
№ 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 国道１８号
安中5-1-56
お八重橋から降りてきた道との合流
点

歩道の拡幅をしてもらいたい

法面除草（１回目７/10、2回目12/17） 国土交通省 令和元年度

2 安中小学校
県道　217号線
（安中-富岡線）

安中4320-4
野殿交差点

歩行者信号機の設置してほしい

①特になし
②歩行者用信号機の設置予定

①安中土木事務所
②安中警察署

②未定

3 原市小学校 市道　原４４６号線
第二中学北側、原市3507(理容ハヤ
カワ)前から原市2173-1(萩原さん宅）
前まで

原市2173-1(萩原さん宅)前から原市
学童辺りまでのグリーンベルトの延長
要望。途中十字路に交差点表示がほ
しい

①原市学童までグリーンベルトの延伸
①区画線(外側線、ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ、交差点ﾏｰｸ)の引
き直し
②カーブミラーを600Ｗから800Wへ鏡面を拡
大し、手前から遠方までの視野を確保。

①安中市土木課
②安中市危機管理課

令和元年度

4 原市小学校 市道　原９８４号線
県道１２５号線の碓氷病院前を原市
1-2-15半田商店から東側突き当たり
の丁字路

カーブミラーを設置してほしい

①県道側溝（碓氷病院北信号付近）の一部修
繕
②カーブミラーの設置については、関係者の
協力が得られず設置困難

①安中土木事務所
②安中市危機管理課

①令和元年度
②未定

5 磯部小学校 市道　幹２０４号線
ヘアーポートロミ
（東上磯部１６８２－２）前Ｔ字路

歩道・路側帯がなく(狭く)、見通しが悪
い道路

①車線分離標の設置
①「学童注意」の文字を設置
①区画線(交差点ﾏｰｸ)の引き直し
②カーブミラーの鏡面が曇もり、また連結部品
も老朽化していたため、交換修繕を実施。

①安中市土木課
②安中市危機管理課

令和元年度

6 磯部小学校 市道　幹２３８号線
萩原園芸（東上磯部１８８８）前道路を
東へ行き、東上磯部１９３７，１９５８付
近カーブ

歩道・路側帯がなく(狭く)、車道が狭
い。また見通しが悪い道路

・「学童注意」の文字を設置
・区画線(停止指導線、交差点ﾏｰｸ)の引き直し
・グリーンベルトの設置

安中市土木課 令和元年度
（グリーンベルト
については令和2
年度以降予定）

7 磯部小学校 市道　磯１９２号線
和風（磯部３丁目１８－１７）交差点よ
り西に入り、３丁目１６号と１７号の境
の道路

歩道・路側帯がなく(狭く)、見通しが悪
い道路

・「学童注意」の文字を設置
・区画線(外側線、停止指導線、ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ、交差
点ﾏｰｸ)の引き直し

安中市土木課 令和元年度

8 東横野小学校
県道　１０号線
（安中-富岡線）

安中市大竹１５３０−６ ラージバン
ブー付近

片側に歩道がない。反対側の歩道を
歩くためには、やむなくラージバン
ブーの所で、横断歩道でないところを
渡らざるを得ないため危険

路面標示（学童注意） 安中土木事務所 令和元年度

9 東横野小学校 市道　幹１２６号線
安中市鷺宮８３３－１宮前木工のある
交差点から北側

歩道が両側ともなく、車もスピードを
出している

「学童注意」の文字を設置 安中市土木課 令和元年度

10 東横野小学校
県道　２１７号線
（松井田-中宿線）

安中市鷺宮２５１５－１佐藤宅前の道
路

道路の南側に歩道がないため、南側
に自宅がある児童は、ずっと道路の
北側の歩道を歩き、途中横断歩道の
ないところで道を横断しなければなら
ない。（事故あり）

路面標示（学童注意） 安中土木事務所 令和元年度

平成３１（令和元)年度　対策一覧表
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【令和２年12月22日修正】
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11 碓東小学校
県道　１０号線
（前橋-安中-富岡線）
市道　岩２号線

岩井郵便局北のベイシア出入り口

ベイシア方面から県道に出る際、見
通しの悪さからの停止線で止まらず
横断歩道上で止まる車が多い。
横断歩道の引き直し、停止線の盛り
上げ等の対応が必要。

①「学童注意」の文字を設置
①区画線(外側線)の引き直し
②東電柱にカーブミラーを共架設置し、車道と
歩道の視野を確保する。
③横断歩道、停止線、止まれの塗り直し

①安中市土木課
②安中市危機管理課
③安中警察署

令和元年度

12 碓東小学校
市道　板１７０号線
　〃　 板１７２号線

グリーンマートかわしまの北及び西側
の道路

・グリーンマート かわしま側道を、朝
の登校中通勤の自動車が抜け道とし
て使っている
その際、橋から先が狭くなり通学中の
児童が引っかけられる恐れがある
・板鼻１７０号線と県道１０号線の交わ
る信号のない交差点は、八幡霊園方
面からの車が勢いよく小川鉄工所方
向へ曲がることで、こどもを巻き込み
そうになっている

・北側道路について、具体的対応が困難のた
め、令和2年度以降の課題とする(危険箇所が
県道と市道の交差部であるため、県との立会
を行い再検討する)
・西側道路について、側溝の敷設工事を行う
(その際、舗装の整備も行う)

安中市土木課等 令和2年度以降対
策予定

13 秋間小学校
県道　２１５号線
（恵宝沢-原貝戸線）

クニオッタ入口
カーブがあって見通しが悪いため、通
学路変更を検討中。新たな場所に横
断歩道を作ってほしい。

路面標示（学童注意、タップライン） 安中土木事務所 令和元年度

14 秋間小学校
県道　４８号線
（下仁田-安中-倉渕線）

広田交差点　東側
歩道・路側帯がない(狭い)。見通しが
悪い道路だが、車輌速度が高い。

路面標示（学童注意、タップライン） 安中土木事務所 令和元年度

15 秋間小学校
県道　４８号線
（下仁田-安中-倉渕線）

学童～伊豆村
街灯が歩道側にないので、歩道が暗
くて危険。

歩道が暗いので街灯設置（設置困難） 安中土木事務所

16 後閑小学校 市道　幹１３８号線 下後閑１７２２付近
歩道沿いに排水のための穴があり
る。歩道を踏み外したり、自転車で走
行したりする際に危険である。

・排水の穴が特に大きい箇所については、現
場打ちのコンクリートを打設し、穴を小さくする
・所有者にコサ切りのお願いをする

安中市土木課 令和元年度

17 後閑小学校 市道　幹１３８号線 中後閑252付近

排水路がむき出しになっていて、増水
時はもちろんのこと、平時であっても
転落の危険性がある。（写真の足場
板の下が排水路になっています。山
際に雨水が流れ込む自然流路が観
察できます。）

・砕石で埋戻しを行う
・ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟの隙間を金網を設置し塞ぐ

安中市土木課 令和元年度

18 松井田小学校
県道　１２２号線
（八本松-松井田線）

バーバー阿部前道路
歩道路側帯がない上、車道が狭い。
見通しが悪い通りだが、車輌速度が
高いので対策をしてもらいたい

路面標示と標識（設置困難） 安中土木事務所

19 松井田小学校 市道　９１２２号線 松井田支所～新堀信号 歩道・路側帯がない(狭い)

・グリーンベルトL=122ｍ
・外側線L=275ｍ
・ｾﾝﾀｰﾗｲﾝL=93ｍ
・速度落せ２箇所

安中市土木課 令和元年度

20 臼井小学校 国道１8号
「五料平」の信号から高速道路下「五
料」の信号の区間

ガードレールがない。また、小竹への
3差路に横断歩道がない。

「止まれ」の塗り直し 安中警察署 令和元年度

21 臼井小学校 国道１８号（旧道） 旧坂本小前と坂本駐在所前
押しボタン信号が撤去された。信号が
あるとスピードの抑止力にもなる。

路面標示「速度おとせ」 安中土木事務所 令和元年度
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22 臼井小学校 国道１8号 「五料平」の信号
カーブで信号が見づらい。信号無視
する車を時々見かける。

児童に車が停止したのを確認してから渡るよ
うに指導する

学校 令和元年度

23 西横野小学校
県道　２１３号線
（磯部停車場-妙義山線）

二軒在家　どじょう屋商店西側　変則
十字路（歩行者横断用の信号機つ
き）

東側の陸橋から学校へ向かって横断
歩道までの歩道（北側）が狭い。

側溝ふたのすき間修繕 安中土木事務所 令和元年度

24 西横野小学校 市道　９１０７号線
二軒在家　どじょう屋商店西側　変則
十字路（歩行者横断用の信号機つ
き）

南側、北側の市道から県道へ出る路
上の「止まれ」の表示が消えかけてい
る。

①外側線L=100ｍ
②「止まれ」、一時停止線の塗り直し

①安中市土木課
②安中警察署

令和元年度

25 西横野小学校 市道　９３５２３号線 県道から学校の東門へ続く道路
グリーンベルトが薄くなっている。道
路の横断が危ない。

①・グリーンベルトL=62ｍ
①外側線L=123ｍ
②カーブミラーを600Ｗから800Wへ鏡面を拡
大し、手前から遠方までの視野を確保。

①安中市土木課
②安中市危機管理課

令和元年度

26
欠　番

（取り下げ）

27 九十九小学校
県道　２１６号線
（長久保-郷原線）

小日向ふれあいセンター～小日向ス
ポーツ広場

歩道路側帯がない上、車道が狭い。
しかし車輌速度が高いので対策をし
てもらいたい

路面標示「カーブ注意」 安中土木事務所 令和元年度

28 一中 市道　幹１２４号線 新島学園西側道路
車道が狭いため、グリーンベルトが対
策できないか

舗装工事と併せてグリーンベルトの設置予定 安中市土木課 令和2年度以降対
策予定

29 一中 市道　安６７０号線 関東新聞から南側道路
歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い

・「学童注意」の文字を設置
・区画線(外側線、中心線、停止指導線、ﾄﾞｯﾄﾗ
ｲﾝ、交差点ﾏｰｸ)の引き直し

安中市土木課 令和元年度

30 一中 市道　安３０５号線
サイクリングロード
（クオーレ～城下橋）

草刈りを実施してもらいたい

草刈り路線への追加を検討中 安中市土木課 令和2年度以降対
策予定

31 二中
県道　４８号線
(下仁田-安中-倉渕線)

磯部児童公園横交差点
クランク状の交差点で、歩行者(自転
車)用の信号がない。また、横断歩道
が消えかかっている

①区画線の塗り直し
②横断歩道、停止線の塗り直し

①安中土木事務所
②安中警察署

①令和２年度
②令和元年度

32 二中 市道　幹１４６号線 二中北門出口付近
車道が狭く交通量も多い車両速度も
高く危険

・「学童注意」の文字を設置
・区画線(交差点ﾏｰｸ)の引き直し

安中市土木課 令和元年度

33 松井田東中
県道　３３号線
（渋川-松井田線）

西松井田駅から細野方面へ向かうト
ンネル内

トンネル内が暗い。
歩道と車道の段差が見えにくい。

区画線（トンネル内の外側線） 安中土木事務所 令和元年度

34 松井田南中
県道　２１７号線
（松井田-中宿線）

人見信号付近 横断歩道が消えかかっている

①区画線、路面標示
②横断歩道の塗り直し予定

①安中土木事務所
②安中警察署

①令和2年度予定
②未定
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35 松井田南中
県道　２１３号線
（磯部停車場-妙義山線）　　　　市
道　９３１１７号線

南中学校入口付近
県道から学校の西門へ続く道路

市道から県道への「止まれ」が消えて
いる

①「止まれ」標示と停止線の塗り直し
②路面標示「速度落せ」２箇所
③グレーチングと蓋のガタツキの改修、グリー
ンベルトL=62ｍ、外側線L=123ｍ

①安中警察署
②安中土木事務所
③安中市土木課

令和元年度

36
碓東小学校

市道　岩２４号線
市道　岩39号線
(地図B箇所)

学校から南の十字路
別添地図参照

抜け道としての交通量が年々増えて
いる。下り坂でスピードを出している
車もある。児童も一時停止をせずに
車道に出てしまうという場所である。
車、児童ともに注意喚起をする標識
等があるとよい。

①「学童注意」の文字を設置
①区画線(外側線、停止指導線、交差点ﾏｰｸ)
の引き直し
②横断歩道の塗り直し

①安中市土木課
②安中警察署

令和元年度

37 碓東小学校
市道　岩２８号線
市道　岩２７号線

学校南西道路のT字路

下り坂での一時停止箇所であるが、
一時停止しない自転車等があり危険
である。一時停止の標識等があると
よい。

「学童注意」の文字を設置 安中市土木課 令和元年度

38 西横野小学校
県道　５１号線
（主要地方道松井田下仁田線）

松巳鉄工前 横断が危ない

路面標示「学童注意」 安中土木事務所 令和元年度

39 西横野小学校
県道　５１号線
（主要地方道松井田下仁田線）

田舎屋看板前 横断が危ない

路面標示「学童注意」 安中土木事務所 令和元年度

40 一中 市道　安719号線 学校近くの道路沿線 段差があり通行が危険

アスファルト常温合材で歩道部の段差を解消 安中市土木課 令和元年度
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