
1 石部西
県道石部停車場線

市道石原線
県道石部停車場線と市道石原線の交差
点（※28-1と同一個所）

通学で県道を渡るため、待機する場所の側溝の
ふたがなく、生徒が側溝に落ちる危険がある。

側溝に蓋を設置してほしい。
（※28年度　合同点検で結果が出ている「用水路管理者
等の了解が得られれば設置する」）

用水管理者等の了解を得ていただければ実施予定。
用水管理者等への了解はPTAで対応。

甲賀土木事務所 H31以降

2 石部東
県道長寿寺本堂線
市道西清水町線

県道長寿寺本堂線と市道西清水町線の
交差点

県道の交通量が多く信号もないため、県道の横
断が大変危険である。

横断旗を設置してほしい。 ＰＴＡが横断旗を設置する。 生涯学習課 ー

（A)グリーンベルトを広げてほしい。
（※27年度にグリーンベルト設置済み）

ガードレールを50㎝程度後退させ路肩幅員を確保することで
歩行空間の確保を図る。

H31

（B)ガードレールを設置してほしい。 隣接地への乗入れに伴う接道箇所のため設置不可

石部中 1 宝来坂 市道宮ヶ谷線

市道宮ヶ谷線と市道宝来坂17号線と交
差点付近から約700ｍ地点（吉御子神社
付近）

見通しの悪いカーブが連続しているうえに、大型
車両を含め自動車の通行量が多いにもかかわら
ず、自転車道（歩道）が一部途切れている区間が
あるため危険である。

自転車が安全に通行できる自転車道の整備をしてほし
い。（26-2と同一箇所）

湖南市道路整備計画の中期に位置づけされている案件であ
る。整備計画に沿って、道路を整備している関係上、すぐに対
応するのは難しい案件と考える。しかしながら、H31年度に道
路整備計画の見直しをする予定であるので、その中で要望が
高く投資効果のある整備箇所を短期にあげる予定なので、
宮ヶ谷線においても十分考慮して決定していきます。

H31以降

啓発シールをPTAに提供 生活環境課 実施済

以前に、死亡事故発生後の安全対策を実施済み。新たな交
通規制は実施しない。

甲賀警察署
土木建設課

実施しない

待機場所の路面シールをPTAに提供 生活環境課 実施済

歩行者待機場所が自動車の出入り口となていることから設置
基準に該当せず。

甲賀警察署 実施しない

三雲小 1 針 市道旧東海道線

旧道針交差点（市道旧東海道線と市道
東丁庭線）・旧道家棟川交差点（市道旧
東海道線と市道甲西駅美松線）
（※29-2、甲西中29-1と同一個所）

旧道針交差点において、石部方面から来る車に
左折してもらうよう取り組んでいるが、左折する時
に児童と接触しそうになり危険である。

旧道家棟川交差点において、左折看板の設置や通行規
制をしてほしい（石部方面から来た車が左折してもらえる
ように）。
（※29年度合同点検の結果、地元の同意が得られれば検
討）

地元から同意の回答あり。
甲賀警察署
生活環境課

Ｈ３１以降

信号の設置基準に該当しない。カーブで見通しが確保できな
い場所へ横断歩道は設置困難。

甲賀警察署 実施しない

現在発注済の市道吉永山手線道路新設工事において公安
委員会と協議を終えており、道路設置に際して、横断歩道、
信号機は認めないという見解をいただいている。供用開始後
も新設道路に横断歩道等を設置するのは難しいと思われま
す。

土木建設課 実施しない

歩行者・自転車用の信号を設置してほしい（市道南部中
央線と市道東丁庭線の交差点）。
（※28年度合同点検の結果、検討中）

継続して本部に要望する。

自転車通行可の標識の設置、街灯を設置してほしい（市
道南部中央線の歩道）。
（※28年度合同点検の結果、防犯灯設置済み）

検討する。

1 岩根 市道岩根線 市道岩根線と市道高倉線の交差点付近 側溝に児童がはまる危険がある。 側溝に児童がはまらないようフェンスを設置してほしい。
転落防止策設置及び側溝（暗渠部分）への流入防止の対策
を行う。

土木建設課 H31

歩行者溜まりの確保ができないため設置しない。 甲賀警察署 実施しない

外側線内側にポストコーン設置を検討 土木建設課 H31

PTAに啓発の路面シール等を提供。（申請が必要）PTAが貼
付

生活環境課 H30

菩提寺小 1 菩提寺
一級河川谷川の河川管理

用通路
一級河川谷川の河川管理用通路

菩提寺小前信号から県道竜王石部線に抜けるこ
とのできる川沿いの歩道を自動は登下校で通っ
ている。足下が悪く、降雪の時などが危険。また、
川沿いの道で川側には柵があるが、反対側には
無い。路面状態が悪いとすべりやすく危険。

歩道のもう片面にガードレールまたは柵を設置してほし
い。

ＰＴＡで立番・啓発看板等で対策を継続する。 生涯学習課 ー

注意喚起をする看板等を設置してほしい。
PTAに啓発の壁面シールを提供。（申請が必要）PTAが貼
付。

生活環境課 H30

交差点に黄色の舗装をしてほしい。
団地内生活道路であり、流入する通過交通がなく、交差交通
量も少ない。規制のない交差点であり強調標示の効果が期
待できないため設置は困難。

土木建設課 実施しない

2 イワタニランド 県道竜王石部線

県道竜王石部線南側の歩道
区間：市道広野八重谷線～市道イワタニ
ランド6号線
区間延長　L=530ｍ

当該区間は菩提寺北小学校の通学路に指定され
ている道であり、車の交通量も多く、特に南側は
竜王山から降りてくる為、スピードが上がりがちな
車が非常に多く通行している。路肩も狭いため、
危険な状態である。

歩道を設置してほしい。
滋賀県道路整備アクションプログラム2018に該当箇所があ
がっており、県事業により対応する予定。事業完了は平成33
年度を目標としています。

甲賀土木事務所
H29年度より事業
着手済み

1 岩根
県道野洲甲西線

市道甲西線
県道野洲甲西線と市道甲西線の交差点
（※26-3、29-2と同一個所）

一時停止の位置からは車からの左右確認が確実
にできず、前に出て確認するため危険である。

交差点に信号を設置してほしい。
（※27年度　合同点検で結果が出ている「事実上不可
能」）

信号の設置基準に該当せず。
甲賀警察署
生活環境課

実施しない

横断歩道が薄くなっているので引き直してほしい。
（※28年度合同点検の結果、信号機の表示時間を延ばす
ことを検討中）

横断歩道が目立つように道路に表示をしてほしい。

信号機を設置してほしい。
（※27年度に信号機の設置を要望済み）

継続して本部に要望する。 甲賀警察署

看板等を設置してほしい（十二坊から来た車に見えるよう
に、歩行者がいる事が分かるような看板か通学路である
事が分かるような看板）。

PTAに啓発の壁面シールを提供。（申請が必要）PTAが貼
付。

生活環境課 H30

グリーンベルトを設置してほしい（横断歩道に沿うよう
に）。

横断歩道の強調標示（グリーン）を実施する H31

車道に減速を促す表示をしてほしい（T字路の３方向いず
れからでも見えるように）。

減速を促す路面標示を検討（下田竜王線） H31

横断歩道を設置してほしい（市道堂の城６号線と市道堂
の城８号線の交差点、市道堂の城６号線と市道堂の城10
号線の交差点）。

設置基準に該当しない。
甲賀警察署
生活環境課

実施しない

通学時間帯の車両通行禁止（車が県道から団地へ入らな
いように、県道下田交差点と県道下田口交差点に団地内
へ進入しないよう促す看板の設置）

坂道の途中での横断ではなく、県道の交差点での横断をPTA
が検討する。

生涯学習課 ー

市道田代ヶ池１号線と市道田代ヶ池８の１号線の交差点
に横断歩道を設置してほしい。

①岩根４９９－１３９草の根ハウス前交差点か②岩根５５０－
１８前交差点での横断か検討する。通学路の迂回が可能か
協議が必要。

甲賀警察署
生活環境課

未定

PTAに啓発の壁面シールを提供。（申請が必要）PTAが貼
付。

生活環境課 H30

減速を促す路面標示を検討 土木建設課 H31

交通規制は実施しない。 甲賀警察署 実施しない

減速を促す看板を設置してほしい。
PTAに啓発の壁面シールを提供。（申請が必要）PTAが貼
付。

生活環境課 H30

一時停止の標識を設置してほしい。
事故の発生なし。周辺住民の生活道路である。疑似停止線
があり、交通規制の必要性が認められない。

甲賀警察署 実施しない

グリーンベルト等を設置してほしい。
（※28年度合同点検の結果、疑似一時停止線を設置済
み）

横断歩道設置箇所に併せて歩車道境界ブロックの切下げを
実施する。

土木建設課 Ｈ３１以降

1 岩根
市道岩根大谷線
市道下田竜王線

市道岩根大谷線と市道下田竜王線の交
差点
（下田小26-1、30-1と同一個所）

登下校の時間帯に車の通行量が多く、生徒の横
断が危険である。横断歩道はあるが、朝は特に
車が途切れず、またスピードの出ている車も多く、
指示器を出さない車もある為危険である。

信号機を設置してほしい。
（※27年度に信号機の設置を要望済み）

継続して警察本部に要望する。
甲賀警察署
生活環境課

Ｈ３１以降

2 市道桐山1号線 市道桐山1号線

湖南工業団地高松地先のタカラベルモント(株)滋
賀事業所の前面道路は大型貨物輸送車両が頻
繁に通行しいることや、通勤時間と通学時間帯と
も重なり、危険である。

タカラベルモント(株)滋賀事業所側に沿って歩道を整備し
てほしい。

歩道整備にむけて、平成31年度から国に社会資本総合整備
交付金事業として要望していく予定である。

土木建設課 Ｈ３１以降

市道田代ヶ池３号線から交差点へ進入する車は
見通しが悪く、一時停止の表示も無いため危険で
ある。

市道田代ヶ池１号線と市道田代ヶ池３号
線の交差点
（※28-1と同一個所）

水戸

菩提寺

県道彦根八日市甲西線の下田～下田口が渋滞
し、車が堂の城の住宅街の道路をう回路として通
行され、そこを通学路としている児童が横断する。
横断歩道もなく車のスピードも速く、見通しも悪い
ので危険である。

市道堂の城６号線ほか市道堂の城６号線ほか

市道田代ヶ池１号線
市道田代ヶ池３号線

市道岩根大谷線と市道下田竜王線の交
差点
（※26-1と同一個所）

市道岩根大谷線
市道下田竜王線

岩根

朝は多くの生徒が横断し、信号の変わり際には斜
め横断をする生徒もいて危険である。

甲賀警察署
生活環境課

土木建設課

対策メニュー 実施予定年度

　平成30年度湖南市通学路危険箇所PTA要望対策一覧表 31.2.14

側溝に蓋をしてほしい。

要望内容 事業主体字・区名ＰＴＡ名 NO

石部小

2 石部南交差点付近

危険の内容

宝来坂

石部南小

山喜橋に、自転車横断帯に沿って横断歩道を設置してほ
しい。

下田

水戸小

2

菩提寺北
小

1

1

日枝中

2

1

三雲東小

2

2

2

岩根小

2

1

下田小

県道野洲甲西線
市道北山台線

県道野洲甲西線と市道北山台線の交差
点
（※29-1と同一個所） 未定

横断歩道は補修予定。
甲賀警察署
生活環境課

宝来坂交差点から市道宮ヶ谷線を北西
に約330ｍ進んだ個所にあるカーブ
（※石部中26-2と同一個所）

甲西中

市道東丁庭線との交差点ほか
（※27-1、28-1と同一個所）

市道南部中央線針

石部南

1

市道甲陽台１号線と市道西山線の交差
点

三雲

市道泉が丘１号線

甲西北中

横断歩道と横断歩道予告等の標識を設置してほしい。岩根
市道朝国岩根線
市道思川３号線

市道朝国岩根線と市道思川３号線の交
差点

交通量が多く危険である。

吉永～夏見

200名以上の生徒が針の交差点（市道南部中央
線と市道東丁庭線の交差点）を利用している。登
校時は市道南部中央線を利用する生徒も多い
が、下校時は暗く旧東海道を利用する生徒の方
が多く、危険である。

坂道になっており、車がスピードを出して通る。白
線はあるが、側溝があり、児童が歩く道幅が狭く
なっていて危険である。

市道東寺線
路肩幅員は側溝を除いて現状1.0m以上確保されており、歩
行空間は確保されている。また側溝高も浅く管理上蓋掛けは
困難

市道甲陽台１号線と市道西山線の交差点から西に約35
ｍにわたり、凹凸の舗装をしてほしい。（減速する車が増
えるように）。

路線名 危険箇所

土木建設課
実施しない

未定

市道吉永山手線 市道吉永山手線
歩道は広くとられているが、交通量が多くなる事
が予想される。

信号と横断歩道を設置してほしい。

吉永（東）からくる車が、「止まれ」を無視して危険
なスピードで交差点に進入してくる場合がある。
出勤のための抜け道として地域住民ではない方
がかなり通るが、下り坂になっている事や住宅街
の中の道で交通量が多くないと思っているのか、
かなり危険な運転をする車が多い。登下校時間
に限らず、自転車でこの交差点を通行する児童も
多く、何度も事故が発生している。

山喜橋（市道泉が丘１号線）

泉が丘団地と妙感寺から通学する児童は、バイコ
ロジー妙感寺線を通るが、山喜橋北側を横断す
る際、泉が丘団地からの通勤車などの交通量も
多く危険。

市道甲陽台１号線
市道西山線

市道宮ヶ谷線

中学生・高校生の自転車や車がスピードを出して
通る。
（A）ガードレールと白線の間隔が非常に狭く、児
童が歩く時に危険である。また、正面を向いて歩く
と体が白線を超える。
（B）ガードレールがなく、崖になっているので危険
である。民家がなく人通りも少ないため、防犯の
点でも危険。

市道田代ヶ池１号線に、スピードが出ない施しをしてほし
い。

1 水戸 市道田代ヶ池１号線
市道田代ヶ池１号線と市道田代ヶ池８の
１号線の交差点

市道田代ヶ池１号線の南側に歩道があるが、北
側に家のある児童は、歩道を利用するには道路
を横断しなくてはならず、通学時間帯は車の通行
量も多く低学年の児童と共に渡るのは高リスクと
なる為、この歩道は利用せず従来の道路北側を
歩いている。

朝は特に交通量が多くスピードを出している車も
あり、冬は路上駐車も増え、道が狭いうえ見通し
が悪く危険である。

サイドタウン
市道菩提寺団地２号線
市道菩提寺団地27号線
市道菩提寺団地33号線

市道菩提寺団地２号線と市道菩提寺団
地27号線と市道菩提寺団地33号線の交
差点

登校時間にセブンイレブン前で十二坊方面から
の車が渋滞していて、見通しが悪く、急いでいる
車が多いなかで信号機がなく危険である。

H30


