
令和3年度　通学路交通安全対策・改善要望箇所一覧表

番号 学校名 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容等改善要望事項の概要 対策内容（担当） 対策（予定）年度

1
内海小学校
内海中学校

町道1624号線
内海字中浜田～馬場（内海信号から内海北信号までの町
道）

内海小学校から内海駅までの町道は、小中学校の主要な通学路や小学校避難経路となって
いるが、交通量が多く、交差する道路も多い。電柱などで、登下校時に道路へのはみ出し通
行を強いられる場合がある。路側帯の拡幅により、歩行帯を確保を要望する。

・区画線の引き直し及びカラー舗装により、車道幅員を減少させて路側帯を確保し、歩行者の安全対
策を実施する。（町建設課）

R4以降（実施予定）

2 内海小学校 国道247号
大字内海字西浜田～北向（知多信前交差点から東端公民
館までの国道）

　当該道路は、車の交通量も多く、通学路にもなっているが、歩道が連続して設置されてお
らず、路肩幅も十分にないことから、安全確保のため道路の拡幅を要望する。また、消えか
かっている現道のグリーンベルトや外側線の引き直しを要望する。

① 道路（北側）を拡幅し、歩道を設置する。（県道路管理者）
②現道のグリーンベルト・外側線の引き直し（県道路管理者）

①H27（測量設計）
　R1（用地交渉）
※工事実施時期は未定
② R2以降（実施予定）

3
内海小学校
内海中学校

県道半田南知多線 大字内海字先苅（内海中学校南側の県道の横断歩道）
　内海中学校南の県道交差点内の横断歩道は、走行車両の通過速度が速く、たいへん危険で
あるため、信号機の設置を要望する。また、生徒の巻き込まれ事故を防止するため、交差点
内のガードレール設置を要望する。

① 教職員による交通立哨、毎朝教職員による確認を行う。（内海中学校）
② 交差点内の西側にガードレールを設置する。（県道路管理者）
③ 信号機の設置について公安委員会へ要望する。（防災安全課）
④「事故注意」（赤文字）の路面標示を設置。（県道路管理者）
⑤ 信号機に代わる表示灯等の設置を検討する。（町防災安全課）

① H27～（実施中）
② R2（実施）
③ Ｈ27～（要望中）
④ R2（実施）
⑤ R3以降（検討中）

4 内海小学校 町道1257号線 大字内海字内塩田（内海川沿いの町道）
　「止まれ」や区画線（外側線、減速マーク、ゼブラゾーン）が消えかかっているため、再
塗装を要望する。

①「止まれ」については、公安委員会が再塗装を実施する。（警察署）
②区画線（外側線、減速マーク、ゼブラゾーン）については、再塗装を実施する。（町建設課）

① R２（実施）
② R3以降（実施予定）

5 内海小学校 町道東端内福寺線 大字内海字東浜田（内海川沿いの町道）
　当該道路は、道路幅員も狭いが抜け道としての利用により、車の交通量が多く、危険であ
る。路上駐車などにより、さらに危険な状態となるため、取り締まりの強化を要望する。

・規制は困難であるため、道路管理者と安全対策を検討する。（町防災安全課） R３以降（検討中）

6 内海小学校 町道西端吹越線 大字内海字一色（白鷺橋付近の町道）
　当該道路は、国道から千鳥ケ浜への車の交通量が多く、たいへん危険である。「通学路」
などの看板を設置するなど、車両への減速や注意を促す表示を要望する。

・道路管理者と協議の上、路面標示の設置を検討する。（町防災安全課） R３以降（検討中）

7 内海小学校 国道247号 大字内海字一色（熊野神社下の国道の横断歩道）
　熊野神社前の横断歩道は、急カーブのため、特に山海方面からの見通しが悪く、たいへん
危険である。南知多町や半田警察署名で「横断者あり注意」などの看板を設置するなど、車
両への減速や注意を促す表示をしてほしい。

① 交通指導員を効率的、効果的に配置する。（町防災安全課）
② 路面減速標示のドットマークを設置。（県道路管理者）
③ 「横断者注意」（赤文字）やカラー塗装を検討する。（県道路管理者）

① H28～（実施中）
② H25（実施済）
③ R3以降（検討中）

8
内海小学校
内海中学校

国道247号
大字山海字西松相～大字内海字一色（山海から内海へ続
く国道）

　当該道路は、歩道がない道路であるが、車の交通量も多く、路肩へ草がはみ出した場合に
は、自転車通学の生徒がはみ出し通行を強いられ、たいへん危険である。通行に支障がない
よう草刈りの実施を要望する。

・要望により個別対応を実施する。（県道路管理者） R3以降（検討中）

9 豊浜小学校 県道大井豊浜線 大字豊浜字高浜（高浜谷川沿いの県道）
　高浜谷川沿いの道路は幅員が狭く、通学路や園児の散歩ルートとなっていることから、河
川への蓋掛けによる歩道設置を要望する。

・待避所設置事業を実施中であり、完了後、構造上の問題や地元調整を経て検討する。（県道路管理
者）

R3以降（検討中）

10 豊浜小学校 国道247号
大字豊丘字古山田（山田潮干狩り場前・スクールバス停
留所付近の国道）

　スクールバスの停留所利用のため、国道の横断が必要であり、たいへん危険である。横断
歩道の設置を要望する。

・見通しの悪いカーブ上に位置し、横断歩道の設置は危険であるため、スクールバスの停留所の移設
を教育委員会と協議する。（町防災安全課）

R3以降（検討中）

11 豊浜小学校 国道247号 大字豊浜字半月（国道の側溝）
　国道側溝の蓋が破損し不安定な状態で、上を歩くと蓋が動いて児童が転倒する危険がある
ため修繕を要望する。

・道路管理者へ引き続き要望する。（町建設課） R3以降（検討中）

12 豊浜中学校 県道豊丘豊浜線 大字豊丘字矢倉（竹本設備付近）
　当該道路は、街路灯の設置もなく夜間時には暗くて危険である。日常利用も多く、徒歩や
自転車で往来するため、街路灯の設置を要望する。

・交通安全灯を設置する。（町防災安全課） R２（実施）

13 大井小学校 国道247号
大字大井字小浜（大井小浜北組会館南の国道の横断歩
道）

　大井小浜北組会館南の横断歩道は、見通しが悪い位置にあるため、たいへん危険である。
カラー塗装、「横断者あり注意」などの路面標示や注意喚起看板を設置するなど、車両への
減速や注意を促す表示を要望する。

① カラー塗装を実施する。（県道路管理者）
② 交通指導員を効率的、効果的に配置する。（町防災安全課）

① R2（実施）
② H29～（実施中）

14 大井小学校 国道247号 大字大井字浜辺（山忠産業前の国道の横断歩道）
　山忠産業前の横断歩道は、見通しが悪い位置にあるため、たいへん危険である。カラー塗
装、「横断者あり注意」などの路面標示や注意喚起看板を設置するなど、車両への減速や注
意を促す表示を要望する。

① カラー塗装を実施する。（県道路管理者）
② 交通指導員を効率的、効果的に配置する。（町防災安全課）

① R3以降（検討中）
② R２～（実施中）
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15 大井小学校 国道247号 大字片名字於更（ヤマキ海産南の国道の横断歩道）
　ヤマキ海産南の横断歩道は、見通しが悪い位置にあるため、たいへん危険である。カラー
塗装、「横断者あり注意」などの路面標示や注意喚起看板を設置するなど、車両への減速や
注意を促す表示を要望する。 また、横断歩道が消えかかっているため、再塗装を要望する。

① カラー塗装を実施する。（県道路管理者）
② 交通指導員を効率的、効果的に配置する。（町防災安全課）
③ 横断歩道について、公安委員会が再塗装を実施する。（警察署）

① R3以降（検討中）
② R１～（実施中）
③ R2（実施）

16 大井小学校 町道5229号線 大字大井字北側（町道沿いにある危険空き家）
　児童が通学路としている町道沿いの危険空き家について、一部対策がなされているもの
の、屋根瓦の落下や倒壊の危険性があり対処をお願いしたい。

・「特定空家等」に該当し、指導を実施したところ一部修繕対応されたため、今後は経過観察とす
る。（町防災安全課）

H30～（実施中）

17 師崎小学校 町道師崎片名線 大字師崎字乙坂（町道沿いの法面）
　師崎小学校の主要な通学路となっている町道師崎片名線沿いの法面は、治山工事が未実施
となっている箇所があり、樹木が肥大化しており、倒木による危険性がある。また、治山工
事実施箇所についても、再度、樹木が伸長しており、あわせて樹木伐採を要望する。

① 治山工事未実施の箇所については、順次、伐採を実施する（町建設課）
② 治山工事実施箇所については、施設管理に支障が及ぶ場合は伐採を実施する（県知多農林事務
所）

① H30～（実施中）
② R1～（要望中）

18 師崎小学校 県道半田南知多公園線 大字師崎字新町（新町公園前の県道の横断歩道）
　緩い下り坂で速度超過の車両が多く、カーブで横断歩道箇所の見通しが悪い。公園前のた
め、幼児、児童の利用が多く、特に休日の横断が難しい。平成27年度に横断歩道を横断中の
園児の人身事故が発生したため、押しボタン式の信号機の設置が急務である。

① 学校と協議し、交通指導員を効率的、効果的に配置する。（町防災安全課）
② 路面表示「横断者注意」設置済（県道路管理者）
③ 速度抑制対策等とあわせて押しボタン式信号機の設置について公安委員会へ要望する。（防災安
全課）
④ 信号機に代わる表示灯等の設置を検討する。（町防災安全課）

① H28～（実施中）
② H27（実施済）
③ H27～（要望中）
④ R3以降（検討中）

19 師崎小学校 県道半田南知多公園線 大字師崎字新町～羽豆岬（県道沿いの道路法面）
　新町公園前から羽豆岬までの県道歩道沿いの道路法面は、吹付が実施されていない箇所が
あり、劣化した岩盤が落石する危険性が高いため、対策を要望する。

・吹付未施工の区間においては、岩盤の風化が見られるものの、落石は確認されていないため、今後
も現状注視する。（県道路管理者）

H30～（現状注視中）

20
師崎小学校
師崎中学校

国道247号 大字片名字新師崎（はずのほし前の国道の横断歩道）

　はずのほし前の横断歩道は、運転手からも認識しづらく、たいへん危険である。横断歩道
も消えかかっており、前後の◇マークとともに、塗り替えてほしい。また、カラー塗装、
「横断者あり注意」などの路面標示や注意喚起看板を設置するなど、車両への減速や注意を
促す表示を要望する。

① カラー塗装を実施する。（県道路管理者）
② 横断歩道について、公安委員会が再塗装を実施する。（警察署）

① R3以降（検討中）
② R2（実施）

21 師崎中学校 国道247号 大字片名字於更（ヤマキ海産南の国道の横断歩道）
　ヤマキ海産南の横断歩道は、見通しが悪い位置にあるため、たいへん危険である。師崎小
学校区の生徒全員が利用するため、押しボタン式信号機の設置を要望する。

・公安委員会へ要望するとともに。その他代替施設の設置を検討する。（町防災安全課） R3以降（検討中）

22 師崎中学校 県道大井豊浜線 大字大井字真向（つるや前の県道の横断歩道） 　横断歩道が消えかかっているため、再塗装を要望する。 ・横断歩道について、公安委員会が再塗装を実施する。（警察署） R2（実施）

23
篠島小学校
篠島中学校

町道9065号線 大字篠島字赤石（高峰荘下町道ロータリー）
　高峰荘下町道ロータリーでは、平成29年度に整備を行ったが、現在においても雨天時には
雨水が溜まっている状態であるため、再整備を要望する。

・集水桝及び排水路の再整備を実施する。（町建設課） R2（実施）

24
篠島小学校
篠島中学校

町道東山南海岸線 大字篠島字堂山（駐在所前の町道）
　当該道路は、車の交通量も多く、児童、生徒の安全確保のため横断歩道の設置を要望す
る。

・公安委員会へ要望するとともに、その他の安全対策についても検討する。（町防災安全課） R2～（要望中）

25
篠島小学校
篠島中学校

町道東山南海岸線 大字篠島字堂山（八王子社前の町道）
　当該道路は、車の交通量も多く、児童、生徒の安全確保のため横断歩道の設置を要望す
る。

・公安委員会へ要望するとともに、その他の安全対策についても検討する。（町防災安全課） R2～（要望中）

26
篠島小学校
篠島中学校

町道9011号線 大字篠島字神戸（神明社付近の町道）
　当該道路は、道路幅員も狭く、十字路の見通しも悪いため、児童、生徒とバイクや自転車
との接触が危ぶまれる状態であり、カーブミラーの設置を要望する。

・道路幅員が狭く、カーブミラーを設置する余地が乏しいため、技術的な検討を進めるとともに、そ
の他の安全対策についても検討する。（町防災安全課）

R3以降（検討中）

27
篠島小学校
篠島中学校

町道東山南海岸線 大字篠島字赤石（赤石交差点の町道） 　横断歩道が消えかかっているため、再塗装を要望する。 ・公安委員会へ要望する。（町防災安全課） R2～（要望中）

28
篠島小学校
篠島中学校

町道東山南海岸線 大字篠島字神戸（大道の町道） 　横断歩道が消えかかっているため、再塗装を要望する。 ・公安委員会へ要望する。（町防災安全課） R2～（要望中）
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29
篠島小学校
篠島中学校

町道9010号線 大字篠島字神戸（篠島郵便局付近の町道） 　横断歩道及び「止まれ」が消えかかっているため、再塗装を要望する。 ・公安委員会へ要望する。（町防災安全課） R１～（要望中）

30
日間賀小学校
日間賀中学校

町道東西線 大字日間賀島字永峯（小中学校の前の町道）
　当該道路は、歩道の設置もなく、車の交通量も多いため、危険である。児童、生徒に対し
広がって歩かないよう意識付けすることや、地域住民においても安全運転を心がけてもらう
ため、グリーンベルトの設置を要望する。

・区画線の引き直し及びカラー舗装により、車道幅員を減少させて路側帯を確保し、歩行者の安全対
策を実施する。（町建設課）

R4以降（実施予定）

31
日間賀小学校
日間賀中学校

町道東西線 大字日間賀島字永峯（小中学校の前の町道） 　横断歩道が消えかかっているため、再塗装を要望する。 ・公安委員会へ要望する。（町防災安全課） R2～（要望中）

32
日間賀小学校
日間賀中学校

町道東西線
大字日間賀島字西浜（旅館乙姫、お土産屋かもめの間の
町道）

　当該道路は、見通しが悪く、車やバイクなどの交通量も多いため危険である。児童、生徒
のほか、観光客の歩行者も多いため、「止まれ」の設置を要望する。

・公安委員会へ要望する。（町防災安全課） R2～（要望中）

（注）令和3年7月末時点での対策内容等の予定を記載しています。今後、関係機関及び地元調整等により変更する場合がございます。


