
№ 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（確認事項） 進捗状況(実施内容) 事業主体 対策年度（予定）

1 安中小学校 国道１８号 ばりきや前の信号 歩行者用信号機の設置

①歩行者用信号機の設置について検討する
（１箇所か２箇所）
②安全対策として、ばりきや駐車場と歩道との
境及びセブンイレブン駐車場から道路への出
口（横断歩道あり）にラバーポールを５本ずつ
設置した（R2.4月～）

①対策実施困難
②設置済み

①安中警察署
②国土交通省

①未定
②令和２年度

2 安中小学校
県道２１１号線
（安中・榛名湖線）

寺前橋近くの交差点 歩行者用信号機の設置

①信号設置は困難
②寺前橋付近の横断歩道を渡って通学するよ
りも、城下橋付近から横断歩道渡り、サイクリ
ングコースを通学した方が安全ではないかと
の指摘があった城下橋付近に向かって「学童
注意」の路面標示もある
③通学路の見直しをして、安全な通学路を選
定する

①対策実施困難
②安中土木事務所での対策は特になし
③実施済み

①安中警察署
②安中土木事務所
③学校

①　－
②　－
③令和2年度

3 安中小学校
市道幹１４１号線

小俣橋南側の道路
グリーンベルトや学童注意の標示を
お願いします

①路面標示「学童注意」２箇所、視界を遮る生
け垣の伐採を地権者に依頼
②制限速度４０Kmの路面表示を検討

①実施済み
②未実施（上申済み）

①安中市土木課
②安中警察署

①令和2年度
②時期未定

4 磯部小学校
県道２１４号線
（磯部停車場・上野尻
線）

下磯部１８－５付近

交通量が多い、歩道が狭い、見通し
が悪い、車両速度が高い（クリーニン
グ店から西側を見ると、カーブしてい
てその先が見えない、朝より帰りの方
が危ない

①路面標示がありすぎると効果が薄れること
があるので、１箇所だけ入れる（カーブ手前に
「学童注意」の路面標示）
②横断歩道も適切に処理されており、歩道も
段差があり、反射板も備えている（警察として
対策をすることはない）

①路面標示、対策完了
②対策なし

①安中土木事務所
②安中警察署

①令和2年度
②　－

5 磯部小学校
市道磯２４３号線
市道磯２５４号線

磯部４丁目１０番１２号
安中市磯部学童クラブ付近

停止線及び路面標示が薄くなって見
づらい、道路の凹凸を何とかしてほし
い

①横断歩道、停止線、「止まれ」の塗り直し
②交差点西側の外側線を引き直す。（道路が
凹凸なので舗装が先にできれば市の方で路面
表示が可能になるので持ち帰り検討する）
③見通しが悪いとの指摘があるが、カーブミ
ラーは視界良好で問題ない

①実施済み
②ゼロ市債対応、舗装工事と併せて施工
（完了）
③対策なし

①安中警察署
②安中市土木課
③安中市危機管理課

①令和2年度
②令和3年度
③　－

6 東横野小学校
市道幹１２８号線
市道幹１２７号線

鷺宮３７１０－１野口モータースの前
の道とセレモニーホールそりまち前の
道が合流する両方一時停止の三叉
路

両方が一時停止なので、どちらが優
先道路なのかわからず、ファミリー
マートの駐車場をショートカットする自
動車もあり危険

①市と協議して対応する
②警察と協議しながら、路面標示等を検討す
る市道幹128号線、幹127号線の主従関係を明
確にするためドットライン・外側線（V字）を引
く。

①未実施（上申済み）
（市道幹128号線の「止まれ」標示を消す）
②実施済み

①安中警察署
②安中市土木課

①、②
令和2年度

7 東横野小学校
市道東３９９号線
市道東４１８号線
市道東４０４号線

鷺宮３１５０－１
東横野学童クラブ北西の十字路

東北方向の道路が一時停止だが、停
止線や「止まれ」の道路標示が消えて
いる

①南北の停止線、「止まれ」の引き直し
②東西の停止線、十字マークの引き直し
③止まれの標識が見えないので、地権者に
切ってもらうよう依頼する

①実施済み
②実施済み
③実施済み

①安中警察署
②安中市土木課
③該当区

①、②、③
令和2年度

8 東横野小学校
市道幹２２４号線
市道幹１３０号線

上間仁田６７３－１若松屋の前の道を
南に下がった先の上耕地方面からの
道と合流するT字路

一時停止の停止線が消えていて、見
通しも悪い

①南北の停止線、「止まれ」の引き直しを上申
済み
②道路に「坂道注意」「急勾配注意」等の路面
標示を検討する
③カーブミラーは地権者の関係もあり現状ど
おりとする

①実施済み
②実施済み（市道幹224号線 坂上に「学
童注意」の路面標示）
③対策なし

①安中警察署
②安中市土木課
③安中市危機管理課

①、②
令和2年度
③－

令和２年度　対策一覧表 【令和３年4月１日以降】

【令和３年３月３1日現在】
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9 碓東小学校
県道１０号線
（前橋安中富岡線）

板鼻陸橋付近
板鼻方面に向かう車が、旧18号に合
流するため右折する際、見通しが悪く
危険

１．陸橋下の横断歩道で信号待ちが危険
①滞留場所の設置に使用になる信号機の移
設が可能か確認する
②横断歩道の滞留場所の設置を検討する
２．横断歩道（１とは別）を渡る時、県道を右折
する車が危険
③トラックの進入規制を検討する

①、③対策実施困難
②歩行者滞留場所の舗装とラバーポール
の設置

①、③安中警察署
②安中土木事務所

②令和3年度

10 碓東小学校 市道　板１７２号線 グリーンマートかわしま　北西側 ブロック塀が傾斜している

地権者にブロック塀の修繕依頼 通学路合同点検時に地権者に要望を伝え
た
→地権者によりブロック塀撤去（完了）

安中市土木課 令和3年度

11 碓東小学校
県道１０号線
（前橋安中富岡線）

紀之内屋（岩井６８３－１）から（株）テ
クス（710-1）清水専用駐車場までの
歩道

狭い歩道のため歩道と道路の間に支
柱（ラバーポール）があるとよい（その
先の区間にはある）

ポストコーン（高さ３０ｃｍ）の設置を検討する
（設置場所の確認）、何年かかるかわからない

ポストコーン設置は令和3年6月頃までに
施工する予定（完了）

安中土木事務所 令和3年度

12 秋間小学校
市道秋３８３号線
市道秋３７９号線

野村（東上秋間１７４５）付近のT字路

下り坂から民家周辺道路に合流する
所。見通しが良くないので危険。止ま
れの標示かカーブミラーの設置を希
望。

①指導線を引く、「学童注意」の路面標示また
は看板設置を検討する
②カーブミラーの設置

①実施済み
②左右の視野を確保するため、鏡面をダ
ブルにて対応済

①安中市土木課
②安中市危機管理課

①、②
令和2年度

13 松井田小学校 市道９２０２３号線
学校正面の坂を下ったアメリカンベー
カリー横の歩道橋付近

横断報道、グリーンベルトの標示が薄
い

①横断歩道を排水溝のところにかかるように
引けるか検討する
②グリーンベルトを引き直す

①実施済み（排水溝避けた）
②グリーンベルト　L=31m　外側線　L=43
ｍ　R2.12完了

①安中警察署
②安中市土木課

①、②
令和2年度

14 松井田小学校
県道３３号線
（渋川松井田線）

茂木電気商会前（新堀２４） 歩道が無い

①根本的な解決策は難しい。道路の東西に反
対側の歩道利用を促す表示がある
②幸いこれまで事故は起きていない
③根本的な対策は難しいので、学校で児童に
この場所を避けての登下校を指導する

①安中土木事務所での対策は特になし
②対策なし
③実施済み

①安中土木事務所
②安中警察署
③学校

①、②、③
令和2年度

15 松井田小学校
県道１２２号線
（八本松松井田線）

学校東門から出て坂を下ったところ 横断歩道等の標示が薄い

①横断歩道、停止線、「止まれ」の塗り直し、
標識の交換（上申済み）
②グリーンベルトはまだ大丈夫
③土手の所の草がグリーンベルトのところまで
伸びているところがある。（学校から市土木課
へ依頼）

①実施済み
②安中土木事務所での対策は特になし
③今後連絡する

①安中警察署
②安中土木事務所
③学校

①令和2年度
②　－
③令和2年度

16 西横野小学校
県道２１３号線
（磯部停車場妙義山
線）

松井田南中学校前～（株）富士入口
付近（他１箇所：南中共通）

雨が降ると道路の凹の部分に水がた
まる。スピードを落とさずに走る車両
が歩道を歩いている児童にその水を
かけてしまう

①歩道にある水抜きの側溝の清掃
②速度抑制のため、引き続き交通取り締まり
を実施する

①周辺３１箇所の水抜き側溝について、令
和2年9月に清掃実施済み
②実施済み（取り締まり）

①安中土木事務所
②安中警察署

①、②
令和2年度

17 細野小学校 市道９１１５号線 諏訪神社付近の歩道
歩道に向かって枯れた竹がたびたび
突き出してきていて大変危険である

市の土地については、数年前にも伐採してい
る。今年度も7月に実施し、竹など２トントラック
で１．５杯分処理した。

竹の伐採　L=70m　R2.7完了（写真送付
済）

安中市土木課 令和2年度

18 細野小学校 市道９１１５号線 萩原工業の土砂置き場付近の歩道
歩道に上から大きな枯れ枝がたびた
び落ちてきていて大変危険である。

倒木などは市で処理するが、民地の木は地権
者に連絡して剪定をお願いする

地権者に連絡、後日対策を講じるとの回
答を得る　R2.7

安中市土木課 未定
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19 細野小学校 市道９１１５号線
細野保育園の押しボタン信号機そば
の神社跡付近の歩道

歩道の上部に覆い被さっている枯れ
た竹や木の枝が風などで歩道に落ち
てきて危険である

市土木課が７月に現場を確認し、既に手入れ
されていることを確認済み（２年前もあがって
いた。当時の区長を中心に神社役員が木や竹
を伐採した）

実施済み 該当区 令和2年度

20 一中
県道安中榛名湖線
市道安459号線

熊野神社から県道に出るT字路
見通しが悪い、停止線や横断歩道が
薄くなっていてカーブミラーも見づらい

①横断歩道の塗り直し
②県道外側線の塗り直し
③市道外側線の塗り直し
④カーブミラーの鏡面交換（拡大）

①実施済み
②外側線、対策完了
③ゼロ市債対応、舗装工事と併せて施工
④鏡面拡大（φ600Wをφ800Wへ）実施済

①安中警察署
②安中土木事務所
③安中市土木課
④安中市危機管理課

①、②、③、④
令和2年度
③令和3年度予定

21 一中
県道１３２号線
（下里見安中線）

高架下付近の歩行者用道路
雑草が伸びると歩行者用道路が通れ
なくなる。

道路境界までの除草を実施する 除草後、防草シートの設置、対策完了 安中土木事務所 令和2年度

22 一中
県道１０号線
（前橋安中富岡線）

小板橋歯科医院の交差点 歩道・路側帯がない・狭い

現在実施している安全対策に加えて実施する
有効な対策は考えられない
・生徒への安全指導を行う

実施済み 学校 令和2年度

23 松井田東中
市道９５４９４号線
市道９１２２号線

松井田東中学校前の交差点
横断歩道の白線が薄く、歩行者にとっ
て危険。過去に人身事故あり。

①横断歩道、停止線は引き直す
　自転車横断帯はなくす
②西松井田駅から外側線を引き直している。
今年度このあたりを行う予定。交差点西側道
路のセンターラインの角度を変える（引き直し）

①実施済み
②外側線　L=330ｍ　R2.10完了

①安中警察署
②安中市土木課

①、②
令和2年度

24 松井田東中
国道１８号線（側道）
県道１２２号線
（八本松松井田線）

琴平宮付近の国道１８号線高架下側
道

坂を登ってくる自転車から側道を下っ
てくる車が見えにくい

カーブミラーの設置は、安中土木事務所と設
置場所を検討する。坂の途中に「学童注意」の
標識（看板）を側道にたてる。段差舗装も検討
する

・段差舗装の検討
・「学童注意」看板の設置検討
・カーブミラーの設置検討(安中土木事務
所と協議)

国土交通省 令和3年度予定

25 松井田東中
県道１２２号線
（八本松松井田線）

湯ノ川別館（閉業）の北側の高梨子方
面との分岐路（T字路）

高梨子方面からの車が一時停止不
十分なことがあり、危険

①土地の所有を調べて草刈りをする。カーブ
のところの段差舗装はハンドル操作が危なくな
ることがある
②「学童注意」「速度落せ」の標識を２本立てる
③安全体制はとられているので、現状のまま

①除草後、防草シートの設置、対策完了
②注意看板設置　２基（学童注意・速度落
せ）　R2.8完了
③対策なし

①安中土木事務所
②安中市土木課
③安中警察署

①、②
令和2年度
③　－

26 松井田南中 県道松井田中宿線 二軒在家陸橋下
雨後、道路が冠水し生徒の通行が困
難

こんにゃく畑から泥水が入るため、どうしても
流れが悪くなる現状がある。昨年１回清掃した
が、今年は範囲を拡大して念入りに実施する

現地調査の結果、流末が北側にあること
が判明したため、北側の側溝清掃を令和3
年6月頃までに実施する予定

安中土木事務所 令和３年度予定

27 東横野小学校 市道東９６８号線
(株)若松屋(上間仁田673-1)付近の
急な下り坂

運転者に対する通学路周知

①市道にせり出している桑の木等を伐採す
る。道路に外側線（片側または両側）、道路に
「通学路」などの路面標示を検討する
②坂下から見て左側を通行するよう児童へ指
導する

①実施済み
②実施済み

①安中市土木課
②学校

①、②
令和2年度

28 秋間小学校 県道２１５号線 秋間公民館前
橋の架け替えに伴う横断歩道の設置
希望

①横断歩道の設置を検討するが設置は難しい
②通行止めの期間が短くなるよう調整する。公
民館前に横断歩道が出来なければ誘導員を
配置して安全対策を講じる

①未実施（上申済み）
②外城橋の橋梁架け替え期間は誘導員を
配置する。配置期間については、別途学
校等と協議する

①安中警察署
②安中土木事務所

①、②
令和2年度

29 一中 市道安６７７号線 学校出入り口付近 停止線の設置要望

停止線をひくことを検討する ドットラインと停止指導線を設置 安中市土木課 令和2年度

3



№ 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（確認事項） 進捗状況(実施内容) 事業主体 対策年度（予定）

令和２年度　対策一覧表 【令和３年4月１日以降】

【令和３年３月３1日現在】

30 東横野小学校
県道松井田中宿線
県道宇田磯部停車場
線

上宿（中野谷信号）交差点

北側には縁石があるが、南側には何
もなく信号待ちでも怖い。車もインコー
スで曲がってくるのでガードポール等
で対策してほしい

ポストコーンの設置 実施済み 安中土木事務所 令和2年度
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