
①　点検箇所 ②　要望

№ 学校名

地
図
番
号

通学路の危険・要注意箇所
道路
種別

通学路の状況・危険の内容 学校からの《要望》

1 生路小学校 1
通学路の側溝（一刻堂とカフェ
よしのの間）

国道
普段水はあまり流れていないが、１ｍ
以上の深さになっているところもあ
る。

細い道で柵の取り付けも難
しく、高低差もあり蓋もで
きなさそうだが、何か改善
をお願いしたい。

土木課

蓋を設置できる構造でなく私有地にも影響
するため、蓋の設置は行えません。また、
道路幅員が狭いため柵の設置も難しい状況
です。
令和３年度に注意喚起のためのラバーポー
ル等を設置します。

2 片葩小学校 2 片葩小学校東門付近 町道

東門は道路から見ると門があることが
分かりにくい。登下校時には300人近
い児童が出入りするので、ドライバー
への注意喚起をお願いしたい。

①「児童の横断注意」の看
板を設置してほしい。
②「児童人形」の看板を設
置してほしい。

学校教育課
必要性を調査し、看板以外の方法も踏まえ
検討します。

3 緒川小学校 3 鳥吉鶏肉店前交差点 町道

信号機のない十字路で自動車の往来が
多く危険である。現在はパンダマーク
表示で対応しているが、地域や保護者
からの最重要危険箇所として切実な声
が出ている。

信号機や点滅信号の設置を
してほしい。

防災交通課
（半田警察署）

【半田警察署】既存交差点との距離が近い
ことと、道路形状上の問題で設置は出来か
ねます。

4 緒川小学校 4
緒川小学校周辺のグリーンベル
ト及び緒川保育園駐車場入口付
近

町道
緒川小学校周辺のグリーンベルトが、
剥がれてきたり、薄くなってきたりし
ている。

学校周辺のグリーンベルト
の補修及び緒川保育園駐車
場への出入り口を別で作り
変更してほしい。

土木課
学校教育課

【土木課】小学校南側のグリーンベルトは現時点
で視認可能なため、補修は行いませんが、交通
安全対策として、緒川小学校プール南側の横断
歩道付近から北部中学校南側駐車場出入口付
近の区間において、ガードパイプ等の設置を検
討しています。なお、小学校東側のグリーンベル
トは令和３年度に補修を行います。
【学校教育課（出入り口）】
現時点では整備の計画はありません。

5 緒川小学校 5 役場前交差点東側横断歩道
県道
町道

坂を下る勢いにのって車が左折する
際、横断歩道を渡る児童に気付かない
危険がある。

「横断者注意」などの看板
を設置してほしい。

防災交通課
看板以外の対策も含め、道路管理者と交通
安全対策を協議します。

③担当課 ④回答

令和２年度東浦町通学路交通危険箇所　対策一覧表（新規）
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6 緒川小学校 6 丸倉商店前横断歩道 町道
見通しが悪く、交通量が多いため、横
断歩道を渡る児童に危険がある。

横断歩道の手前で待つ場所
の拡大又は歩道がほしい。

土木課

横断歩道の手前で待つ場所について、現時
点では当該道路の幅員が十分でないため、
拡大することはできません。
また、歩道の設置について、当該道路は道
路拡幅計画路線となっており将来的には歩
道を設置する計画です。
見通しの悪さの解消については拡幅工事の
際に検討します。

7 卯ノ里小学校 7 緒川字雁狭間46 町道

児童の通学経路上で交差点における死
角により車の接近が著しく確認しづら
い箇所がある。その交差点は横断歩道
もなく児童の身長では目視による確認
も難しい。

歩行者用の確認ミラーを設
置してほしい。

防災交通課

道路反射鏡は、見通しの悪い交差点・カー
ブにおいて、自動車の目視確認が困難な場
合に、自動車同士の衝突防止を目的として
設置するものです。また、道路反射鏡には
死角があり、加えて速度感や距離感もつか
みづらいため、道路反射鏡を過信せず、目
視での安全確認を確実にすることが大切な
ため、歩行者用の道路反射鏡の設置は考え
ておりません。

8 森岡小学校 8
森岡中町～森岡団地南交差点の
間

町道
森岡中町交差点から森岡団地南交差点
までの間に横断歩道がないため、途中
で横断することができない。

交差点までの距離が遠いた
め、途中にも横断歩道を設
置してほしい。

防災交通課
（半田警察署）

【半田警察署】住宅の駐車場前になるた
め、設置は出来かねます。

9 東浦中学校 9 藤江字須賀付近道路 国道
歩道橋はあるが、自転車は通れない。
横切る自転車が多い。

自転車横断帯の設置をして
ほしい。

防災交通課
（半田警察署）

【半田警察署】カーブで見通しが悪いため
横断帯の設置は出来かねます。

10 東浦中学校 10 石浜字中平地内道路 町道
一旦停止になっているが、無視をする
車両が多い。

路面標識等、注意喚起の対
策をしてほしい。

土木課
本交差点を含む路線は、道路改良工事が計画
されているため、道路改良工事と併せて路面標
示等の対策を予定します。

11 東浦中学校 11 石浜字浜新田付近交差点 町道 一旦停止の場所からの見通しが悪い。
ミラーの設置をしてほし
い。

防災交通課
指導停止線で停止し、徐行しながら交差点に進
入することで、目視で左右の安全確認が可能で
あるため、設置はしません。
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12 東浦中学校 12 石浜字障戸付近道路 町道 中学校西門の前の交通量が多い。
通学路の表示などをしてほ
しい。

防災交通課
土木課

【防災交通課】通学路標識設置を検討します。

【土木課】令和３年度に路面表示の内容につい
て検討し、対応します。

13 東浦中学校 13 石浜字御保田地内道路 町道
見通しが悪く、自動車との接触事故が
起こる可能性が大きい。

スクールゾーンに指定して
ほしい。

防災交通課
（半田警察署）

【半田警察署】付近はすでに７時から９時まで歩
行者専用道路となっており、生活道路のような狭
い道路では、必然的に速度が落ちるので、新た
な速度制限を設けるのは難しいです。

14 東浦中学校 14 石浜字須賀交差点
県道
町道

交差点の東側に押しボタン式歩行者信
号はある。下校時は自転車が左側通行
をできるが、登校時は横断歩道を使え
ない状態である。交通量も年々増加し
ており大変危険な状態である。

歩行者用押しボタン式信号
ではなく、交差点に車両信
号機と横断歩道を設置して
ほしい。

防災交通課
（半田警察署）

【半田警察署】横断歩道のない道路側には一時
停止の標識があり、停止線は歩道より手前にあ
るため、設置は出来かねます。全国的に信号機
等は減らす方向であり、信号機や横断歩道の設
置は十分吟味する必要があります。

15 東浦中学校 15
県道東浦阿久比線南側石浜南バ
ス停付近

県道
歩道がないため自動車との接触の心配
がある。

歩道を設置してほしい。
愛知県
土木課

【愛知県】道路北側に歩道が整備されているた
め、そちらを利用して下さい。

16 北部中学校 16
森岡南陽交差点の東にある横断
歩道

町道

森岡地区に住んでいる生徒は森岡南陽
交差点の東にある横断歩道を渡り、北
部中学校に登校しているが、実際の利
用に即した位置に横断歩道がない。

森岡南陽交差点の東にある
横断歩道を西側に20ｍほど
移動していただきたい。

防災交通課

半田警察署に要望した結果、西側に移設する
と、既存の横断歩道との距離が短くなり、緩やか
なカーブ付近で危険であるため、移設はできな
いと回答があります。

17 北部中学校 17 北部中学校南門付近 町道

緒川保育園駐車場に入ることができな
い車が南門から西に向かって坂の上ま
で列を作って停車しており、生徒の下
校時と重なると、無理に追い越す車
や、停車している車との接触事故を起
こす可能性があり、大変危険な状態。

緒川保育園の駐車場確保
や、周辺の交通安全確保の
ための手立てを講じてほし
い。

土木課
学校教育課

【土木課】現在、周辺の交通安全対策として、緒
川小学校プール南側の横断歩道付近から北部
中学校南側駐車場出入口付近の区間におい
て、ガードパイプ等の設置を検討しています。
【学校教育課（出入り口）】
現時点では整備の計画はありません。
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18 北部中学校 18
北部中学校北門から岡田川まで
の区間

町道

西側土手の樹木の枝が路上まで伸びて
いるため、北上する車が左に寄ること
ができず、登校する生徒との間隔が確
保できず、接触や引っ掛けて転倒する
事故の恐れがある。

樹木が生えている土手は、
私有地かもしれないが公道
管理上伐採をしてほしい。

土木課

私有地から道路上にはみ出している樹木等は、
土地の所有者の方に所有権があるため、町での
伐採や枝払い等は基本的にできません。そのた
め、道路交通上支障となる場合には、土地所有
者に対して通知により剪定等の依頼をしていま
す。
しかし、風雨等により道路交通への危険が迫っ
た時はやむを得ず緊急措置として道路管理者に
おいて剪定または伐採し、道路の交通安全確保
を行っています。
なお、当該道路において、樹木が通行上支障と
なっている土地所有者の方には、通知を発送済
みです。

19 北部中学校 19 北部中学校南門前 町道
南門前交差点に赤色でカラー舗装をし
ていただいているが、経年に伴い舗装
がかなり剝がれてきている。

アスファルトの赤色カラー
舗装の補修をしてほしい。

土木課
カラー舗装の劣化はあるが、現時点で視認可能
なため、補修は行いません。

20 西部中学校 20 西部グラウンド～米田 町道

西部中学校から米田までは坂道とカー
ブが続く上、大型車の通行が他地区よ
り多いため、危険が多いと言える。産
廃処理業者や工場の出入口にミラーが
無かったり大型車が出入りする度に、
歩道に砂利が広がって危険である。
巽ヶ丘ハイツ前のＴ字路付近は、草や
木が茂るので、安全確保のためにも除
草が必要である。

通学路の安全確保のために
除草等をしてほしい。

防災交通課
土木課

【防災交通課】①～⑥道路反射鏡の設置につい
ては、民地から道路へ出る際に確認する道路反
射鏡は設置しておりません。生徒及び事業者に
対する注意喚起をお願いします。
⑦ストップマークの貼付については、各学校にて
実施していただいています。不足している場合
は防災交通課までご連絡下さい。
【土木課】当該路線の雑草の繁茂が著しい区間
は、年１回の草刈りを実施しています。雑草の繁
茂状況により交通安全上支障となる場合は、適
宜対応します。
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21 西部中学校 21 上高根台～東仙台 町道
交通量が多い道が複数あるが、児童生
徒の通学路にもなっている。

ミラーの設置やラインを引
くなどの対策をお願いした
い。

防災交通課
土木課

【土木課】①令和２年度に集水桝の清掃を実施
しました。

【防災交通課】②ストップマークの貼付について
は、各学校にて実施していただいています。不
足している場合は防災交通課までご連絡下さ
い。
③及び④道路反射鏡は、見通しの悪い交差点・
カーブにおいて、自動車の目視確認が困難な場
合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置
するものです。また、道路反射鏡には死角があ
り、加えて速度感や距離感もつかみづらいため、
道路反射鏡を過信せず、目視での安全確認を
確実にすることが大切なため、歩行者用の道路
反射鏡の設置は考えておりません。

22 西部中学校 22 丸池台～寿久茂 町道

緒川植山の信号から北へ大きい道路が
整備されたことで、同信号から緒川新
田駐在所までの交通量が増えた。その
ため、大きい車や、スピードを出して
いる車の通行も増えた。通学路は歩道
がとても狭く、ガードレールや縁石も
ないため、人と車がすれすれで通る場
面が増えたことが心配である。

通学路の歩道が狭いため、
除草をして車道にはみ出さ
なくてもいいようにしてほ
しい。

防災交通課
土木課

【土木課】①カラー舗装の劣化はあるが、現時点
で視認可能なため、補修は行いません。

【防災交通課】①止まれ塗装については、塗り直
し完了済み
③及び④半田警察署に要望済み


