
№ 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 おやえさんの坂

暖かくなると枝や草が伸びて危険。
冬は凍って滑りやすい。
歩道が暗いので街灯の設置希望

通学路の確保（除草２回）
歩道の街灯は地域での設置と言われているの
で予算確保は難しい。簡易な照明（反射板の
ようなもの）の設置を検討したい

＜除草＞
法肩の幅刈りと法面の全面刈りを実施済
み。
＜簡易な照明＞
物理的に照明灯は建てられないため、視
線誘導標（自発光式）の設置検討中。

国土交通省 令和３年度

2 安中小学校 市道　安５２５号線 龍昌寺坂

古いｽｸｰﾙｿﾞｰﾝの標識はありますが、
車や自転車が速い。学童注意等の路
面標示を要望する

坂の上部及び下部に「学童注意」の路面標示
を行う

実施済み 安中市土木課 令和３年度

3 安中小学校 市道　安４５９号線 二葉幼稚園東の道路

植木がはみだして見通しが悪い。蜂
の巣があったこともある。

①路面標示の引き直し
②草刈りの実施

①実施済み
②実施済み

①安中市土木課
②該当地区

①②令和３年度

4 安中小学校

市道　幹１４１号線
（国道18号高別当東～
県道48号に通じる脇
道）

萩原アルミの角

横断歩道が消えています。カーブもあ
るので、安全に渡れるように何か配慮
をお願いします。

①「速度落とせ」の路面標示を入れる
②横断歩道、停止線等の引き直し

①実施済み
②上申済み（完了）

①安中市土木課
②安中警察署

①②令和３年度

5 原市小学校 市道　原４９２号線
伊部石材店倉庫から赤心幼稚園まで
の市道

路側帯の白線がない。グリーンベルト
を着けられないか。朝・夕の時間帯で
幼稚園の送迎車など通行量が多い。

市道に外側線とグリーンベルトを入れる 実施済み 安中市土木課 令和３年度

6 原市小学校
一般県道　長久保・郷
原線

原市１６６１（ケーキ屋「チャーリーとペ
ロ」）前のT字路

県道を渡る横断歩道を設置してほし
い（警察には申し出済み）

横断歩道の設置を検討する 交通量調査を実施したが新設できない 安中警察署 令和３年度

7 原市小学校
一般県道　一本木平・
小井戸・安中線

碓氷病院前の県道。県営住宅入り口
T字路（原市1-2-15旧商店）の歩道

T字路の北側角の歩道。自動販売機
が設置してありより狭くなっている。
（前回の合同点検場所であるが扱わ
れなかった内容）

①横断歩道及び停止線について、交通量調査
結果により移設する
②グリーンベルトの内側をベージュに塗り歩道
と車道を明確にする

①移設を検討したが、利用者がいるため、
現状のままとする
②実施済み

①安中警察署
②安中土木事務所

①②令和３年度

8 磯部小学校 市道　磯250号線
磯部４－１０－９から磯部４－１０－３
４までのの道路

歩道・路側帯がない
車道が狭い
見通しが悪い

・片側（東側）に外側線を引く
・学童注意の路面標示を行う
・側溝の蓋について検討する→【回答】サイズ
的に設置不可能

実施済み 安中市土木課 令和３年度

9 磯部小学校 市道　磯262号線
磯部４－１０－３４から元「和風」交差
点までの道路

歩道・路側帯がない
車道が狭い

・田んぼ側に外側線を引く
・途中のカーブミラーから西は両側に引く
・停止線と交差点マークを塗り直す
・側溝の蓋については、対応出来るか検討す
る

実施済み
（側溝のグレーチングの受けの隙間箇所
に４㎝正方形の角パイプで対応）

安中市土木課 令和３年度

令和３年度　対策一覧表
【令和４年３月３１日現在】

【令和４年４月１日以降】
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10 磯部小学校
市道　磯262号線
市道　幹1175号線

元「和風」交差点

歩道・路側帯がない
車道が狭い
見通しが悪い
一時停止線の見直し

・南北に延びる道ではなく、東西に延びる道を
一時停止にした方が良いのではないか。もしく
は、全面一時停止に出来ないか→【回答】全
部一時停止には出来ない（児童が渡ることを
考えると停止線は変えない）
・横断歩道と停止線を塗り直す

実施済み 安中警察署 令和３年度

11
東横野小学

校
市道幹１２５号線

さざんかタウン
鷺宮住宅 団地入り口

見通しが悪く、横断中の子供たちの発
見が遅れがちで危険を感じる。

①右から出てくる車に気を取られて児童の発
見が遅くなる、標識の移動は出来ないか、標
識を大きく出来ないか→【回答】標識の移動は
出来ない。大きくするのは検討する、ダイヤ
マークを引き直す
②カーブ手前に「横断歩道あり」の路面標示を
する
歩道の草刈りについては、区長さんから伝え
る

①上申済み（標識大きさ：現状のまま／ダ
イヤマーク完了）
②実施済み

①安中警察署
②安中市土木課

①②令和３年度

12
東横野小学

校

県道松井田・中宿線
（２１７号線）
市道　幹２４３号線

中野谷下宿信号から学校に向かう県
道漢音道橋付近

「止まれ・横断歩道が消えている」抜
け道になっていて交通量も多く急いで
いる車も多い。しっかりペイントして抑
止力となってもらいたい

・凹凸がありつまずく児童がいる（ガードレール
跡）、巻き込み防止ポールを設置してほしい
①横断歩道、止まれの塗り直しをする
②段差解消のため、１０ｃm程度削ってアスファ
ルトにする。歩道も補修する。巻き込み防止用
ポールを２本立てる

①上申済み（完了）
②令和４年４月頃までに施工予定

①安中警察署
②安中土木事務所

①②令和３年度

13
東横野小学

校
県道松井田・中宿線
（２１７号線）

くわの実入口の
Ｔ字路

交通量が多いのに横断歩道がなく、
子供たちが横断に躊躇している。

・建物があり、道路を渡る前に車の確認がしづ
らい。建物を無くしてほしいが、無くせなけれ
ば、巻き込み防止用ポールを立ててほしい
①止まれを引き直す。
②横断歩道は交通量をみて検討する
③ガードレールがあるので、巻き込み防止用
ポールの設置は必要ない

①標示の塗り直しは上申済み（完了）
②横断歩道は新設する（完了）
③安中土木事務所での対策は特になし

①②安中警察署
③安中土木事務所

①令和３年度
②令和４年度

14 碓東小学校 市道板２７３号線
前井の毛橋　周辺
（板鼻　どんぶり坂）

登下校時刻に抜け道として通る車が
多い。

①橋の北側にある路面標示の黄色い「３０」を
塗り直す
②外側線を引き直す。西側の外側線を少し車
道側に入れる。ラバーポールを交差点の角
（南西側）に３本立てる

①上申済み（完了）
②実施済み

①安中警察署
②安中市土木課

①②令和３年度

15 秋間小学校
県道４８号線
下仁田・安中・倉渕線

広田交差点北側（斜面）

風雨・降雪のあとに竹がたれさがる。 垂れ下がってきている竹等について処理する 実施済み 安中市土木課 令和３年度

16 秋間小学校
外城橋～宮貝戸橋
市道　秋６４２号線

外城橋～宮貝戸橋の通学路

池尻バイパスに伴う外城橋架け替え
工事中。通学路を工事車両が通る。
通学路の標識等の設置希望。

工事車両の進入箇所等に「学童注意」の看板
を設置する→2学期までに歩道整備が完了す
る

歩道整備完了 安中土木事務所 令和３年度

17 秋間小学校 県道恵宝沢・原貝戸線 下秋間　バス停「打越入口」付近

西毛広域幹線道路に伴う工事のた
め、道路形状が変化し交通量が多
い。

対策は特になし。
点検報告時は、工事が行われ歩道の整備もさ
れていなかったが、現在は歩道も広く整備され
ており、現時点では問題点は解消されている

安中土木事務所での対策は特になし 安中土木事務所 令和３年度

18 秋間小学校
市道秋１０８１号線
（幹136号）

みのりが丘１番街に入る市道

「横断歩道・止まれ」の路面標示が消
えかかって見えにくいので濃く書いて
ほしい。

横断歩道、止まれ、ダイヤマークの路面標示
の塗り直し

実施済み 安中警察署 令和３年度

19 後閑小学校 市道　幹１３７号線 中後閑５２１の前の歩道

歩道の端が崩れていて危険 ３～４箇所あるが、早急に対応する 実施済み（施工厚が薄く、ｺﾝｸﾘｰﾄが取れ
てしまう可能性あり）

安中市土木課 令和３年度
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20 後閑小学校 県道４８号線
下後閑１５４５－１付近（「マキ造園」
の近く）

畑の土が落ちて歩道部分が狭くなり
危険

・草刈り後の草や雨などで流れ落ちた土があ
り、歩道がかなり狭い。朝の交通量が多く危
険。
①「速度落とせ」「学童注意」の路面標示を検
討する
②土手を削るには土地の境界を確認する必要
がある。時間と予算が必要。今年度中には難
しいが削る方向で進める。５０～６０ｃｍ広げら
れると思う

①実施済み
②側溝上の土砂は撤去済
　拡幅は検討中（時期未定）

①②安中土木事務所 ①令和３年度
②令和３年度以降

21 後閑小学校 県道４８号線
下後閑１４５９－１
（ハッピードリンクショップ（自動販売
機）近く）

用水路が塞がれておらず危険 開渠の水路を暗渠の水路に改修 実施済み 安中市土木課 令和３年度

22 松井田小学校県道八本松松井田線
松井田小学校から松井田文化財資
料室までのグリーンベルト

グリーンベルトの色が薄く、東に向
かって走る自動車には見えにくい。

グリーンベルトの引き直し（旧松井田町文化財
資料室⇔学校前）

実施済み 安中土木事務所 令和３年度

23 松井田小学校市道９２２１号線
松庁・東中前信号を西松井田駅方面
に曲がり踏切前にある横断歩道
（新堀428番地付近）

横断歩道の色が薄く、運転手側から
見えにくい。

①横断歩道を引き直す
② 脇道の横断歩道を消して、停止線を前に出
す
③外側線を引き直す

①引き直し実施済み
②上申済み（完了）
③外側線施工済

①②安中警察署
③安中市土木課

①③令和３年度
②令和４年度

24 松井田小学校
市道　９５０１８号線
市道　９５０３１号線

群馬銀行松井田支店と松井田商工
会の間の道路を南へ下った四差路、
東中方面に曲がった一時停止。（新
堀32番地付近）

一時停止、路側帯の表示が薄く、見え
にくい。

①止まれの路面標示と標識の立て替え行う予
定
②銀行の閉店に伴う街灯の設置は区の対応
になる
③道の改良については区から土木課へ要望
する

①上申済み(路面標示完了)
②対応なし（区の対応）
③区長が地元要望を調整中

①安中警察署
②安中市危機管理課
③安中市土木課

①令和３年度
②③未定

25 臼井小学校
国道１８号（県管理）
旧中山道

坂本地区
横断歩道

横断歩道が見えなくなっている。ライ
ンの引き直しして欲しい（2カ所）

横断歩道の移設と塗り直し 実施済み 安中警察署 令和３年度

26 臼井小学校 市道94105号線 横川駅出入り口

通学路の標識をつけて欲しい。電車
到着時刻に路駐の車が多く、児童の
登下校時間と重なると見通しが悪い。

①県道に外側線を引く
②止まれの路面標示引き直し
③駅ロータリーは観光経済課では対応出来な
い。市土木課で他市の対応を参考に路面標示
を検討する
④カーブミラーの設置については、区から要望
を出す

①実施済み
②上申済み（完了）
③実施済み
④カーブミラー設置済み

①安中土木事務所
②安中警察署
③安中市土木課
④安中市危機管理課

①③④
令和３年度
②令和４年度

27 西横野小学校
県道213号線
（磯部停車場妙義山
線）

八城の信号～西横野小前信号

行田方面から学校方面に続く道路は
直線で、信号も少なく、車両がスピー
ドを出しやすくなっている。児童はそ
の道路の歩道を通って通学してくる
が、歩道が狭くなっている場所や横を
高速車両が多く通るため、通学が危
険である。信号設置、歩道拡張の対
応をしていただきたい箇所が数カ所あ
ります。

・歩道沿いの家から歩道へ出ている木の枝や
草あるが事情があって処理できないでいる
①信澤歯科医院側の横断歩道を西側に移動
することが出来るが、そのためには道路関係
者による縁石を切る作業が必要になる。現実
的には難しい
②路面のダイヤマークの南中側に速度抑制の
ための「横断者注意」の路面標示を検討する。

①現状のままとする
②実施済み

①安中警察署
②安中土木事務所

①②令和３年度
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28 一中
国道18号
市道　安３７８号線

いこい旅館反対の歩道

側道が坂になっていて、右側から来る
自転車が見えない。

①朱色のゾーンを引けるか検討する
②停止線の引き直し
③所有者に生け垣を切るよう依頼する
④カーブミラーを設置する

①現地の状況を確認したところ、歩道部の
車道側について、照明灯等の構造物があ
り、自転車が通行する「朱色のゾーン」を
設置するとなると、歩行者の有効幅員が
取れないため設置出来ない。
②実施済み
③④垣根の地権者が垣根を剪定するが、
立ち枯れ対策のため、徐々に切るとの事
です。その後、ミラーの設置については検
討する。

①国土交通省
②安中市土木課
③地元区長
④安中市危機管理課

①②③④
令和３年度

29 一中
県道一本木平
小井戸安中線
市道　安４８４号線

正龍寺から県道に出るところ

路面がグレーチングで滑りやすい 自転車がスピードを落とすような工夫（路面標
示等）を検討する。グレーチングを滑り止めあ
りのタイプに変更した。さらに滑り止め対策が
出来るか検討する

グレーチングの滑り止めについては実施
済み
路面標示については、現況標示「車両注
意」で様子見とする

安中土木事務所 令和３年度

30 二中
県道２１６号
長久保・郷原線

二中前

旧道として、国道18号線の抜け道に
利用する人が多い。二中前は、生徒
の利用頻度が大変多い区間である
が、車道とは色分けがされているだけ
で、危険である。バリアーフリー工事
により、いままでと変わって直線道路
になった。よりスピードアップが見込ま
れ危険度が増している。

・朝、車のスピードが速い。グリーベルトがほし
い
→【回答】歩道があるから消した。グリーンベ
ルトは歩道が無いところにつけるもの。平成２
４年度から対策を講じている。歩道を広げる。
大型車進入禁止。センターラインを無くす。
ポールを立てて通行しづらくする。歩車共存道
路にした。
・横断歩道の両側にラバーポールを設置す
る。住宅側は住民の理解を得てから対応する
・ダイヤマークの跡あたりに「学童注意」の路
面標示をする。「歩車共存道路」の大きな看板
を学校前に設置する

・学校側のラバーポールは設置済み（住宅
側は調整中）
・路面標示「学童注意」は実施済み
・看板「歩車共存道路」については調整中

安中土木事務所 令和３年度

31 松井田東中 県道八本松松井田線 松井田病院入り口付近のカーブ

見通しが悪い ①松井田病院側の止まれと停止線の引き直
し。カーブミラーに重なるので標識の移動を検
討する
②カーブミラーの鏡面サイズの変更を検討す
る
③地権者に植木の剪定を依頼する
④松井田病院駐車場出口に停止線を引くよう
病院側への依頼を検討する
⑤標識移動後に転落防止柵設置

①上申済み（路面標示完了）
②県土木でコーナーを映すためのカーブミ
ラーを既存の手前に設置後、市のミラーは
撤去する
③実施済み
④松井田病院：職員への注意喚起（周
知）、停止線は時期をみて実施する予定
⑤実施済み

①安中警察署
②安中市危機管理課
　安中土木事務所
③地元区長
④安中市教育委員会
⑤安中土木事務所

①②③④⑤
令和３年度

32 松井田東中
県道八本松松井田線
市道　９１０２号線

くろさわ医院付近の交差点

見通しが悪い ・ドライバー目線と自転車目線の違いがあるの
で自転車目線の対策を考えてほしい
①横断歩道の塗り直し。停止線位置の移動を
検討する。カーブミラーの標識の映り込みがあ
るので標識の移動を検討する
②車のスピード抑制策として「学童注意」等の
路面標示を検討する

①実施済み
②実施済み

①安中警察署
②安中土木事務所

①②令和３年度

33 松井田東中
主要地方道渋川松井
田線
市道　９５４４１号線

田口医院西側一方通行道路における
Ｔ字路

一時停止線を越えて停止する車が多
く危険。

①飛び出し坊やを設置する
②生徒への安全指導

①実施済み（飛び出しガール）
②実施済み

①安中市教育委員会
②学校

①②令和３年度

34 松井田南中
県道磯部停車場妙義
山線

西横野定住センター東の県道北側

道路と北側の側溝の間に舗装の段差
があり、自転車で走行中バランスを崩
し転倒した。

・自転車は、原則車道走行。状況を承知したの
で対応を検討する。→側溝と舗装の段差につ
いては、据え付けを緩く施行するので段差は
完全に無くならないが、ある程度解消される

実施済み 安中土木事務所 令和３年度

35 松井田南中
市道　９１２０号線
市道　９３０１４号線

「まついだ保育園」北側の市道を西に
進み、市道との交差点

通学者が停止した場合、見通しが悪く
危険。「止まれ」が消えている。塗り直
しをお願いしたい。

①カーブミラーを移動させる（区長から地権者
に依頼する）、鏡面の拡大を検討する
②止まれの塗り直し、利用者が多ければ、横
断歩道の設置も検討する
③外側線の引き直し

①カーブミラーの移動に伴い、鏡面変更
（拡大）して設置済み
②塗り直し上申済み。横断歩道は、学校
統廃合後検討する
③実施済み

①安中市危機管理課
②安中警察署
③安中市土木課

①②③令和３年度
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№ 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３年度　対策一覧表
【令和４年３月３１日現在】

【令和４年４月１日以降】

36 松井田南中
市道　９１２０号線
市道　９３０１３号線

長瀞橋南

通学者が横断する場合、北側から来
る車から見にくい。注意喚起の標識等
があるとわかりやすい。

①４月から交通指導員の配置を検討する
②ダイアやマークは２個必要なところ１個しか
ないので確認する
③ダイヤマーク前に路面標示（横断者注意等）
を検討する

①交通指導員の3月中に配置する
②ダイヤマーク追加標示済み
③路面表示施工済

①学校関係者
②安中警察署
③安中市土木課

①②令和３年度

37 松井田南中
市道　９１２０号線
市道　９５１８１号線

市道と松井田駅出入り口との交差点

通学者が通過する場合、自動車から
見て坂道であり見通しも悪い。駅から
出てくる道も、市道に出るところは見
通しが悪く、自転車通学者にとって極
めて危険。対策をお願いしたい。

①止まれの引き直し
②自転車に対し、スピード抑制対策出来るか
検討する（路面標示、標識設置等）

①実施済み
②自転車利用者に対する注意標識設置
済

①安中警察署
②安中市土木課

①②令和３年度

38 松井田南中
市道　９１２０号線
市道　９１２２号線

中瀬大橋南の信号付近

歩道を利用するために横断しなけれ
ばならないが、横断歩道が消えか
かっている。横断歩道の塗り直しと、
歩行者用信号の設置をお願いした
い。

①横断歩道の引き直し。歩行者信号機の設置
検討（交通量調査する）
②矢印の路面標示の引き直し

①塗り直し実施済み。歩行者信号機は学
校統合後検討する
②路面標示施工済

①安中警察署
②安中市土木課

①②令和３年度

39 磯部小学校 市道　幹１４９号線 稲塚工務店前

磯部から松井田方面へ向かう路面に
「学童横断注意」の標示を希望する。
松井田から磯部方面に向かって左側
の垣根が路側帯を狭めていて危険で
ある。

・垣根が路側帯を狭めているので、切ることは
出来ないか。横断歩道を移動することは可能
か。制限速度を４０Kｍから３０Kmに出来ない
か
①垣根のある家に話をして町内会で切る
②横断歩道の位置を動かすことは出来ない。
横断歩道とダイヤマークを塗り直す
③「学童注意」の路面標示を行う

①実施済み
②実施済み
③実施済み

①地元区長
②安中警察署
③安中市土木課

①②③令和３年度

40 臼井小学校 国道１８号
ローソン松井田バイパス店前歩道
（松井田町五料）

歩道にガードレール等を設置してほし
い

・小山沢～下横川の踏切の間の草刈りをして
ほしい→【回答】国土交通省：順番にやってい
る。交差点付近は早めにやりたい
・ローソン駐車場と国道の間に柵を設置する。
ローソンより西側は、土壌の問題で設置出来
ない。横断防止柵も難しい。注意喚起のため
の光るものを設置したい

＜ガードレール＞
実施済み
＜注意喚起のための光るもの＞
視線誘導標（自発光式）の設置を検討中。

国土交通省 令和３年度

41 松井田南中 市道　９１２０号線 中瀬橋欄干

橋の欄干が低く危険 欄干の高さを確認し、上に何かを付け足すな
ど転落防止のための方法を検討する

高欄嵩上げ施工済 安中市土木課 令和３年度

42 松井田南中 県道松井田中宿線 広谷橋付近

歩道橋（車道とは別）東側入口の角度
が危険（ウエルシア側から下ってくる
と急角度に曲がって歩道橋に入る）

①ラバーポールを立てる。樹木の伐採
②横断歩道は不要なので消す方向で進める

①樹木伐採済み
ラバーポール設置済み
②横断歩道撤去済み

①安中土木事務所
②安中警察署

①②令和３年度

43 磯部小学校 市道　幹２３８号線
登城の信号から浦野整形外科医院
先の赤白の柵辺りまで

交通量が多い
歩道・路側帯がない

・路側帯が狭く、通行量も多い。歩道の幅を広
げることが出来ないか。停止線の位置をもう少
し下げることはができないか
①停止線の位置をこれ以上下げるとなると、
信号までの距離が長くなってしまうため、信号
の時間等も調整しなければいけないので難し
い
②北側の外側線を少しずらして、グリーンベル
トを設置する。登城の信号から浦野整形外科
医院先の赤白の柵の辺りまで

①現状のままとする
②実施済み

①安中警察署
②安中市土木課

①②令和３年度
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令和３年度　対策一覧表
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【令和４年４月１日以降】

44 東横野 小学校
県道松井田・中宿線
（２１７号線）

茂原プラスチック付近

横断歩道、「止まれ」の路面標示が薄
い

現場を確認して対応する 実施済み 安中警察署 令和３年度

45 原市小学校 市道原560号線 原市二区住民センタ―北側道路

外側線が消えている、児童の通学路
なので塗り直しをしてほしい。

・現地確認後、対応する。 実施済み 安中市土木課 令和３年度

46 碓東小学校 市道幹132号線 藤井坂

外側線の塗り直し、道路交差部の主
従関係の明白化

・現場を確認して対応する 実施済み 安中市土木課 令和３年度
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