
№ 学校名 道路管理者 危険箇所の路線名 危険箇所の箇所名 状況 対策方法 担当 対応状況

1 玉村小学校 ③市町村 町道２０７３号線 玉村小学校北門付近 横断歩道、止まれ、◇の路面標識が薄い。 横断歩道の引き直しを検討 （平成31年度以降対策） 警察 対策済み（Ｒ２）

2 玉村小学校 ②県 県道伊勢崎高崎線 板井信号交差点
信号待ちのときに、とても狭いところにたくさんの児童が待っ
ている状況。車との接触の恐れあり。

・児童が信号待ちをする場所を北東の角地に変更・北東の角地の段差をなくし、舗装
する・消火ボックスと看板の移設・すぐ脇の町道を登校時間進入禁止・歩行者用信号
の設置・防犯カメラの設置を検討

町
環境安全
都市建設

都：待機場所設置については、用地取得等を踏まえ検討中
環：交通安全対策としては設置しないが、防犯の観点から防犯カメラを設置済
歩行者用信号設置済

3 玉村小学校 ③市町村 町道２０７８号線 下斎田423-2 「止まれ」の道路標識が消えかかっている
都建：路面の再舗装
警察：「止まれ」再塗装

警察 対策済み（Ｒ２）

4 玉村小学校 ③市町村 町道２０６０号線 下斎田378-1 「止まれ」の道路標識が消えかかっている 「止まれ」再塗装 警察 対策済み（Ｒ２）

5 上陽小学校 ③市町村 町道３５４６号線（東西）
町道３０４０号線（南北）

関東運輸共配センター(上福島町
347)西側道路交差点

大型トラックの出入りが多く、児童の登下校が危険
・横断歩道の設置・交番にパトロールの協力要請・関東運輸共配センターに連絡し、
一時停止の徹底の協力依頼を検討

警察 検討中

6 上陽小学校 ②県 藤岡大胡線
藤岡大胡線交差点(樋越町７１)第三
保育所西側

交通量が多い 児童への交通安全教育を行い、一列で信号待ちをできるようにする 学校 安全教育実施済（Ｒ１）

7 上陽小学校 ③市町村 町道１０８号線（東西）
町道２２９号線（南北）

池商パッケージ(飯塚241)東側交差
点

交通量が多い
要望：押しボタン信号設置

・横断歩道の引き直しを検討・登校時の交通量を警察で確認し、必要であれば歩行
者用信号の設置を検討 警察

横断歩道は再塗装済み
設置基準に該当していないため信号機は設置できない

8 上陽小学校 ③市町村 町道３０３９号線 上陽児童館前横断歩道 横断歩道が消えかかっている ・横断歩道の引き直しをする計画がすでにある 警察 対策済み（Ｒ２）

9 芝根小学校 ②県 県道142号線 冬木工業南西交差点 信号機は設置されているが、歩行者用信号がない 歩行者用信号の設置を検討 警察 検討中

10 芝根小学校 ③市町村 町道103号線
太陽誘電南交差点

路面標示が消えている 横断歩道、ダイヤマーク、止まれ、白線の引き直しを検討 警察 対策済み（Ｒ２）

11 中央小学校 ③市町村 町道2116号線 中央小北西交差点 横断歩道の設置を希望
横断歩道の設置を検討

警察 検討中

12 中央小学校 ③市町村 町道1080号線 タナカモールド交差点
白線が薄くなっている。
（停止線と止まれ）

停止線と「止まれ」線の引き直しを予定
（平成31年度以降対策）

警察 対策済み（Ｒ２）

13 中央小学校 ②県
県道伊勢崎高崎線（東
西）
町道２０１８号線（南北）

福島橋南交差点
コンビニへの出入りする車が多く危険

要望：学童注意などの標識設置
児童への交通安全教育を行い、十分に注意して登校するように注意喚起を行う 学校 安全教育実施済（Ｒ１）

14 中央小学校 ②県 県道綿貫篠塚線 文化センター南突き当りＴ字路
交通量多く危険

要望：南北に渡る横断歩道にも歩行者用信号設置
・歩行者用信号機を設置する計画がすでにある 警察 検討中

15 中央小学校 ②県 県道綿貫篠塚線 上飯島交差点 車の交通量が多く、速度も超過 ・交差点の南東の角に歩道と車道を分ける縁石を設置することを検討 県 県道藤岡大胡線BP事業化案との兼ね合いで検討中

16 中央小学校 ③市町村 町道２６０２号線 上飯島交差点北 東から出てくる車が多く、歩道で止まらないこともある ・交番へのパトロール協力依頼・防犯カメラの設置を検討
町

環境安全
交通安全対策としては防犯カメラは設置しないが、防犯対策としてカメラ設定
済み

17 中央小学校 ③市町村 町道２６０２号線 南玉公民館前
抜け道となっており、スピード超過の車も多い
要望：児童に注意喚起の表示

・南、北、西からの道路の３か所に「学童に注意」を路面標示
町

環境安全
「学童注意」路面標示を3ヶ所設置済み（Ｒ２）

18 南小学校 ③市町村 町道１０２号線 プラムの森かみのての南側Ｔ字路
見通しが悪い場所である。現在注意喚起の看板が設置され
ているが、車から見えにくい
要望：看板の設置場所の見直し

・プラムの森の駐車場フェンスを一部撤去して、子供たちが通れるスペースを確保す
る
・看板の設置場所の移動

町
環境安全
都市建設

環：プラムの森は、用地買収してくれれば協力するとの回答
プラムの森南へ30mの町道上に「学童横断あり　注意・徐行」看板設置（R2.対
策済み）

19 南小学校 ③市町村 町道１５２３号線 サンビレッジ錦野付近
車両通過のたびに児童が路肩に避難するが、児童が側溝
に落ちそうになり危険
要望：側溝の蓋設置

・子供の通行人数が少ないこと、側溝が小さく浅いこと、農業の面から側溝の蓋は設
置できない

町
都市建設

対策不要

20 南小学校 ③市町村 町道１５６４号線 角渕６３４－２ 交通量が多く、車がスピードを出している
要望：スピード落とせ等の表示設置

・西からの道路に「スピード落とせ」を路面標示
町

環境安全
下之手公民館西・北の2方向へ路面標示「スピード落せ」を設置済み（R2）

21 南小学校 ③市町村 町道１５３８号線 角渕５３８７－１ 「止まれ」「停止線」「外側線」の摩耗
要望：引き直し

・町による下水道工事後、警察での「止まれ」「停止線」再塗装 警察 検討中

22 南小学校 ③市町村 町道１５２７号線 角渕５３９３　十字路 「止まれ」「停止線」「外側線」の摩耗
要望：引き直し

・警察：「止まれ」「停止線」再塗装
・環境安全：十字路に「外側線四隅」「ドットライン２本」

町
環境安全
警察

西川製薬玉村工場東の十字路交差点に外側線4隅、ドットライン2本設置済み
（R2）
「止まれ」「停止線」再塗装済み（Ｒ２）

角渕５１２０－２付近
「止まれ」「停止線」の摩耗
要望：引き直し

・警察：「止まれ」「停止線」再塗装
・環境安全：Ｔ字路に「外側線２隅」「ドットライン１本」

町
環境安全
警察

消防団第三分団南Ｔ字路交差点に外側線2隅、ドットライン1本設置設置済み
（R2）

角渕５１４０－２から東へ
玉庭第２圃場東十字路

「止まれ」「停止線」の摩耗
要望：引き直し

・警察：「止まれ」「停止線」再塗装 警察 対策済み（Ｒ２）

24 南小学校 ③市町村 町道１５６０号線 角渕４６３２－１　周辺　３か所 「止まれ」「停止線」「外側線」の摩耗
要望：引き直し

・「停止指導線３本」「Ｔ字マーク３箇所」再塗装
町

環境安全
宇敷木材工業東のT字路3ヶ所へ、それぞれ停止指導線、T字マークを設置済
み（R2）

25 中央小学校 ③市町村 町道２１１６号線 中央小北水門
用水路の水量が多く危険
要望：柵の設置

・柵を設置 町
都市建設

対策済み（Ｒ２）
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23 南小学校 ③市町村 町道１５２３号線


