道を急い
で渡る生徒がいる。また北山台からの右折車
は、生徒と接触する危険がある。

時間を限定して、県道横断のための信号機の表示時間を伸ばす。
→地元区から「抜け道対策」の要望もあり、本交差点の住宅地側の青信
号を延長すれば、抜け道等で利用する車両の増加につながる恐れがあ
る。県道側と市道側の交通量の対比、交差点南側の歩道の幅員が狭い
こと、その他の歩行者の交通量が少ないこと等から、時間の延長はしな
い。

甲賀警察 実施しない

29-2 岩根花園
県道野洲甲西線

（27号線）
市道甲西線との丁字路。（※26-3要望同
一箇所）

横断歩道を無視して一時停止しない車が多く、
車と自転車が接触する危険がある。

車が止まるはずではなく、生徒に自転車のほうでも横断歩道では自転車
を押して歩いて渡る意思表示をするよう指導。

学校 実施済み

29-1 下田南 市道浜出線
市道長谷線との丁字路（西川橋付近）
（※28-2要望同一箇所　グリーンベルト
要望→実施済）

抜け道として通り抜ける車が多く、特に朝夕の
通勤時刻と児童の通学時刻が重なり、大変危
険である

交通量調査を実施したうえで、横断歩道の設置について検討する。
→歩行者溜まりが確保できないこと等から設置しない。

甲賀警察 実施しない

29-2 下田南
市道堂の城３号線

市道堂の城線

市道堂の城３号線と県道春日竜王線と
の交差点～市道堂の城線の祖父川の交
差点

抜け道として通行する車が多く、また見通しの
悪い曲がり角があるため、児童が登下校する
のに危険である。

グリーンベルトの設置 土木建設課 H30実施予定

29-1 湖南団地中
水戸町１１８号線
田代ケ池１号線

田代ケ池２号線との丁字路付近（水戸小
学校裏門付近　※27-1要望同一箇所）
から西へ約200ｍ

スピードを出す車も多く、朝の登校時帯は交通
量も多い。中学生の自転車が通ることもあり、
児童が歩く際に危険である。

丁字路付近から西へ約200ｍ付近まで歩道を整備する。 土木建設課 実施済

交差点から北西へグリーンベルトを延伸する。(学校側から十字路の南
東側まではすでに設置済)

土木建設課 H30実施予定

外側線を引く。 土木建設課 H30実施予定

日枝中 29-1 湖南団地中 田代ケ池６号線 区画整理地の道路との丁字路付近
生徒の下校時に、幼稚園の迎えの車が出てき
て、交錯するため大変危険である

生徒に車が通ることを認識するよう指導。
幼稚園に園児を送迎する保護者への啓発を依頼。

PTA
生涯学習課

実施済み
Ｈ29実施予定

石部小

交差点から農道や国道へ出る車が多い。針交
差点は、西から来る車の左折時に子どもとの
距離が近く、接触しそうになり危険である。

29-1
歩道を曲がり道の反対側に横断する際、横断
歩道が無く危険。出勤の車や、自転車で登校
する中高生など、交通量が多い。

年々交通量が増えているにも関わらず、路側
帯や横断歩道などもなく危険である。学童が保
健センターに変わり、学童児童の下校時は特
に人数が多く危険である。市道村﨑線を横切
る時が危険。路側帯が薄くほとんど分からな
い。

石部南小

三雲東
小

29-1

29-2

29-1

石部東
石部中央

市道 旧東海道線

市道堂の上線

県道草津伊賀線
（４号線）

〈平成31年2月14日〉

県道長寿寺本堂線
（119号）

急な坂道、急カーブの先の信号の無い横断歩
道をすごいスピードで車が通る。車や自転車に
児童の登校を気づいてもらえず危険。

西寺
丸山

市道鵜の目町１号線
市道横根線との交差点付近から市道村
崎線との交差点付近まで

市道南北線との交差点付近三雲

針交差点および家棟川交差点

三雲東小口交差点

児童の登下校時に朝日が反射して信号が識
別しにくく、通勤で急いでいる車も多く、非常に
危険である。押しボタンを押した後待避する場
所がない。

三雲
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29-2

菩提寺
北小

甲西北
中

29-1

下田小

水戸小

岩根小

29-2

29-2

三雲小

市道田代ケ池３号線・市道若竹町１０２
号線との交差点（※26-2要望同一箇所）
付近

若竹町１０１号線湖南団地中

市道岩根中央１号線

岩根東口 市道岩根中央13号線

岩根東

針

信号も歩道も無く、少しカーブになっており、車
が徐行せず危険。

地下道の照明は非常に薄暗く、壁面に落書き
等もあり、子ども達の安心安全面や不審者防
止対策のうえで危険である。

主要地方道彦根八日市甲西線の下を通
る地下道

車の通行が多く児童が横断するときに危険で
ある

市道東丸山線との交差点（※28-1要望
同一箇所）


