
平成30年3月末時点

№ 学校名 路線名 危険箇所 通学路の状況危険箇所の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 安中小学校 市道幹１１３号線 武家長屋信号西

車両速度が高く、舗道が凍って滑
る。

１　武家屋敷信号の北側横断歩道の引き直し。

２　武家屋敷信号東側に「学童注意」の路面標示。
３　歩道の凍結が心配される箇所への「滑り止め用
の砂袋（塩カル混合）」の配置。

安中警察署交通課

安中市建設部土木課
          〃

２９年度対策済

２９年度対策済
　　 　 〃

2 安中小学校  国道18号線下野尻交差点東 歩道橋　東

自転車が歩道へ高速進入してく
る。

１　歩道内部にポストコーンを２本設置。
歩道と道路の境にポストコーンを２本設
置。合計４本のポストコーンを設置する。

国土交通省 ２９年度対策済

3 安中小学校 国道18号線 国道18号線沿い歩道

歩道に雑草が伸びていて、見通し
が悪く、歩行しづらい。

１　草刈り。 国土交通省 ２９年度対策済

4 原市小学校 市道幹１４６号線
小林接骨医院から西方面
の道路

歩道・路側帯がなく、車道が狭
い。

１　「学童注意」の路面標示。 安中市建設部土木課 ２９年度対策済

5 原市小学校 市道原４９２号線
原小東門から赤心幼稚園
方面の道路

歩道・路側帯がなく、車道が狭
い。

１　「学童注意」の路面標示（２箇所）。 安中市建設部土木課 ２９年度対策済

6 原市小学校 県道125号線 原小前新設横断歩道

劣化した側溝がある。劣化した見
づらいカーブミラーがある。交通
量が多い。

１　側溝の段差をモルタル等で対応。
２　カーブミラーのくもりを取り除く。

群馬県県土整備部安中土木事務所
安中市総務部危機管理課

２９年度対策済
         〃

7 磯部小学校 市道幹２３８号線
登城の信号から浦野整形
に行く通り

道路幅が狭く、歩道も狭い。グ
リーンベルトを設置してもらいた
い。

１　東西両方向の２箇所に「学童注意」の
路面標示。

安中市建設部土木課 ２９年度対策済

8 東横野小学校 県道２１２号線
万屋商店付近の横断歩
道

横断歩道の線が薄くなっており、
よく見えなくなっている。

１　「横断歩道」の引き直し。
２　「止まれ」の路面標示の引き直し。
３　外側線の引き直し。

安中警察署交通課
           〃
群馬県県土整備部安中土木事務所

３０年度対策予定
         〃
２９年度対策済

9 東横野小学校 市道幹１２８号線
鷺宮　的場・段貝戸地区
の崖

坂の西側が崖になっていて、崖が
崩れそうであり、通学するのに危
険。

１　「横断歩道」の引き直し。
２　「止まれ」の路面標示の引き直し。
３　「学童注意」の路面標示。
４　崖部分を含んだ当該路線について、道路改良工
事を施工中（工事は数年で完了予定）。

安中警察署交通課
           〃
           〃
安中市建設部土木課

３０年度対策予定
        〃
        〃
２９年度対策済

10 東横野小学校 県道中野谷－富岡線 文新地区十字路

大型車右折時、車両後部が歩道
内に入り危険。

１　歩道内道路側にポストコーンを３本設置。
２　「学童注意」の路面標示

群馬県県土整備部安中土木事務所
安中市建設部土木課

２９年度対策済
         〃

平成２９年度対策一覧表



平成30年3月末時点

№ 学校名 路線名 危険箇所 通学路の状況危険箇所の内容 対策内容 事業主体 対策年度

平成２９年度対策一覧表

11 碓東小学校 市道幹１３２号線 藤井坂の上部

冬の夜に雪が降った次の日の朝
は、凍結路面になり、そこを勢い
よく下ってくる車がスリップして歩
道の中まで突っ込む。

１　冬期中は滑り止めの砂を用意し、工事用の「凍
結注意」の看板を３箇所に設置。

２　事故多発箇所にガードレールの設置。

安中市建設部土木課

            〃

２９年度対策済

３０年度対策予定

12 碓東小学校 市道岩５号線
碓東小プールの東側道路
約30m区間

朝７：３０～８：３０は許可車以外進
入禁止であるが、入ってくる車が
多い。

１　横断歩道、一時停止の引き直し。
２　横断歩道～角までのグリーンベルトの
設置。

安中警察署交通課
安中市建設部土木課

２９年度対策済
        〃

13 碓東小学校
県道１０号線
県道前橋・安中・富岡線

野殿のセーブオン～テク
ス清水～依田理容店手
前５０ｍまで

夏場、雑草が歩道内に高く生え、
歩行の邪魔をしている。歩道のア
スファルト舗装がゴツゴツしてきて
おり、つまずいて転びやすい。

１　明確に段差になっている所を優先順位を
決めて舗装。漆のような植物の伐採。
２　歩道に伸びた雑草を地元の育成会等、区
で除草。

群馬県県土整備部安中土木事務所

区長

２９年度対策済

         〃

14 碓東小学校 市道幹１１５号線
群馬県信用組合板鼻支
店交差点から北へ約４０
０ｍ区間

交通量が非常に多く、車同士のす
れ違い時やカーブ部分では、児童
が歩く路側帯の中を自動車が走
る状態。

１　グリーンベルトの補修等。
２　一部のU字溝の隙間を直す。

安中市建設部土木課
           〃

２９年度対策済
        〃

15 碓東小学校 市道幹２２９号線
県道１０号線に向かう手
前の道路。

朝の通学時間帯に交通量が多く、
登校する児童が危険。

１　現在標示のある「減速」の続きに「学童注
意」の路面標示を施す。

安中市建設部土木課 ２９年度対策済

16 秋間小学校 市道秋８０５号線 辻橋

歩道・路側帯がなく、車道が狭
い。

１　外側線を引く。 安中市建設部土木課 ２９年度対策済

17 秋間小学校 県道48号線 広田交差点北側

側溝と歩道の間が狭く、ガード
レールも側溝の蓋もない。側溝
は、すぐ用水路に合流しているの
で危険。

１　歩道に沿って柵を設置。 群馬県県土整備部安中土木事務所 ２９年度対策済

18 秋間小学校 県道48号線 広田交差点北（竹藪北）

用水路が深く、蓋もガードレール
もない。用水路が歩道に近いので
危険である。

１　歩道に沿って柵を設置。 群馬県県土整備部安中土木事務所 ２９年度対策済

19 秋間小学校 市道秋１０９０号線 三番街交差点

見通しが悪い。 １　「学童注意」の路面標示。
２　薄くなっている「速度落とせ」の引き直し。
３　センターラインの引き直し。

安中市建設部土木課
           〃
           〃

２９年度対策済
         〃
         〃

20 松井田小学校 主要地方道渋川松井田線 松井田小学校南歩道橋

すべり止めのゴムが劣化して欠けたり、は
がれたりしているため、雨が降るとツルツ
ル滑りやすく、危険。ＰＴＡ（地域）より、手
すりを付けて欲しいとの要望があった。

１　ゴムの破損やブロックのひび割れにつ
いての補修。

群馬県県土整備部安中土木事務所 ２９年度対策済
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21 西横野小学校
県道磯部停車場　妙義山線県
道松井田　中宿線

松井町人見1262-3久保田様
西側の交差点【Ｔ字路】
（信号機あり　歩行者横断用の
信号機つき、横断歩道あり）

交通量が多い。歩道・路側帯がな
い。車道が狭く、見通しが悪い

１　横断歩道（３箇所）・停止線の引き直し。
２　信号手前に「学童注意」の標識設置。
３　「飛び出し坊や」の設置。

安中警察署交通課
群馬県県土整備部安中土木事務所
学校教育課

２９年度対策済
         〃
         〃

22 細野小学校 市道9116号、9216号、92429号
細野小外周の歩道のない
道路(細野小北東側と南
東側と南側)

歩道や側帯がなく、車道が狭い。 １　取り締まりを行う。
２　グリーンベルトの設置。

安中警察署交通課
安中市松井田支所耕地建設課

２９年度対策済
        〃

23 第一中学校 県道下里見安中線
安中1235小川宅付近
交差点

交通量が多い。歩道・路側帯がな
い。車道が狭く、見通しが悪い。

１　「学童注意」の路面標示(２箇所)。 群馬県県土整備部安中土木事務所 ２９年度対策済

24 第一中学校 県道安中榛名湖線
城下橋付近のサイクリン
グロードと交差する所

交通量が多い。見通しが悪く、車
両速度が高い。

１　「学童注意」の路面標示(２箇所)。 群馬県県土整備部安中土木事務所 ２９年度対策済

25 第一中学校 主要地方道前橋安中富岡線
藤坂と岩野谷公民館から
下がってきた合流地点

ポストコーンが通行の邪魔にな
り、生徒が道路にはみ出てしま
う。

１　「止まれ」の標識の位置の調整。
２　停止線の引き直し。

安中警察署交通課
           〃

２９年度対策済

26 第一中学校 市道板９２号線
県道に出る脇道と歩道の
交差する所（板鼻2035-1
付近）

車道が狭い。見通しが悪い。 １　停止線を引く。 安中市建設部土木課 ２９年度対策済

27 第一中学校 市道安６４４号線 安中市安中4562番地周辺

見通しが悪い。 １　カーブミラーの設置。
２　カーブミラーの大きさ、位置の調整。

安中市総務部危機管理課
            〃

２９年度対策済
        〃

28 第一中学校 県道２１７号線 税務会計事務所前

横断歩道がない。 １　横断歩道を設置する。 安中警察署交通課 ３０年度対策予定

29 第二中学校 主要地方道下仁田安中倉渕線
東上磯部1343-13番地前
横断歩道　アパート「モン
パレス安中第2」前

横断歩道の表示が消えかかって
いる。

１　「横断歩道」の引き直し。
２　「止まれ」の路面標示の引き直し。

安中警察署交通課
           〃

３０年度対策予定
         〃

30 第二中学校 市道磯１５６号線
磯部4丁目やなせ大橋
先、信号手前の東側道路

道路が砂利と土の道で自転車の
ハンドルをとられやすい。

１　砂を載積させ補修を行う。 安中市建設部土木課 ２９年度対策済
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31 松井田東中学校 県道八本松松井田線
松井田バイパス琴平橋南
野沢牛乳店　北側県道

登校の際、歩道がなくなり、急な
下り坂となる。歩道・路側帯がなく
車道が狭い。

１　横断歩道の引き直し。
２　停止線の引き直し。
３　「学童注意」の標識の設置。

安中警察署交通課
           〃
群馬県県土整備部安中土木事務所

２９年度対策済
         〃
         〃

32 松井田北中学校 市道9116号、9216号 北中学校南西T字路

交通量が多く、見通しが悪い。 １　停止線で、一時停止をするように学校
や回覧板等で注意を促す。

学校・区長 ２９年度対策済


