
平成３１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 市道幹線122号線

扇城橋前後 歩道・路側帯がない・狭い
見通しが悪い

・路面標示、外側線の引き直し ・安中市土木課 平成３０年度

2 安中小学校 市道幹線114号線

安中5丁目遠丸団地
東南交差点

横断歩道の先にフェンスがあり、舗道
に進めない
歩道・路側帯がない・狭い

・横断歩道の塗り直し
・グレーチング改修、フェンスの撤去

・安中警察署
・安中市土木課

平成３０年度

3 安中小学校 市道幹線112号線

安中市役所南側道路 車両速度が高い ・路側帯のカラー舗装化
・草刈り、除草対策

・安中市土木課 平成３０年度

4 磯部小学校
県道48号からセブン-イレブン安中磯
部４丁目店の角を南に入った道

磯部学童から来た道と交差
するところ

磯部学童の方から来て、突き当たり、
クランク状に西に向かうときに、見通
しが悪い
歩道・路側帯がない・狭い

・路面標示「学童注意」
・交差点表示の塗り直し

・安中市土木課 平成３０年度

5 磯部小学校 市道磯４６５号線

大竹1117～
大竹1124-6に至る屈折道路

車両速度が高い ・路面標示「学童注意」
・外側線、停止線の引き直し

・安中市土木課 平成３０年度

6 東横野小学校 市道幹126号

繁桂寺から松栄公会堂へ向
かうY字路

歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い

・路面標示「学童注意」「速度落せ」 ・安中市土木課 平成３０年度

7 東横野小学校 市道幹125号線

咲前神社から東横野小学校
へ至る道

見通しが悪い
カーブミラーが見にくい

・横断歩道の修繕
・路面標示「学童注意」「速度落せ」
・道路反射鏡の鏡面及び支柱の交換

・安中警察署
・安中市危機管理課

平成３０年度

8 東横野小学校 市道幹222号

小規模多機能ホームくわの
み前の道

交通量が多い
歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い

・路面標示「学童注意」 ・安中市土木課 平成３０年度

9 碓東小学校 市道幹132号線

藤井坂の上部 凍結路面でスリップ事故が発生。車
が歩道の縁石を乗り越えたため、通
学児童の安全対策のため、ガード
レールの設置が必要である。

・防護柵の設置 ・安中市土木課 平成３０年度

10 碓東小学校
市道幹線115号
板鼻151号線

板鼻歩道橋から北へ
１５０ｍの区間
群馬県信用組合板鼻支店
から北へ７０ｍの区間

引いてもらってあったグリーンベルト
が薄くなってきてしまっていて、塗り直
しが必要。市土木課も認めている。

・横断歩道の塗り直し
・路側帯のカラー舗装化
・ドットラインの引き直し

・安中警察署
・安中市土木課

平成３０年度

平成３０年度　安中市交通安全対策箇所一覧表



平成３１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３０年度　安中市交通安全対策箇所一覧表

11 碓東小学校 市道板273号線

夢殿北側の五本辻からログ
ハウス方面に伸びる道路

約４０ｍくらいの区間、非常に狭く、車
のすれ違いが困難にもかかわらず、
抜け道として朝の通行量は多い。そ
こを児童が通る際、横を通る車は、反
対からの車と出会い頭になることを恐
れ、速いスピードで通過し、非常に危
険である。

・路面標示「学童注意」
・コサ切り

・安中市土木課 平成３０年度

12 碓東小学校 県道１０号線

板鼻二丁目交差点 東西方向に、歩行者用信号を付けて
ほしい。車が、歩行者がいるかいない
かを、より意識して曲がるようになる。
歩行者にとっても信号がよく分かるよ
うになる。２８年度の合同点検でも見
ていただいたが、この処置だけは先
延ばしになっている。

・歩行者用信号機の設置 ・安中土木事務所
・安中警察署

平成３１年度

13 秋間小学校 恵宝沢原貝戸線

伊豆村入口（南側） 路側帯が狭く、バス停もよけながら、
草もよけながら歩くため、子供たちは
車道にはみ出します。

・路面標示
・コサ切り

・安中土木事務所 平成３０年度

14 秋間小学校 恵宝沢原貝戸線

打越入口東Ｔ字路 横断歩道がないので、南～北への横
断が危険です。横断歩道の設置をお
願いします。

・路面標示 ・安中土木事務所 平成３１年度

15 秋間小学校 みのりが丘～広田

みのりが丘入口信号手前の
歩道

歩道のタイルがはがれ、段差ができ
ています。児童がつまずいて転びそう
になります。

・道路施設の修繕 ・安中土木事務所 平成３１年度

16 秋間小学校 秋間川北側堤防

東上秋間団地～広田の堤
防

堤防と川原の境のフェンスの危険箇
所です。フェンスとフェンスの継ぎ目
（川原に降りる場所８カ所）に鎖がつ
いていません。

・道路施設の修繕
・コサ切り

・安中土木事務所 平成３０年度

17 秋間小学校

県道恵宝沢原貝戸線から秋
間小学校への入り口

広田交差点角の家の前の道路と秋
間小から県道へ出る道路の区分がで
きていないため、車両同士の接触事
故に伴う、児童の巻き込み事故が危
惧される。

・歩道の設置
・オレンジポール設置
・U字溝の蓋設置

・安中土木事務所
・安中市土木課

平成３０年度

18 後閑小学校 旧県道２１６号

下後閑171番地の道の反対
側（下後閑西集会所近く）

歩道・路側帯がない・狭い ・路面標示「学童注意」
・草刈り、除草対策

・安中市土木課 平成３０年度



平成３１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３０年度　安中市交通安全対策箇所一覧表

19 松井田小学校 市道９１０２号線

松高東T字路 道路標識や路側帯が消えてしまって
いる。

・道路施設の修繕：外側線の設置 ・安中市土木課 平成３０年度

20 臼井小学校 国道１８号

五料平の信号の西１５０ｍ
位（おばけちょうば）

歩道のガードレールが壊れたままで、
応急措置しかしていなくて、子ども達
が非常に危険である。
交通量が多い，車両速度が高い

・道路施設の修繕
・コサ切り

・国土交通省 平成３０年度

21 西横野小学校
県道
松井田ー中宿線

人見信号
（二軒在家陸橋北側Ｔ字路）

横断歩道はあるが歩行者用の信号
が無いため、歩行者が信号の変わり
際にも渡る、その際、急いで右左折し
てくる車に接触する危険がある。

・歩道の改修・新設
・「スピード落とせ」等の路面標示

・安中土木事務所 平成３０年度

21-② 西横野小学校 市道　９３６０８号線

碓氷ファミリーゴルフ倶楽部
近くのT字路

交差点で人と自転車がぶつかる恐れ

・道路反射鏡の設置
・停止線の上塗り

・安中市危機管理課
・安中市土木課

平成３０年度

22 九十九小学校
市道9116号線
県道長久保・郷原線

市道と県道の交差点
九十九小学校前交差点

ガイドラバーポールが破損している。 ・ガイドラバーボールの設置 ・安中土木事務所 平成３０年度

23 九十九小学校 市道9117号線

九十九小から細野方面へ、
朝日団地入り口を入った歩
行者用道路

歩道アスファルトを竹の根が押し上げ
ている。

・竹の根を伐採後、防竹シートを設置 ・安中市土木課 平成３０年度

24 細野小学校 市道9116号線

妙義ﾌﾟﾚｽｳｯﾄﾞ北西十字路～上
増田3372-2番地付近の道祖神
まで細野スポーツ広場付近ｸﾞ
ﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

・除雪をしていただいた際、路肩に雪
が寄せられ、長期間にわたり歩道が
使えなくなり、通学する際危険であ
る。
・設置していただいたグリーンベルト
の幅が狭いため、車両がグリーンベ
ルトの存在に気づきにくく、スピードを
落とさず通過しており、通学する際危
険である。

・細野広場東側に路面標示「学童注意」 ・安中市土木課 平成３０年度

25 細野小学校 市道９１１５号線

新井諏訪神社付近の竹林 竹が生い茂り車道にはみ出ているた
め(特に降雪後)、車道が狭くなり車の
通行に支障が出ている。通学する際
危険である。

・竹の伐採、樹木の枝の刈り払い、除草 ・安中市土木課 平成３０年度

26 一中 国道１８号

まねきねこ安中店横の脇道
から国道に出る所

カーブミラー等がない。歩道も傾斜し
ている。見通しが悪い

・オレンジポール移設
・路面標示：停止線

・国土交通省
・安中市土木課

平成３０年度



平成３１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３０年度　安中市交通安全対策箇所一覧表

27 一中 県道安中榛名湖線

原貝戸橋信号から相水入口
の途中

大きな水たまりと枝などが歩道に垂
れ下がる。

・水抜きブロック設置
・側溝清掃

・安中市土木課 平成３０年度

28 一中 扇状橋に下る道路

旧道から扇状橋に向かって
下る道路

路側帯等のラインが薄い
交通量が多い，歩道・路側帯がない・
狭い，車道が狭い，見通しが悪い

・U字溝蓋設置 ・安中市土木課 平成３０年度

29 一中 中宿１丁目（旧道と平行の道路）

藤野屋商店交差点 路面標示があるといい，歩道・路側帯
がない・狭い，車道が狭い，見通しが
悪い

・路面表示：停止線、「止まれ」の塗り直し ・安中警察署 平成３０年度

30 二中 県道長久保郷原線

安中二中南側（旧道） 学校前道路の歩道路側帯が狭く自転
車通行が危険である。交通量が多
い，歩道・路側帯がない・狭い

・路肩の部分に色（白色）をつける ・安中土木事務所 平成３１年度

31 南中 県道２１３号磯部停車場妙義線

八城交差点付近
八城交差点10m程手前のの歩道（南
中から八城交差点に向かって右側）
内に案内板の支柱が立っていて、通
学の際、生徒が接触して危険であ
る。

・構造物の移設
・植栽の剪定

・安中土木事務所 平成３０年度

32 南中
県道２１３号磯部停車場妙義線

松井田南中学校から八城交
差点までの歩道

県道２１３号線は、南中から八城方面
に向かって右側に歩道があるが、電
柱に付いている街灯（６個）は左側に
設置されている。街灯を歩道側に移
設できると、冬場に暗くなった時も安
全な通学を確保できるとともに、防犯
上も効果がある。

①歩道側には設置するための電柱がなく、街
灯（防犯灯）移設は難しい
②生徒への登下校の際の安全指導

①地域（区）
②学校

②平成３０年度

33 南中 県道５１号松井田下仁田線

八城交差点から高速道路下
の歩道

県道５１号線は、八城交差点から妙
義方面に向かって左側に歩道がある
が、電柱に付いている街灯（９つ）は
右側に設置されている。街灯を歩道
側に移設できると、冬場に暗くなった
時も安全な通学を確保できるととも
に、防犯上も効果がある。

①歩道側には設置するための電柱がなく、街
灯（防犯灯）移設は難しい
②生徒への登下校の際の安全指導

①地域（区）
②学校

②平成３０年度



平成３１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３０年度　安中市交通安全対策箇所一覧表

34 南中 市道９３９８５線

二軒在家駐在所南西のT字
路

南側の細い道から楽聚方面へ向かう
車両が、その角をそのまま走ってくる
ことがあり、自転車通学者等が危険
を感じたことが度々ある。(生徒総会
で提案)

・生徒に聞き取りを行い、危険が確認されるよ
うなら、細い道に注意喚起表示
・生徒にスピードを出さないよう指導

・学校 平成３０年度


