
校区 学校名 NO
要望
番号

字・区名 路線名 危険箇所 危険の内容 要望内容 事業主体 対策メニュー 実施予定年度

１-１ 石部中央
県道石部草津
線・県道長寿
寺本堂線

県道石部草津線と県道長寿寺本堂線の
交差点（西庁舎前交差点）

通学で県道を渡るため、待機する場所にガード
レールが無く、児童と車が接触する危険がある。
特に朝の登校時に通勤時間と重なり、スピードを
出して通りすぎていく車が多い。また、自転車も通
るので登校時に危険を感じる。小学生は17名の
児童が利用しており、中高校生の自転車通学生
も通っている。

横断歩道の待機場所を作ってほしい。 甲賀土木事務所 店の出入口でもあり設置は、難しい。 実施しない

１－２ 石部中央
市道西谷１号
線・県道石部
草津線

市道西谷１号線と県道石部草津線の交
差点付近

児童が通学で通る歩道には車道分離標（ラバー
ポール）はあるが、ガードレールがなく、児童が車
と接触する危険がある。特に朝の登校時には通
勤時間と重なり、スピードを出して通りすぎていく
車が多い。大型トラック同士が行き違うには車道
が狭いため、歩道にはみ出る危険性がある。ま
た、自転車も通るので登校時に危険を感じる。小
学生は登校時に33名、下校時に93名の児童が利
用しており、中高校生の自転車通学生も通ってい
る。

・注意喚起のための対策をしてほしい（道路に色をつける
等）
・安全対策をしてほしい（歩道と車道を分離するガードレー
ルや丈夫な物を設置する等）

PTA
土木建設課

・「通学路注意」のステッカーを電柱に貼付。
・修繕工事の際、区画線を設置。

R元年度

石部中 １－１ 宝来坂 市道狐谷線 あざみ寮付近
道路の端に幅30ｃｍ深さ25ｃｍほどの排水のため
の側溝がある。自転車のタイヤがはまってしまう
と転倒する可能性があり非常に危険である。

溝に蓋をかぶせるなどの安全対策をしてほしい。 土木建設課 歩道拡幅および自転車道の設置を計画中。 実施中
（R３以降予定）

三雲東小 １－１ 三雲東
県道草津伊賀
線

三雲東小口信号付近

湖南市～甲賀市を結ぶ県道４号線になり、通学
時間帯の車の交通量がすごく多く、道も広いため
スピード超過の車もある。日中感応式信号のた
め、信号機の認識もドライバーは薄いと思われ
る。甲賀市方面からの道には「速度落とせ」と道
路上にあるが、停止線を越えて停車する車もあ
り、横断歩道を渡る児童生徒には不安がある。

要望箇所の道路上に路面表示をしてほしい。スクール
ゾーンである事をもっとドライバーに認識してもらう。交差
点付近の路面にカラー舗装表示をしてほしい。

甲賀土木事務所
・薄くなってる表示の塗り直し
・看板等の向きの調整

令和元年度
実施済み

１－１ 針
市道旧東海道
線、市道東丁
庭線

旧道針交差点

朝の通学時間帯は石部方面からの自動車通行
が多く、針交差点にて左折してもらっているが、横
断待ちの児童が増えてくると左折する車との接触
の危険性が非常に高く大変危険である。

・石部方面からの車輛は一つ手前の交差点（家棟川交差
点）で左折してもらえるよう取り組んでほしい。
・通学路をもう一度見直してほしい。変更してほしい。

甲賀警察署
学　校

・区の同意を得て時間帯通行止めの検討中 令和２年度実施予定

１－２ 夏見
市道夏見線、
市道旧東海道
線

市道夏見線と市道旧東海道線の交差点

・通学路なのに朝は車の台数が多すぎる（国道へ
迂回するようにできないのか）。
・横断歩道が無いので車の注意が少なく、その状
態で子どもが横断するので危険（横断歩道があっ
ても徐行する車は少ない）。
・住宅の壁で子どもが隠れてしまい、車から子ど
もが見えないので巻き込まれる危険がある。
・サンビレッジから出てくる車の止まれ線、標識が
無いので十字路内で車同士が渡ろうとするが事
故が起きてしまいそう（巻き込まれ事故の原因に
なる。自転車も止まらず直進する）。
・下校時はスピードを上げる車が多いので危険。

・国道へ迂回するようにしてほしい。
・十字路に横断歩道を設置してほしい。
・新ルートから十字路までのグリーンベルトを設置してほし
い。
・十字路南側に止まれ線と止まれの標識を設置してほし
い。
・立ち当番を設置してほしい（下校時も）。
・ミラーを設置してほしい。

甲賀警察署
土木建設課
生活環境課

・１２月要望で指定方向外進行禁止の要望
済
・一旦停止はＲ２設置予定、横断歩道につ
いては、設置しない。
・グリーンベルトを設置する。（市道吉永山
手線交差点から市道旧東海道線交差点間）
・ミラー設置済

令和２年度

１－１ 夏見 市道夏見線 市道夏見線

新道ができたおかげで旧道吉永の交差点を通る
生徒はかなり減った。また、新道にも広めの歩道
が整備されており、生徒は安全に通行できるよう
になっている。反面、旧道と新道をつなぐ道（旧道
からサンビレッジに向かう道）に歩道がなく、特に
下校時は左側通行をする際、通行が非常に危険
である。また、新道の歩道に入るために一度、横
断する必要があり、その点も危険である。

旧道と新道をつなぐ道を整備してほしい（歩道の設置、東
側の整備）。
新道に入る地点に横断歩道を設置してほしい。

甲賀警察署
土木建設課

・今後、路線西側（市道吉永山手線交差点
～市道旧東海道線交差点間）の歩道設置
については検討を行う。
・横断歩道については、設置しない。

Ｒ３年度以降

1-2 針～吉永
市道南部中央
線

市道南部中央線（針から吉永まで）

全校生徒339名のうち200名以上が針の交差点を
利用している。また、登校時は市道南部中央線を
利用するも多いが、下校時は暗くて旧道を利用す
る生徒の方が多い。旧道は狭いうえに交通量も
多いため市道南部中央線の整備を至急していた
だきたい。

すべて市道南部中央線
・歩行者、自転車用の信号の設置（針交差点）
・歩道に自転車通行可の標識
・吉永のＴ字路に信号、横断歩道等の設置

甲賀警察署
土木建設課

・防犯灯を設置する。（市道三雲小学校線交
差点付近から市道夏見線交差点間）
・信号機・横断歩道の設置は、行わない。

R2年度

１－１ 岩根西 市道岩根線 市道岩根線（高倉神社付近）

2019年４月24日（水）に岩根小に新入生として入
学間もない１年生の児童が下校途中に水路に転
落した。幸いにも仲間の児童達の手の差し伸べ
によって溝から這い上がることができた。

特に下校時において、道路の右側を一列になって東方向
に帰宅する。少しの歩いてる歩調や弾み、時にはつまずき
等の要因から溝に足を落とし入れ転落に至る危険から、
安全溝蓋の設置をしてほしい。

土木建設課 水路合流点の桝に蓋掛けを行う。 R１実施済み

１－２ 岩根東口
市道朝国岩根
線

市道朝国岩根線および農道

主に朝国より通学している子どもたちの唯一の最
短通学路です。過去にも朝の出勤時間帯に県道
の混雑を避けて農道に進入する車があり、道幅
やスピードといった危険な要因が子どもたちの安
全な登下校の面から急務な対応が望まれます。

１．通学路であることを示す立て看板の取付設置（進入方
向の東西入り口に１箇所ずつ
２．子どもたちの通学時間帯を避ける（車の農道進入不
可）啓発等

生活環境課
ＰＴＡ

看板を設置 実施済み

１－１ 菩提寺
県道竜王石部
線

菩提寺鵜ヶ下交差点

・自動車の交通量が非常に多く、児童が交通事故
にあってしまったり、自動車同士の交通事故に児
童が巻き込まれる恐れがある。
・児童の通学時間帯が歩車分離になっていること
が定着しておらず、信号を確認せず発信する自動
車がある。
・自転車通学の中学生もたくさん通っており、信号
付近にたくさんの小学生や中学生が信号待ちをし
ていることがある。

交差点付近の歩道にガードレールや柵の設置をしてほし
い（できれば県道の児童が通る箇所すべて）。

甲賀土木事務所 直線道路でもあり設置は、難しい。 実施しない

１－２ 菩提寺
市道菩提寺中
央線

市道菩提寺中央線と市道広野町団地１
号線

・交差点に信号が無く、ミラーが設置してあるもの
の見通しが悪い。
・交通量が多く、スピードを出している車が多い。

交差点周辺の道路や道路沿いに、児童の通学路であるこ
とを喚起する表示を設置してほしい。

生活環境課
ＰＴＡ

看板を設置 令和元年度実施済み

１－１
イワタニラ
ンド

市道イワタニ
サイドタウン線

たいこ橋付近
通学路となっているのに道幅が狭く、車輌への注
意喚起が無く危険である。

・通学路だと分かる看板を、たいこ橋の両端に取り付けて
ほしい。
・グリーンベルトを設置してほしい。

土木建設課
生活環境課
ＰＴＡ

・グリーンベルトを設置する。（あすなろトン
ネル出口から市道イワタニランド５号線交差
点までの区間）
・看板を設置

R２年度予定
要望待ち

１－２
サイドタウ
ン

市道菩提寺団
地１号線

市道菩提寺団地１号線と市道菩提寺団
地44号線と市道菩提寺団地34号線の交
差点

交差点が坂の下になっており、車・自転車・バイク
の飛び出し危険箇所になっている。十字路に新た
に家屋建築中であり、さらに見通しが悪くなる。ま
た冬場は路面凍結・路上駐車も増え、危険と思わ
れる。

注意喚起として、交差点強調（カラー）標示をしてほしい。
土木建設課
ＰＴＡ

生活環境課

・生活道路であり通過車両の流入はないた
め設置しない。
・看板を設置

要望待ち

１－１ 岩根 市道岩根線
市道岩根線と市道朝国岩根線の交差点
付近

岩根東区内通学路において、一旦停止・止まれ
の道路標示が薄れており、表示の補修が必要な
箇所が散見される。

注意喚起の道路標示をしてほしい。 土木建設課
道路幅員が狭く、擬似停止線の設置は難し
い。

実施しない

１－２ 正福寺 農道 農道（0004、0005）

・道幅が狭いのに大きい車両も一般道を走行する
くらいのスピードで危険。
・自転車が１列になって端に避けても車両は前か
らでも迫ってくるのが危険。
・周辺住民の方よりも通り抜けの車両が多く、とに
かくスピードで危険。

・登下校の時間帯の自転車優先などの規制をしてほしい。
・道幅が狭いのにスピードが出ている車が多いので減速を
促す看板などを設置してほしい。

農林保全課 農道のため設置しない。 実施しない

１－１ 下田
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

登校時間に十字坊方面からの車が渋滞していて
見通しが悪い。信号機が無いので横断が難しい。
車両の譲り合いがうまくいかなかったときの衝突
事故に巻き込まれる恐れが高い。

ガードレールか車止めのポールを取り付けてほしい。 土木建設課 歩道内にガードパイプ設置を検討。 R2年度

１－２ 下田
県道彦根八日
市甲西線

県道彦根八日市甲西線の下田南交差点
車の通りが多い道路を横断しなければならない。
事故が多く歩道に車止めなど何も無いので危険。

車止めのポールを取り付けてほしい。 甲賀土木事務所
・歩道を切り下げて歩車道境界ブロックを設
置
・車止めポールの設置を検討

実施済み

１－１
水戸町
（団地南）

市道梅影町
101号線・市道
水戸町101号
線

市道梅影町101号線と市道水戸町101号
線の交差点

道がカーブしており見通しが悪い。車のスピード
が速く子どもたちだけで渡るのは大変危険。夕方
は交通量が増える。子どもが自転車で渡る時、歩
道と車道に段差があり危ない。

信号機を設置してほしい。または、減速を促す道路標示を
してほしい。

甲賀警察署
生活環境課
土木建設課
ＰＴＡ

・横断歩道の強調（グリーン）標示を行う。
・看板を設置
・信号機は、設置しない。

R2年度
要望待ち

１－２
水戸町
（団地中）

市道梅影町
101号線・市道
水戸町118号
線

市道梅影町101号線と市道水戸町118号
線の交差点

市道水戸町118号線の交差点は急な坂になって
おり、下りきった交差点部分が大変危険。自転車
が勢いよく坂を下り、そのまま止まらずに曲がる
人も見かける。時間帯により交差点が多く、市道
水戸町118号線から車で来た時に曲がりにくい。

市道水戸町118号線からファミリーマートの方向へ感知式
信号機を設置してほしい。

甲賀警察署
信号の設置は、難しい。 実施しない

１－１ 岩根
市道田代ヶ池
１号線・市道田
代ヶ池６号線

市道田代ヶ池１号線と市道田代ヶ池６号
線の交差点

2017年10月の台風21号の影響で道路が陥没した
Ｔ字路で、工事終了後、カーブミラーと鉄柱が重
なっており、通行する車からカーブミラーが見づら
い状況である。直進先には住宅や社宅もあり、朝
夕に通行する車があるほか、水戸幼稚園の送迎
車両も通行する。車からも生徒からも見通しが悪
いＴ字路でもあり大変危険である。

どの方向からも確認しやすいようにカーブミラーを調整・設
置してほしい。

生活環境課 カーブミラー角度を調整済 実施済み

１－２
若竹町
（団地北）

市道若竹町
115の３号線

市道若竹町115の３号線と市道若竹町
107の２号線の交差点から市道若竹町
115の３号線と市道若竹町105号線の交
差点まで

住宅地の中の道路で朝夕の車の通行と自転車の
通行が重なる。生徒には、道いっぱいに広がって
通行することがないよう指導しているが、多くの生
徒が通行するときは危険な状況である。

道路の端にカラー舗装などで視覚的に訴えるような路側
帯を設置してほしい。

土木建設課
見通しも良く道路幅員は十分に確保されて
いる。

実施しない
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甲西中

R元年度

１－２ 宝来坂
県道石部草津
線（市道狐谷
線）

宝来坂交差点
利用人数は23人。信号待機中、身を守れるもの
が無い。左折車が児童を巻き込む危険性があ
る。

児童と車との距離が確保できる物を設置してほしい。 土木建設課

県道長寿寺本堂線（宮の森１丁目～石部
南交差点）

石部南小

１－１ 宮の森
県道長寿寺本
堂線

甲賀土木事務所
甲賀警察署

・横断歩道を引きなおす。
・看板の向きの調整。
・歩道改修を行う。
・石部南・宮の森交差点にガードパイプ設
置。

利用人数は12人。通勤時間帯は車が数珠つなぎ
になっており、狭い歩道に小学生と中学生の自転
車が通り、接触したりして非常に危険な状態であ
る。石部南交差点と宮の森の交差点はいずれも
子どもの身を守るものが無い。宮の森の交差点
は交通量が多く、スピードを出した車が多いが、
信号がなく渡る時に危険である。

・いずれの交差点も、ガードレールや柵など子どもの身を
守るものを設置してほしい。
・宮の森の交差点は信号機を設置してほしい。30ｋｍの速
度を守ることを知らせる標識や表示を設置してほしい。
・横断歩道白線の引き直しと目立つような色を色つけてほ
しい。

ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ（H800）の設置を行う。 R2年度実施予定

令和元年度分


