
【泉小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

グリーンベルトの設置 石川県

長期的に自転車走行指導帯の設置を検討する 石川県

外側線の引き直し 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

外側線の引き直し 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

安全指導（民地側を歩行する） 学校

自転車街頭指導と安全教育 警察(中）

信号機の撤去を地域と相談 学校

通学路を泉野交差点に変更する 学校

停止指導線の設置 金沢市

とまれの設置 金沢市

【中村町小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

外側線の設置 金沢市

クロスマークの引き直し 金沢市

横断指導帯の設置 金沢市

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

「歩行者注意」の路面標示の設置 金沢市

停止線の塗り直し 警察(中）

ダイヤマークの塗り直し 警察(中）

外側線の設置 金沢市

横断指導帯の設置 金沢市

転落防止柵の設置 金沢市

1 市道　増泉４丁目線２号 金沢市増泉4丁目3-3地先　 幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に車が多く通行し危険である。

2 市道　神田２丁目線１号 金沢市神田2丁目8-1地先　 転落防止柵が必要。

5 市道　１級幹線６号十一屋・有松線 泉が丘交差点 信号が近くに２カ所あり、通学路の横断歩道の信号を見落とす車両がある。

6 市道　準幹線517号野町・泉野出町線 金沢市泉が丘１丁目45地先 会館側から来る車が一旦停止せずに進行する。

3 市道　弥生３丁目線４号 金沢市弥生３丁目33地先　 車の抜け道になっており危険。

4 国道157号 金沢市弥生２丁目７地先 自転車と歩行者の接触があり危険である。

1 県道45号　金沢鶴来線 金沢市泉が丘１丁目２地先　 歩道が狭く高校生の自転車と児童が接触したこともある。

2 市道　準幹線51７号野町・泉野出町線 金沢市泉が丘１丁目20地先 歩道がないため、車や自転車との接触の可能性が高く危険である。



【十一屋小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

発注者に対し工事業者への注意を依頼 学校

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

発注者へ工事業者への注意を依頼 金沢市

グリーンベルトの設置 金沢市

外側線の塗り直し 金沢市

クロスマーク設置 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

ダイヤマークの移設 警察(中）

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

スピード落とせの塗り直し 金沢市

外側線の塗り直し 金沢市

ゾーン30の新設を検討 警察(中）

【泉野小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

クロスマークの設置 金沢市

ポールコーンの設置 金沢市

止まれの塗り直し 警察(中）

停止線の塗り直し 警察(中）

安全指導 学校

「歩行者注意」の路面標示の設置 金沢市

ポールコーンの設置 金沢市

3 市道　泉野町５丁目線９号 金沢市泉野町５丁目３地先　 コンビニエンスストアを出入りする車と接触の危険がある。 安全指導 学校

2 市道　泉野町１丁目線４号 金沢市泉野町1丁目4-11地先　
下校時に横断歩道を渡った後で一気に歩く児童が多く、右からの細い道からの
車に気づかないことがある。

3 市道 若草町線1号 金沢市若草町13-41～28-14地先　 朝夕に速度を出す車が多いので、速度抑制対策をして欲しい。

1 市道　準幹線510号野町・泉野線 金沢市泉野町1丁目17-20地先　
登校時間帯は通行禁止となっているが、通行量がとても多く、歩道と車道の区
別、外側線がない所が多い。

1 市道 １級幹線79号法島・大桑線 金沢市法島町9-49～法島町25-14地先　 不定期に工事車両のトラックが往来して、危険である。

2 市道 １級幹線79号法島・大桑線 金沢市法島町25-14地先　 交差点より北側が道路付近が狭く、児童と車との接触が懸念される。



【犀桜小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道 １級幹線4号広坂・新桜坂線 鱗町交差点　 壁や天井の一部が剥離している。 地下道の壁面と天井面を修繕 金沢市

黄色の着色 学校

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

3 市道１級幹線３号・犀川大通り線 笠舞交差点　 速度を出して坂道を下りる自転車が不安である。 自転車街頭指導と安全教育 警察(中）

4 市道１級幹線４号広坂・新桜坂線　犀桜小学校前 金沢市新竪町３丁目25地先　 停止禁止の路面標示が消えかけている。 停止禁止の塗り直し 警察(中）

5 市道 準幹線504号幸町・涌波線 幸町南交差点　 幸町側から中川除町側へ進入する車が飛ばすので、危険である。 「飛び出し注意」の路面標示の設置 金沢市

6 金沢市本多町３丁目７地先　県立工業高校前 金沢市本多町３丁目７地先　県立工業高校前 一時停止しない車が多い。 「止まれ」の路面標示の設置 警察(中）

7 市道　本多町3丁目線3号 金沢市本多町1-5地先　 道幅が狭く、交通量が多い。外側線の設置を希望。 外側線の設置 金沢市

「飛び出し注意」の路面標示の設置 金沢市

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

9 市道　準幹線504号幸町・涌波線 金沢市菊川２丁目19地先　 過去自転車に乗った児童が、ふらっとバスとぶつかる事故があった。 安全教室の開催 警察(中）

地元・育友会へ黄色の着色の塗り直しを依頼 学校

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

【小立野小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

「自転車歩行者注意」の路面標示の設置 金沢市

「歩行者注意」の路面標示の設置 金沢市

通学路標識の設置 金沢市

「横断者注意」の路面標示の設置 石川県

交通指導取締り・交通監視活動 警察(中）

3 県道10号線 金沢市石引２丁目１地先　 歩行者用の信号・横断歩道がない。 街頭指導による交通方法周知 警察(中）

横断歩道の着色 金沢市

標識の視認性を妨げる民家の樹木伐採 警察(中）

4 市道　小立野２丁目線５号 金沢市小立野2丁目9-11地先　 見通しの悪い箇所に横断歩道がある。

1 市道　石引２丁目線29号 金沢市石引2丁目12-1地先　 坂が急で、カーブもあるため、通行車が互いに気づきにくい。

2 県道10号　金沢湯涌福光線 石引１丁目交差点　 左折時の巻き込みが懸念される。

8 市道 準幹線508号片町・新竪線 金沢市新竪町3-22地先　 飛び出し注意・減速を促す表示が必要。

10 市道 菊川1丁目線2号 金沢市菊川1-18-21地先 脇道から出てくる車が危険である。

2 市道 幸町線4号 幸町東交差点～思案橋交差点　 脇道から出てくる自動車が不安である。



【兼六小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　兼六元町線８号 金沢市兼六元町15地先 道が狭く車が交差するときに外側線をはみ出し危険。 グリーンベルトの設置 金沢市

規制（7～9時歩行者専用）について地域と相談 学校

外側線の引き直し 金沢市

交通指導取締り 警察(中）

3 国道159号線 賢坂辻交差点 道路が登坂かつ曲がっており歩道に車両が侵入するおそれがあり危険。 視線誘導標の設置 国

「徐行」の路面標示の設置 金沢市

「止まれ」の路面標示の設置 警察(中）

5 市道　暁町線15号 金沢市天神町１丁目10地先 数年前に自転車で飛び出した児童と自動車の接触事故があった。 外側線の引き直し 金沢市

【中央小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　２級幹線３１１号武蔵・片町線 金沢市高岡町５地先　 車の通行が多い。 黄色い注意看板の設置 学校

黄色の着色 学校

横断歩道の着色 金沢市

外側線の引き直し 金沢市

横断歩道の着色 金沢市

自転車走行指導線の引き直し 金沢市

停止線の引き直し 警察(東）

【長田町小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

外側線の設置 金沢市

停止指導線の設置 金沢市

2 市道　１級幹線１３号中橋・八日市線付近の用水沿いの市道 金沢市長田１丁目3-3地先 道幅が狭く、駐車場もあり車の出入りが多い。 通学路変更 学校

安全指導 学校

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

「歩行者注意」の路面標示の設置 石川県

3
市道　１級幹線13号中橋・八日市線
県道　196号　上安原昭和町線

元菊町交差点　 交通量が多く、スピードも速い。

3 市道　2級幹線311号武蔵・片町線 金沢市長町1丁目10-35地先 横断歩道があるが、交通量が多い。

1 市道　元菊町線８号 金沢市元菊町20－1地先 外側線がなく、車通りが多い。

4 市道　兼六元町線１号 金沢市兼六元町29地先 変則交差点を原則せず通過するため危険。

2 市道　準幹線514号本町・白菊線 金沢市長町1丁目10-35地先 横断歩道はあるが、交通量が多い。

2 市道　準幹線503号橋場・天神町線 金沢市横山町3地先
抜け道として利用され通行量が多いが道幅が狭く車が外側線をはみ出し危
険。



【明成小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　瓢箪町線３号 金沢市瓢箪町48地先　明成小学校前 速度超過する車が多い。横断歩道の標示が薄くなっている。 横断歩道の引き直し 警察(東）

停止指導線の設置 金沢市

「歩行者優先」シート設置 石川県

根上解消 石川県

3 市道　此花町・本町・笠市町別院通りと周辺道路 金沢市本町１丁目18地先　 逆走する車が多い。 取り締まり強化 警察(東）

4 市道　此花町線3号 金沢市笠市町6-20地先　 車がスピードを出していて危険。 外側線の引き直し 金沢市

クロスマークの塗り直し 金沢市

外側線の塗り直し 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

通学路標識設置 金沢市

ダイヤマークの塗り直し 警察(東）

【諸江町小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　１級幹線１２号北間・中橋線 金沢市諸江町30地先　アルプラザ前歩道
諸江通りをそば処村田屋方面から来た車が右折してアルプラザに入ろうとする
時、スピードも出ていて危ない。

安全指導 学校

2 市道　１級幹線85号北寺・大浦線 金沢市北寺町へ･16地先　
横断歩道まで歩道がなく、子供達が一列になって歩くが、車もスピードを出して
いて危険である。

「歩行者注意」の路面標示の設置 金沢市

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

「止まれ」規制廃止 警察(東）

4 市道　１級幹線85号北寺・大浦線 金沢市北寺町ロ･18地先 歩道が一部狭くなっており、児童が車道にはみ出るおそれがある。 側溝暗渠化 金沢市

5 県道　200号　向粟崎安江町線 金沢市七ツ屋町地先　～　沖橋付近　お好み焼き茶の間前等車通りが多い上に、外側線が消えかかっている。 グリーンベルトの設置 石川県

5 市道　笠市町線4号 金沢市笠市町2-47地先　 車が交互通行になっているが、幅員が狭いため危険。

3 市道　弓取16号諸江町下丁線19号 金沢市諸江町下丁354-1地先　
割出方面や下丁方面の合流地点であり、朝は特に児童も車通りも多く、見通し
も悪い。

2
市道　笠市町線9号
県道　159号　金沢停車場北線

金沢市笠市町16-7地先、堀川町地先 自転車が多く、接触する危険がある。



【馬場小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

左右確認の指導 学校

黄色の足跡塗装 学校

外側線の塗り直し 金沢市

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

停止線の塗り直しを上申 警察(東）

自転車走行市道帯と舗装の区分を示す標識の追加を検討 石川県

パトロールの強化 警察(東）

3 市道　東山３丁目線25号 金沢市東山3丁目29-22地先 道路が狭く、送迎や通勤の車が多く危険。 「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

【森山町小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

外側線の塗り直し 金沢市

パトロールの強化 警察(東）

安全指導（信号のある「鳴和交差点」で横断） 学校

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

外側線の塗り直し 金沢市

パトロールの強化 警察(東）

外側線の塗り直し 金沢市

停止線の塗り直しを上申 警察(東）

安全指導（新設する横断舗装を渡る） 学校

横断歩道を設置 警察(東）

【小坂小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　１級幹線62号百坂・小坂線 金沢市小坂町中92地先 幹線道路への抜け道になっており、車の速度が速い。 「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

2 市道　準幹線530号神宮寺・元町線 金沢市神宮寺町1-40地先 用水への転落の恐れあり。 転落防止柵の設置 金沢市

3 市道　小坂52号小坂町南線１号 金沢市小坂町中142地先 外側線が消えかけている。 外側線の塗り直し 金沢市

3 市道　鳴和２丁目線８号 金沢市鳴和1-4地先 外側線が薄くなっている。

4 市道　準幹線531号神宮寺・鳴和線 金沢市鳴和２丁目10地先 電柱を避るために外側線をはみ出すので危険。

1 市道　準幹線522号小橋通り線 金沢市森山2丁目13-20地先 外側線が薄い箇所がある。歩道に駐車されることもある。

2 市道　１級幹線15号春日・御所線 金沢市春日町11-1地先 信号がないため、横断の際危険である。

1 市道　東山２丁目１３号 金沢市東山2丁目2-1地先 迂回路の出口で交通量が多く、スピードも出すので危険。

2 国道　359号（県管理） 東山交差点 車がスピードを出し危険。自転車が歩道を走行し、接触の危険がある。



【千坂小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

グリーンベルトの設置 金沢市

減速マークの塗り直し 金沢市

「速度落せ」の路面標示の塗り直し 金沢市

交差点標識の交換 金沢市

外側線の設置 金沢市

転落防護柵の設置 金沢市

安全指導 学校

交差点表示の設置 金沢市

「歩行者注意」の路面標示の設置 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

「横断者注意」の路面標示の設置 石川県

ドットラインの設置 石川県

歩行者妨害の取り締まり強化 警察(東）

安全指導 学校

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

6
国道　８号線
県道　201号線

福久交差点　 常時左折可の交差点であり、横断歩道に進入する車が心配。 通学路変更 学校

7 市道１級幹線58号大浦・百坂線 金沢市法光寺町108-1地先　 横断歩道を渡ると、コンビニの入り口があり、車との接触が考えられる。 安全指導 学校

8 市道　小坂42号宮保町線7号 疋田１丁目416地先 信号がなく、車が中々止まってくれない。 「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

【夕日寺小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　準幹線５５４号御所町線
金沢市御所町１丁目334地先
星稜女子短期大学付近のＴ字路から御所町へ向
かう道路

カーブで自転車が車道の中央に飛び出してくる。 小中学校交通安全教室にて自転車のマナー指導 警察(東）

通学路変更 学校

パトロール強化 警察(東）

3 市道　小坂２３号東長江町線
金沢市東長江町ヌ36-3地先
山王団地口交差点から夕日寺小学校東側
への道路

見通しが悪く、側道から出る車と入ってくる子どもが接触しそうになる。 見守り隊の見守り 学校

5 市道　１級幹線58号大浦・百坂線 金沢市千田町34-1地先　 たんぼ道だが、抜け道的な道路で車とのすれ違いが危ない。

2 県道　210号線　清水・小坂線　
金沢市東長江町い7-7地先
御所ニュータウン口交差点

山王町方面から御所方面へ右折する車が、対向車の切れ目に急いで右折しよ
うとして、横断歩道への注意がおろそかになる。

3 市道　小坂39号横枕町線11号 金沢市横枕町ハ85地先　
高速道路下から通行する自動車から見て左側から通行する通学児童が見え
づらく危険。

4 県道　201号　蚊爪森本停車場線 金沢市荒屋１丁目14-2地先　金沢信用金庫前横断歩道信号のない横断歩道で、通学時中々止まってくれない。

1 市道　２級幹線318号荒屋・横枕線 金沢市横枕町ハ17-1地先
高速道路下の道幅が狭く、車速度も速いので、児童のトンネル内の歩行が危
険。

2 市道　小坂39号横枕町線11号 横枕町ハ28-1地先 道幅が狭く、高速道路側には逃げるスペースがない。



【大浦小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

安全指導 学校

「横断者注意」の路面表示の塗り直し 石川県

ドットラインの塗り直し 石川県

キャッツアイの補修 石川県

横断歩道の塗り直し 警察(東）

ダイヤマークの塗り直し 警察(東）

安全指導 学校

ガードパイプの設置 金沢市

横断歩道の標識を補修 警察(東）

見守り隊の見守り 学校

橋の前後に「学童注意」の路面表示の設置 金沢市

橋にグリーンベルトを設置 金沢市

4 県道　201号線　蚊爪森本停車場線 大浦ＩＣランプ交差点 信号機がない。 安全指導 学校

【浅野川小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　弓取６号三ツ屋町線３号 金沢市三ツ屋町ハ45-1地先　 水路に柵が必要である。 転落防止柵の設置 金沢市

2 市道　潟津9号蚊爪町線16号 金沢市蚊爪町イ16地先　 幹線道路の抜け道で、用水の水位も高く、危険。 安全指導（用水の反対側を歩く） 学校

3 市道　１級幹線72号大浦・木越線 金沢市大浦町ヲ2-3地先　 橋の幅が狭く、人と車が同時に通れない。

1 県道　201号線　蚊爪森本停車場線 金沢市木越２－79地先 登校時間帯に車が多く通行し、危険である。

2 市道　川北１号東蚊爪町線 金沢市湊２丁目166-1地先　 横断歩道で待つ児童が危険である。



【鞍月小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　鞍月７号御供田町線 金沢市大友町3丁目2地先
クリニックの塀が死角となり見通しがかなり悪く、横断中の児童を巻き込む可能
性がある。

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

2 市道　１級幹線55号戸水・割出線 金沢市大友3丁目5地先
石川トヨペット側から右折する車がスピードをあげて交差点に進入してくること
があり、横断中の児童を巻き込む可能性がある。

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

3 金沢外環状道路（海側幹線） 大友町西、大友町北、近岡南、直江町西交差点
歩行者信号が短く、渡りきれない低学年等は２段階で渡るが、交通量も多く
待っている間も危険を感じる。

安全指導 学校

4 市道　１級幹線１２６号戸水町線 大友町交差点
交通量が多く、速いスピードで交差点に進入してくる車が時々見受けられ危険
である。

信号の時間調整 警察(西）

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

グリーンベルトの設置 金沢市

6 県道　299号線 金沢市直江南１丁目　直江町信号交差点 押しボタン信号が短く渡りきれない児童がいる。 信号の時間調整 警察(西）

7 県道　60号　金沢田鶴浜線 鞍月5丁目交差点　
信号が短く走って横断しなければならないことが多く、左折・右折で交差点に進
入してくる車もスピードを上げてくることがあり危険である。

「横断者注意」の路面標示の設置 石川県

【粟崎小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　１級幹線73号粟崎線 金沢市粟崎町83-1地先　 通行可能時間が下校時間と違い、車両が進入してくる。 安全指導 学校

停止指導線の設置 金沢市

横断指導線の設置 石川県

3 県道　60号　主要地方道金沢・田鶴浜線脇　 大浜交差点 信号を待機する場所が狭い。 ラバーポールの設置 石川県

店への申し入れ 学校

外側線の設置 金沢市

5 市道　１級幹線73号粟崎線 金沢市粟崎町ホ52ｰ12地先　 片側に外側線がない。車の速度も速い。 外側線の設置 金沢市

6 市道　金沢田鶴浜線　地下道路 金沢市粟崎町ヘ86-8地先　 老朽化が進んでいる。。 地下道の修繕 石川県

2 市道　粟崎５号粟崎町５丁目線４号 金沢市粟崎町５丁目3－2地先　 車の出入りが多いが、横断歩道がない。

4 市道　粟崎６号粟崎町線78号 金沢市粟崎町ト135ｰ14地先　 道幅が狭く、外側線もない。店の駐車車両で見通しが悪い。

5 市道　準幹線582号近岡・南新保線 金沢市直江町ホ1地先 交通量が多く、道幅も大変狭く危険である。



【大野町小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

横断歩道の着色 金沢市

横断歩道の塗りなおし 警察(西）

「横断者注意」の路面標示の設置 石川県

外側線の引き直し 石川県

横断歩道の塗り直し 警察(西）

停止線の塗り直し 警察(西）

横断歩道の着色 金沢市

横断歩道の塗り直し 警察(西）

ダイヤマークの塗り直し 警察(西）

【金石町小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　準幹線556号金石・大野線 金沢市金石北4丁目1-1地先　 交通量が多く、見通しが悪い。 横断歩道の着色 金沢市

「通学路」の路面表示の設置 金沢市

グリーンベルトの設置 金沢市

3 市道　金石西３丁目線４号 金石西３丁目交差点　 道幅が狭いが、車のスピードが速い。 外側線の設置 金沢市

「通学路」の設置 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

5 市道　金石北２丁目線9号 金沢市金石北2丁目2-7地先　 交差点の見通しが悪く、交通量が多い。 停止指導線の設置 金沢市

【大徳小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

車両用防護柵の設置 石川県

ボラードの設置 石川県

2 市道　大徳22号松村６丁目線７号 金沢市松村6丁目60地先　 交通量が多く、外側線が途中までしかない。 外側線の設置 金沢市

3 市道　大徳33号畝田東３丁目線１号 金沢市畝田東3丁目130-1地先　 交通量が多く、外側線が消えている。 外側線の引き直し 金沢市

安全指導 学校

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

4 市道　準幹線540号松村線 金沢市松村2丁目1地先　 交通量が多く、信号がなく危険である。

4 市道　２級幹線30７号金石・桂町線 あけぼの西口交差点　 道幅が狭いが、車のスピードが速い。

1 県道　17号　金沢港線 金沢市松村５丁目281地先　 車のスピードが速く、信号待ちの児童が危険である。

3 市道　準幹線556号金石・大野線 金沢市大野町4丁目157地先　 横断歩道の確認がしにくく、危険である。

2 市道　金石西３丁目線４号 金沢市金石西3丁目28地先　 道幅が狭く、車との接触の恐れあり。

1 市道　大野１号大野西線38号 金沢市大野町4丁目ワ53-1地先　 スピードが出る道路で、過去事故が起きた箇所である。

2 県道　198号　畝田大野線 金沢市大野町４丁目16-3地先 横断歩道の確認がしにくく、危険である。



【戸板小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

注意喚起看板の設置依頼 学校

グリーンベルトの設置 金沢市

注意看板の設置 金沢市

2 市道　１級幹線112号若宮・玉鉾線 金沢市戸板4丁目35地先　 信号がなく危険。 「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

安全指導 学校

地下道の修繕 石川県

【緑小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

横断歩道の着色 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

2 市道　１級幹線46号専光寺・袋畠線 金沢市専光寺町ト113地先　 横断歩道はあるが、信号機がなく、交通量が多いため危険。 横断歩道の着色 金沢市

3 県道　196号　一般県道上安原・昭和町線 金沢市神野町西３６２－４地先 トラックの交通量が多く危険。 歩道の拡幅 石川県

区画線の引き直し 石川県

外側線の設置 石川県

5 市道　1級幹線50号豊穂・上安原線 金沢市上安原２丁目21地先 横断歩道の設置希望。 通学路変更 学校

6 市道　1級幹線49号南塚・下安原線 金沢市北塚町東10地先 交通量が多いが、歩道がなく危険。 グリーンベルトの設置 金沢市

7 県道　196号　上安原昭和町線 金沢市松島３丁目196地先　 交通量が多いが、歩道がなく危険。 外側線の設置 石川県

【押野小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

防護柵の設置 金沢市

横断歩道の着色 金沢市

横断歩道の塗り直し 警察(西）

「横断者注意」の路面標示の設置 石川県

ドットラインの設置 石川県

3 市道　押野28号押野３丁目線２号 金沢市押野３丁目608地先　 横断歩道が少なく、危険である。 安全指導 学校

2 県道　106号　野々市西金沢停車場線 金沢市押野２丁目274-3地先 横断歩道が少なく、危険である。

4 県道　25号　金沢美川小松線 専光寺町ト113-6地先　専光寺本町会館前の道路 交通量が多いが横断歩道がなく危険。

1 市道　押野16号八日市２丁目線11号 金沢市八日市1丁目176地先　 歩道が大変狭く、防護柵がないため通学の際に危険。

3 県道　196号　上安原昭和町線 桜田町交差点　桜田地下道 一部横断歩道がなく危険。付近の地下道路も老朽化が進んでいる。

1 市道　１級幹線49号南塚・下安原線 金沢市北塚町西455地先　 見通しが悪く両方向から走行してきた車が校門前で接触しそうになり危険。

1 市道　戸水23号戸板北線19号 金沢市戸板3丁目1地先　 道が細く危険。橋の柵から川をのぞき込み落下の危険がある。



【米丸小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

外側線の設置 石川県

ポールコーンの設置 石川県

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

横断指導線の設置 金沢市

「止まれ」の路面標示の設置 警察(西）

外側線の引き直し 金沢市

パトロールの強化 警察(西）

4 市道　１級幹線43号古府・玉鉾線 玉鉾２丁目交差点 信号待ちをしている児童が危険である。 車止め、車両用防護柵の設置 金沢市

【三馬小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　有松２丁目線４号 金沢市有松2丁目6-45地先 幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。 「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

「生活ゾーン」の塗り直し 金沢市

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

一時停止標識の補修・高輝度化 警察(中）

止まれの塗り直し 警察(中）

停止線の塗り直し 警察(中）

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

市道に繋がる法定外道路に、「速度落とせ」の路面標示の設置 教育総務課

市道に繋がる法定外道路の、「徐行」の路面標示の塗り直し 教育総務課

30km/h規制標識を増設 警察(中）

中学校の通学ルート変更 学校

グリーンベルトの設置 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

4 市道　三馬40号泉本町３丁目線１号 金沢市泉本町１丁目180-1地先
週中学生が交差する通学路上の用水路の側溝がはり出しており、歩行する幅
が極端に狭くなっている。

2 市道　三馬25号４丁目線１３号 金沢市横川4丁目30-4地先　 幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。

3
市道　三馬12号西泉２丁目線1３号
及び市道に繋がる法定外道路

金沢市西泉2丁目115地先　 幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。

2 市道　米丸25号保古３丁目線７号 金沢市保古3丁目24地先　 保古３丁目へ向かう通学路に横断歩道がない。

3 市道　２級幹線304号古府・御影線 金沢市入江3丁目9-2地先　 歩道の無い区間に駐車していることがある。

1 県道　25号　金沢美川小松線 金沢市進和町82地先　 信号待ちをしている児童が危険である。



【富樫小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

黄色塗装の塗り直し 学校

転落防止柵の設置 石川県

グリーンベルトの設置 石川県

2 市道　円光寺３丁目線７号 金沢市円光寺３丁目5-1地先 用水へ転落のおそれがある。 転落防止柵の設置 金沢市

外側線の設置 金沢市

クロスマークの塗り直し 金沢市

止まれの塗り直し 警察(中）

停止線の塗り直し 警察(中）

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

交通指導取締り・交通監視活動 警察(中）

5 市道　富樫２丁目線３号 金沢市富樫２丁目6-1地先　 見通しが悪い。 カーブミラーの設置 金沢市

6 市道　富樫２丁目線５号 金沢市富樫３丁目３－４地先 民地の生垣で道路標識が見えない。 標識を覆う枝の伐採 警察(中）

7 市道　富樫２丁目線５号 金沢市富樫２丁目９地先　 ダイヤマークが消えかけている。 ダイヤマークの塗り直し 警察(中）

8 市道　富樫２丁目線５号 金沢市富樫２丁目９付近　 横断歩道の設置要望。 安全指導 学校

車両用防護柵の設置 石川県

交通指導取締り・交通監視活動 警察(中）

地主に剪定を指導 金沢市

外側線の引き直し 金沢市

グリーンベルトの設置 金沢市

ダイヤマークの塗り直し 警察(中）

視線誘導標の設置 金沢市

注意看板の設置 金沢市

11 市道　円光寺本町線８号 金沢市円光寺本町5-17地先　 用水へ転落のおそれがある。

9 県道　22号　金沢小松線 伏見台１丁目交差点 右折信号が青になると車が猛スピードで右折する。

10 市道　円光寺本町線４号 金沢市円光寺本町10-22地先　
ダイヤマークが消えかけている、民地の生垣で標識が見えない、道路幅がせ
まい。

3 市道　円光寺３丁目線５号 金沢市円光寺３丁目8-1地先 道路幅がせまいが外側線がない。

4 市道　１級幹線31号若草・横川線 円光寺３丁目交差点　 車が速度を落とさず右折し交差点に進入する。

1 県道　45号　金沢鶴来線 金沢市窪６丁目144地先　 交通量が多いが歩道がせまい。



【額小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

車両防護柵の設置 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

30km/h規制標識を増設 警察(中）

ダイヤマークの塗り直し 警察(中）

外側線の塗り直し 金沢市

中央線の塗り直し 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

グリーンベルトの設置 金沢市

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

中央線の引き直し 金沢市

横断歩道設置に合わせ歩道の切り下げ 金沢市

横断歩道設置の検討 警察(中）

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

コの字型減速マークの設置 金沢市

【内川小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

ラバーポールの設置 石川県

車線の塗り直し 石川県

カーブ箇所に安全施設(車両用防護柵)を設置 石川県

「横断者注意」の路面標示の設置 石川県

横断歩道の塗り直し 警察(中）

ダイヤマークの塗り直し 警察(中）

「横断者注意」の路面標示の設置 石川県

横断歩道の塗り直し 警察(中）

2 県道　114号　小原土清水線 金沢市三小牛町十1-21地先　内川小学校からの三叉路横断歩道が消えかけている。

3 県道　114号　小原土清水線　内川小学校前 金沢市三小牛町十2-25地先　内川小学校前 横断歩道が消えかけている。

4 市道　準幹線583号額乙丸・額谷線 金沢市額乙丸町イ41地先　
歩者分離信号のため、押しボタンを押して児童が横断する際に、青信号と勘違
いした車と接触のおそれがある。

1 県道　114号　小原土清水線　内川小学校～内川公民館 金沢市別所町井18-3地先　内川小学校～内川公民館大型トラックの交通量が多く、スピードも出ている。

2 市道　額17号乙丸町線５号 金沢市額乙丸町ハ18－1地先　 車の交通量が多いが歩道がなく危険。

3 市道　額17号額乙丸町線19号 金沢市額乙丸町ロ153地先　
幹線道路への抜け道として利用する車が多く、横断歩道がないため危険であ
る。

1 市道　準幹線583号額乙丸・額谷線 金沢市額乙丸町イ41地先　 学校前の横断歩道に児童が溜まるため、車止めの設置を希望。



【犀川小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

外側線の塗り直し 金沢市

横断歩道を移設 警察(中）

路肩の復旧を検討。応急でロープを張る 石川県

一時停止線の塗り直し 警察(中）

外側線の新設 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

横断指導線の設置 金沢市

4 農道 金沢市末町四53-1の地先 隣接する建物に亀裂・たわみがあり危険。 地元と協議し対策を検討 学校

5 農道 金沢市末町十九84-1の地先　 運転マナーが悪い。 地元と協議し対策を検討 学校

クッションドラムの更新・新設 石川県

横断歩道の塗り直し 警察(中）

停止線の塗り直し 警察(中）

交通監視活動の実施 警察(中）

7 農道 金沢市末町54-1地先 左折時に児童が見えにくく危険。 地元と協議し対策を検討 学校

8 市道　犀川３号末町南線12号 金沢市末町十九84-1地先　 「通学路」の標識が老朽化している。 標識の修繕 金沢市

9 市道　犀川３号末町南線７号 金沢市末町六22-1地先　 坂の見通しが悪く、児童を認識しにくい。 「徐行」の路面標示の設置 金沢市

【湯涌小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

歩道の設置 石川県

車両用防護柵の設置 石川県

グリーンベルトの設置 石川県

通学路変更 学校

グリーンベルトの設置 金沢市

車両用防護柵の設置 金沢市

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

1
市道　２級幹線336号北袋・湯涌線
金沢市北袋町ヲ31-5地先　県道10号　金沢湯涌福光線

金沢市湯涌荒屋町ハ-2172-1地先 車両用防護柵がないところがあり、危険である。

2 市道　２級幹線336号北袋・湯涌線 金沢市湯涌荒屋町イ-23地先　 カーブになっており見通しが悪く、車両用防護柵がないところがあり、危険である。

3 市道　１級幹線27号天池・辰巳線 金沢市辰巳町ニ20地先　 外側線がなく、危険。

6 県道　207 号　倉谷土清水線 金沢市末町六23-3の地先　 信号待ちの際、車と距離が近い。

1 市道　１級幹線76号浅川・下辰巳線 金沢市辰巳町ロ64-9地先　 工場の外壁により、死角になる。外側線も薄くなっている。

2 県道　207 号　倉谷土清水線 金沢市辰巳町二18の地先　 路肩が一部崩れており、外側線の幅も狭い。



【田上小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

安全指導 学校

歩道の延長（事業化済み） 石川県

2 市道　２級幹線３７１号田上本町線 金沢市田上本町4丁目133地先　 抜け道で交通量が多いが横断歩道がない。 パトロール・交通監視活動 警察(中）

3 県道　209号　芝原石引町線
金沢市田上本町3丁目203の地先
田上本町第二交差点

カーブの下り坂で、車のスピードが速い。 「下り坂注意」の路面標示設置 石川県

「歩行者注意」の路面標示の設置 金沢市

ダイヤマークの塗り直し 警察(中）

5 市道　浅川20号田上本町線15号 金沢市田上本町2丁目212-1地先　 横断歩道、信号がない。 外側線の引き直し 金沢市

町会に看板設置を依頼 学校

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

停止線の塗り直し 警察(中）

標識の設置位置を補正 警察(中）

【医王山小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

安全指導 学校

外側線の引き直し 石川県

ドットラインの設置 石川県

「下り坂注意」の路面標示の設置 石川県

2
県道　211号線
市道　浅川３１号二俣町線８号

金沢市二俣町い12-3地先　 見通しが悪く、スピードを出す車が見られる。横断歩道の設置が望まれる。 安全指導 学校

外側線の引き直し 石川県

車両用防護柵の修繕 石川県

横断歩道の塗り直し 警察(中）

停止線の塗り直し 警察(中）

3 県道　211号線　二俣古屋谷線　二俣郵便局前～みずほ保育園前
金沢市二俣町い12-3地先
二俣郵便局前～みずほ保育園前

外側線が消えている。車両用防護柵も一部破損。

6 市道　浅川２号田上町線 金沢市田上町タ1-1地先　 カーブした坂道で見通しが悪い。

1 県道　27号　金沢井波線 医王山小学校前交差点　 登校時間帯は過度にスピードを出した車が多く通行し危険である。

1 県道　209号　芝原石引町線 金沢市田上町ウ4-1の地先　(株)ミツオ住宅前の道路歩道がなく危険。

4 市道　浅川20号田上本町線47号 金沢市田上本町３丁目147-2地先　 横断歩道、信号がない。



【森本小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　２級幹線308号福久・南森本線 金沢市南森本町70-1地先　 深い用水があり、転落の恐れあり。 暫定的に視線誘導標を設置、来年度歩道改良 金沢市

2 県道　205号　八田南森本線
金沢市南森本町チ1の地先
森本市民センター～旧まどか保育園

歩道がなく、車と接触の恐れあり。 横断歩道部に視線誘導標設置 石川県

3 市道　２級幹線372号線利屋・福久線 金沢市八田町東1365地先　金沢市八田町1459　 歩道に柵がなく、車の速度が速くて危険。 取締強化 警察(東）

外側線の塗り直し 金沢市

「徐行」の塗り直し 金沢市

5 市道　森本44号南森本線８号 金沢市南森本町87-1地先　 踏切内が狭く、車両のすれ違いが困難。 グリーンベルトの設置 金沢市

6 県道205号線　八田南森本線 金沢市八田町東1234-1地先　 速度を緩めないまま、横断歩道を通過する車両があり危険。 「歩行者注意」の路面標示の設置 石川県

カーブミラーの設置 石川県

照明の追加を検討 石川県

8 県道　205号線 金沢市南森本町ル73地先　光円寺前　 車両が多いが、信号機がない。 地域の総意で警察に信号設置の要望を依頼 警察(東）

9 市道　１級幹線63号大場・南森本線 金沢市大場町地内東592地先　 カーブの先に横断歩道があるが、速度を緩めない車があり危険。 「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

【花園小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 県道　215号　森本津幡線 二日市町の交差点の歩道用信号 青信号の点灯時間が短く、横断の際に危険。 青信号の秒数を調整する 警察(東）

2 市道　森本３８号岸川南線１号 金沢市岸川町チ75-1地先　踏切手前の道路 横断歩道がなく、横断の際危険。 安全指導（既設の横断指導線の利用） 学校

3 県道　215号　森本津幡線　 岸川交差点　 PTA要望　車両用防護柵のある場所とない場所がある。 車両用防護柵を設置 石川県

4 市道　森本４２号今町線９号 金沢市今町ヲ32地先　今町地下道 PTA要望　薄暗く交通安全面・防犯面で危険。 パトロール実施 警察(東）

7 県道　215号　森本津幡線
金沢市梅田町イの地先
梅田インター口地下横断歩道

地下道が暗く、先がどうなっているかわかりにくい。

4 市道　１級幹線65号今町・南森本線 金沢市北森本町ハ36-2地先　 路面表示が薄くなっている。



【不動寺小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

「横断者注意」の路面標示の設置 石川県

ダイヤマークの塗り直し 警察(東）

車両用防護柵の設置 石川県

区画線の引き直し 石川県

取締りの実施 警察(東）

3 国道　304号（県管理）
金沢市不動寺町ワ4地先
動寺西と不動寺町の間の歩道

縁石が低く、車が歩道に飛び出す恐れあり。 取締りの強化 警察(東）

4 市道　森本48号岩出町線６号 金沢市岩出町ホ95-1地先　 交通量が多く、一時停止しないと危険な箇所がある。 「とまれ」の路面標示の設置 金沢市

安全指導 学校

支援学校に交差点の左右確認の徹底を依頼 教育総務課

【南小立野小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　崎浦6号大桑町線 金沢市涌波4丁目10-6地先　
幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯にスピードを出した車が多く通行
し危険である。

グリーンベルトの設置 金沢市

【伏見台小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

通学路変更 学校

区画線の塗り直し 石川県

「歩行者注意」の路面標示の設置 石川県

指導線の塗り直し 石川県

交通指導取締り・交通監視活動 警察(中）

1 県道　22号　金沢小松線 高尾１丁目交差点 県道２２号線からの右折車と南側の枝道からの侵入車との衝突が多い。

2 県道　22号　金沢小松線 窪３丁目交差点　 信号無視やスピードを出す車が多い。

2
県道　213号　仮生堅田線
国道　359号

金沢市不動寺町54-1地先　 横断歩道信号がなく、横断時に危険。

5 市道　森本４８号岩出町線６号
金沢市岩出町二151の地先
県立医王特別支援学校前交差点

交差点が分かりにくいので、着色してほしい。

1
市道　森本48号岩出町線７号
国道　359号（県管理）

金沢市堅田町3-5地先　 幹線道路の抜け道となっており、交通量が多い。



【扇台小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

縁石の黄色塗装 学校

横断歩道の塗り直し 警察(中）

横断歩道の塗り直し 警察(中）

停止線の塗り直し 警察(中）

3 扇台小学校前道路 金沢市馬替１丁目34地先 外側線が消えかけている。 外側線の塗り直し 教育総務課

育友会による看板の設置 学校

外側線の設置 金沢市

横断歩道の塗り直し 警察(中）

停止線の塗り直し 警察(中）

外側線の設置 金沢市

停止線の塗り直し 警察(中）

外側線の設置 金沢市

停止線の塗り直し 警察(中）

育友会による看板の設置 学校

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

停止線の塗り直し 警察(中）

8 市道　１級幹線37号額新保・高尾線 高尾交差点　 横断歩道を緑色に着色してほしい。 横断歩道の着色 金沢市

通学路変更 学校

路面標示等の設置 石川県

横断旗等の設置 警察(中）

【木曳野小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　大徳１２号寺中町線４２号 金沢市木曳野１丁目１番地　交差点 横断歩道、歩道ともにない。 安全指導、学校・見守り隊の強化 学校

街路樹を低木に変更 金沢市

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

ダイヤマークの塗り直し 警察(西）

9 県道　22号　金沢小松線 金沢市高尾南１丁目地内　高尾南交差点 横断歩道を緑色に着色してほしい。

2 市道　２級幹線365号畝田・寺中線
金沢市木曳野1丁目186地先
金沢市木曳野２丁目126～木曳野２丁目150地先

運転者に横断歩道があることが分かりづらく危険。

6 市道　額２号馬替１丁目線３号 馬替１丁目101-1地先 外側線を設置してほしい。

7 市道　額２号馬替１丁目線４号 馬替１丁目41-3地先 自動車・自転車の交通量が多いため危険。

4 市道 富樫35号高尾台４丁目線８号 高尾台４丁目149地先　 横断歩道と停止線が消えかけている、外側線を設置してほしい。

5 市道　富樫35号高尾台４丁目線２号 高尾台４丁目147地先　 外側線を設置してほしい。

1 市道　１級幹線３７号額新保・高尾線 金沢市額新町１丁目157地先　 横断歩道が消えかけている。

2 市道　１級幹線３７号額新保・高尾線 金沢市光が丘１丁目77地先　 横断歩道が消えかけている。



【三和小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　準幹線572号 金沢市上荒屋5丁目319地先　中屋南から上荒屋方面への交差点カーブの見通しの悪い交差点だが信号機がなく危険。 ダイヤマークの塗り直し 警察(西）

横断者注意　の引直し 金沢市

ダイヤマークの塗り直し 警察(西）

横断歩道の着色 金沢市

カーブミラーの設置 金沢市

【長坂台小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1
県道　144号
市道　野田町線16号

金沢市野田3丁目201地先　 交通量が多い、速度制限超過の車あり。 通学時間帯の交通監視･交通指導取締り 警察(中）

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

横断歩道の移設 警察(中）

3
県道　144号
市道　野田町線39号

金沢市野田2丁目279地先　野田中央公園前交差点　横断歩道がない。 安全指導（北側の交差点を使用） 学校

4 市道　長坂２丁目線８号　 金沢市長坂2丁目7の28地先　トラモント前道路 山側環状の抜け道に利用させている。 交通監視活動・パトロール強化 警察(中）

5 市道　平和町１丁目線１号　 金沢市平和町１丁目３の28地先 山側環状の抜け道になっている。一方通行違反の車もある。 交通指導取締り 警察(中）

歩車境界の防護柵の設置 石川県

注意喚起路面標示の設置 石川県

歩行者・自転車分離の路面標示の設置 石川県

地下道路の修繕 石川県

自転車街頭指導を実施 警察(中）

7 市道　長坂台線11号　 金沢市長坂台2の9地先　　 山側環状の抜け道で、交通量が多い。 路側帯の設置 金沢市

通学路変更 学校

自転車街頭指導を実施 警察(中）

「歩行者注意」の路面標示の設置 金沢市

交通指導取締り・街頭監視活動 警察(中）

クロスマークの設置 金沢市

止まれの塗り直し 警察(中）

停止線の塗り直し 警察(中）

10 市道　富樫13号伏見新町線２号 金沢市伏見新町278地先　 商業施設への出入する車が多く危険。

8 市道　一級幹線31号 金沢市泉野出町4丁目14の1425地先　泉台交差点 歩道の道幅が狭く、自転車との接触リスクあり。

9 市道　富樫12号伏見新町線２号 金沢市伏見新町278地先　 横断歩道がない。

2 金沢市野田3丁目レ59地先　市道　２級幹線373号石引・野田線金沢市野田3丁目レ59地先　 交通量が多い、一部横断歩道なし。

6 県道　22号　金沢小松線 金沢市長坂3丁目13-1地先　 自転車との接触の危険がある。

2 市道　押野９号矢木３丁目線７号 金沢市矢木3丁目73－1地先　 ４０㎞/ｈ規制道路だが、速度超過の車が多く危険。

3 市道　押野11号森戸２丁目線３号 金沢市矢木1丁目74地先　 交通量が多いので、横断歩道を緑にし、時間規制や速度制限が望まれる。



【新神田小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

横断歩道の着色 金沢市

舗装修繕後横断歩道引き直し 金沢市

【西南部小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 市道　押野24号西金沢5丁目線4号 金沢市西金沢5丁目235地先　すずらん保育園前 下校時刻にお迎えの車が多く来ていて危険。 保育園への注意喚起 学校

【四十万小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

交通監視活動・パトロール強化 警察(中）

2 県道　22号　金沢小松線 金沢市四十万町367地先　四十万交差点地下道路
地下道が設置されているが、不審者による安全面から登下校には使用してい
ない。

警報ボタンの改善 石川県

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

止まれの塗り直し 警察(中）

停止線の塗り直し 警察(中）

【安原小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

ダイヤマークの塗り直し 警察(西）

停止指導線の引直し 金沢市

「とまれ」の路面標示の設置 金沢市

1 市道　安原13号工業団地線1号 金沢市福増町北846ｰ1地先　 横断歩道がなく、車の速度が速い。

2 市道　１級幹線53号打木・福増線 金沢市福増町北1023ｰ1地先　 交通量が多いが、横断歩道がない。

1 市道　１級幹線40号四十万線 金沢市四十万３丁目293地先　
線路に３本の道路が平行及び交差しており、通学時間帯に交通量も多く危険
である。

3 市道　額30号四十万４丁目線８号 金沢市四十万４丁目251-2地先　 線路に３本の道路が平行及び交差しており、通学時間帯に交通量も多く危険である。

1 市道　準幹線515号東力・増泉線 金沢市糸田1丁目40地先　 交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。



【杜の里小学校】

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

「速度落せ」の路面標示の設置 金沢市

減速マークの設置 金沢市

2
市道　浅川49号若松町３丁目線３号
県道　22号　金沢小松線

金沢市若松３丁目281地先　若松橋詰交差点　 地下道の出入り口に、車が勘違いして入り込むことがあり非常に危険。 ボラードの設置 石川県

「横断者注意」の路面標示の設置 金沢市

「学童注意」の路面標示の設置 金沢市

グリーンベルトの設置 金沢市

ダイヤマークの塗り直し 警察(中）

1 市道　２級幹線303号田井・田上線 金沢市鈴見町郡家山12地先　
上り下りの連続する坂で、上り坂でスピードを上げた車が、下り坂で減速しきれ
ずカーブで膨らみ危険。

3 市道　浅川49号若松町３丁目線３号 金沢市若松３丁目281地先　
学校前に横断歩道があるが、スピードを出す車が多い。また、曲がり角部分の
線の内側を車が通ることもあり、児童が危険である。



①

③

⑥

④

②

⑤

③車がスピードを出し危険

引き直しの設置（市）

「学童注意」の路面標示の設置（市）

⑥優先道路が分かりづらく、一旦停止を

しないで進行する

停止指導線の設置（市）

「とまれ」の路面標示の設置（市）

①歩道が狭く、過去に自転車と児童が接

触したこともある。

グリーンベルトの設置（県）

自転車走行指導帯の設置検討（県）

④過去に児童と自転車の接触があった

自転車街頭指導と安全教育（中署）

安全指導（学校）

泉小学校

⑤信号機が近くに２箇所あり、通学路の

横断歩道の信号機を見落としてしまう

安全指導（学校）

②歩道がないため、車や自転車と接触す

る危険がある

外側線の引き直し(市）

「学童注意」の路面標示の設置（市）



②

①

中村町小学校
②用水へ転落の危険がある。大通りまでの道

に、安全対策が必要

外側線、横断指導帯、転落防止柵の設置（市）

①幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯に

車が多く通行し危険

外側線、横断指導帯、「速度落せ」の路面標示、

「歩行者注意」の路面標示の設置（市）

クロスマークの引き直し（市）、

停止線、ダイヤマークの塗り直し（中署）



①

②

③

十一屋小学校

③車のスピードが速く危険

「学童注意」の路面標示、「速度落せ」の

路面標示の設置（市）

「スピード落とせ」の路面標示、外側線の

塗り直し（市）

ゾーン30プラスの新設を検討（中署）

①工事車両の往来があり危険

学童注意の路面標示の設置（市）

発注者へ工事業者への注意を依頼（市・学校）

②道路が狭く、児童と車の接触の危険があ

る

グリーンベルト、クロスマーク、「学童注意」の

路面標示の設置（市）

外側線の塗り直し（市）

ダイヤマークの移設（中署）



泉野小学校

①時間帯規制を守らない車がおり危険。

路面標示も消えかかっている

クロスマーク、ポールコーンの設置（市）

「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し（中署）

①

③

②

②児童が細い道から出てくる車に気づかな

いことがある

「歩行者注意」の路面標示、ポールコーン

の設置（市）

安全指導（学校）

③店に出入りする車と接触の危険がある

安全指導（学校）



①

②

③

④

⑤

⑦

⑧

⑨

⑩
③速度を出して坂道を下りる自転車が

不安である。

自転車街頭指導と安全教育（中署）

②脇道から出てくる自動車が不安

である。

学童注意の路面標示の設置（市）

黄色の着色を育友会に依頼（学校）

⑩脇道から出てくる車が危険である。

「学童注意」の路面標示の設置（市）

黄色の着色を育友会に依頼（学校）

⑥一時停止しない車が多い。

「止まれ」の路面標示の設置（中

署）

⑦道幅が狭く、交通量が多い。

外側線の設置（市）

犀桜小学校①

⑥

①壁や天井の一部が剥離している。

地下道の壁面と天井面を修繕（市）



①

②

③

④

⑤

⑦

⑧

⑨

⑩

⑨過去自転車に乗った児童がバスと

ぶつかる事故があった。

安全教室の開催（中署）

⑤車の速度が速く危険

「飛び出し注意」の路面標示の設置

④停止禁止の路面標示が消えかけ

ている。

停止禁止線の塗り直し（中署）

⑧飛び出し注意・減速を促す表示が必要

「飛び出し注意」の路面標示、「速度落せ」

の路面標示の設置（市）

犀桜小学校②



①

②

③

④

小立野小学校

②左折時の巻き込みが懸念される。

「横断者注意」の路面標示を設置（県）

交通指導取締り・交通監視活動（中署）

③歩行者用の信号・横断歩道がない

街頭指導による交通方法周知（中署）

①坂が急で、カーブもあるため、車と歩行者

が互いに気づきにくい

「自転車歩行者注意」 「歩行者注意」の路面

標示、通学路標識の設置（市）

④見通しの悪い箇所に横断歩道がある

横断歩道の着色検討（市）

標識の視認性を妨げる民家の樹木伐採

を依頼（中署）



令和03年12月27日

①

②

③

④

⑤

兼六小学校

①道が狭く車の交差時に外側線をはみ

出し危険

グリーンベルトの設置（市）

④変則交差点を減速せず通過するため危険

「徐行」の路面標示の引き直し（市）

「止まれ」の路面標示設置（中署）

③道路が登坂かつ曲がっており歩道に車両

が侵入するおそれがあり危険

視線誘導標の設置（国）

⑤数年前に自転車で飛び出した児童と自動

車の接触事故があった

外側線の引き直し（市）

②抜け道として利用され、通行量が多いが

道幅が狭く車が外側線をはみ出し走行す

るため危険

外側線の引き直し（市）

交通指導取締り（中署）



①
②

③

②横断歩道はあるが、交通量が多い

横断歩道の着色（市）

外側線の引き直し（市）

注意看板の設置検討（学校）
①車の通行が多い

注意看板の設置検討（学校）

③横断歩道があるが、交通量が多い

横断歩道の着色（市）

自転車走行指導線の引き直し（市）

停止線の引き直し（東署）

中央小学校



長田町小学校

②

③

①

①外側線がないが、車通りが多い

外側線、停止指導線の設置（市）

③交通量が多く、車のスピードも速い

「横断者注意」「速度落せ」の路面標示設置（市）

「歩行者注意」の路面標示設置（県）

安全指導（学校）

②道幅が狭いが、駐車場があるた

め車の出入りが多い

通学路の変更（学校）



①⑤

④

③

②

明成小学校

⑤道幅が狭いため危険

クロスマーク・外側線の引き直し（市）

「学童注意」の路面標示、通学路標識設置（市）

ダイヤマークの塗り直し（東署）

③逆走する車が多い

取り締まり強化（東署）

②自転車が多く、接触する危険がある

停止指導線の設置（市）

「歩行者優先」シート設置、根上解消（県）

④車がスピードを出していて危険

外側線の引き直し（市）

①速度超過する車が多い。横断歩道の標示が

薄くなっている

横断歩道の引き直し（東署）



諸江町小学校①

①

⑤

①右折して店に入る車の速度が速く危険

安全指導（学校）

⑤車通りが多い上に、外側線が消えか

かっている

グリーンベルトの設置（県）



諸江町小学校②

③

④

②
④歩道が一部狭くなっており、児童が車

道にはみ出るおそれがある

側溝の暗渠化（市）

②歩道がなく、自動車が速度を出してい

て危険

「歩行者注意」の路面標示の設置（市）

③割出方面や下丁方面の合流地点であ

り、朝は特に児童も車通りも多く、見通し

も悪い

「横断者注意」の路面標示の設置（市）

優先道路の「止まれ」規制の廃止（東署）



令和03年12月27日

馬場小学校

①

②

③

③道路が狭いが、車が多く危険

「学童注意」の路面標示の設置（市）

②車がスピードを出し危険

自転車が歩道を走行し、接触の危険がある

自転車走行指導帯と歩道の区分を示す標識の追

加を検討（県）

パトロールの強化（東署）

①迂回路の出口のなる箇所で、交通量が多く、

スピードも出すので危険

外側線の塗り直し（市）

「速度落せ」「学童注意」の路面標示設置（市）

停止線の塗り直し（東署）

安全指導（学校）

黄色の足跡塗装（学校）



森山町小学校

①

④

③

②

①外側線が薄い箇所がある

歩道に駐車されることもある

外側線の塗り直し（市）

パトロールの強化（東署）

④児童が電柱を避けるために外側線を

はみ出して歩き危険

横断歩道の設置（東署）

安全指導（学校）

③外側線が薄くなっている

外側線の塗り直し（市）

停止線の塗り直し（東署）

②信号がないため、横断の際危険である

「横断者注意」の路面標示の設置（市）

外側線の塗り直し（市）

パトロールの強化（東署）

安全指導（学校）



小坂小学校

③②

①

②用水への転落の恐れあり

転落防止柵の設置（市）

①幹線道路への抜け道になっており、車

の速度が速い

「学童注意」の路面標示の設置（市）

③外側線が消えかけている

外側線の塗り直し（市）



⑦
④

⑥

①

①高速道路下の道幅が狭く、車の速度も速いので、

児童のトンネル内の歩行が危険

グリーンベルトの設置、（市）

減速マーク、「速度落せ」の路面標示の塗り直し（市）

交差点標識の交換（市）

④信号のない横断歩道で、通学時中々

止まってくれない

「横断者注意」の路面標示、ドットラインの

設置（県）

取り締まりの強化（東署）

⑥常時左折可の交差点であり、横断歩

道に進入する車が心配

通学路の変更（学校）

⑦店へ出入りする車と接触の危険がある

安全指導（学校）

千坂小学校①



③自動車から児童が見えづらく危険

交差点表示、「歩行者注意」「学童注意」の

路面標示の設置（市）

安全指導（学校）

⑤抜け道として利用されており、自動

車とのすれ違いが危険

「学童注意」の路面標示の設置（市）

安全指導（学校）

③

①

②

⑤

⑧

②道幅が狭く、高速道路側には逃げるス

ペースがないため危険

外側線、転落防護柵の設置（市）

⑧信号機がなく、自動車が中々止まらない

「横断者注意」の路面標示の設置（市）

千坂小学校②



夕日寺小学校

①

②

③

①カーブで自転車が車道の中央に飛び

出してくる

小中学校交通安全教室にて自転車のマ

ナー指導（東署）

③見通しが悪く、車と児童が接触しそう

になる

見守り隊へ見守りの依頼（学校）

②運転手の横断歩道への注意がおろそ

かになる

パトロールの強化（東署）



大浦小学校①

①

③

④

③橋の幅が狭く、人と車が同時に通れない

見守り隊の見守り （学校）

「学童注意」の路面標示の設置（市）

グリーンベルトの設置（市）

④信号機がない

安全指導（学校）

車両用防護柵の設置（県）

①登校時間帯に車が多く通行し、危険

安全指導（学校）

「横断者注意」の路面標示の塗り直し（県）

ドットラインの塗り直し（県）キャッツアイの補修（県）

横断歩道、ダイヤマークの塗り直し（東署）



大浦小学校②

②

②横断歩道で待つ児童が危険

安全指導（学校）

ガードパイプの設置（市）

横断歩道の標識を補修（東署）



①

②

浅野川小学校

①水路に柵が必要である

転落防止柵の設置（市）

②幹線道路の抜け道で、用水の水位も高く危険

安全指導（学校）



⑤

③

①

②

④

⑦

鞍月小学校

⑤交通量が多く、道幅も大変狭く危

険である

「学童注意」の路面標示、グリーンベ

ルトの設置（市）

③信号の青の点灯時間が短い

安全指導（学校）

①見通しがかなり悪く、横断中の児童

を巻き込む可能性がある

「横断者注意」の路面標示の設置（市）

④車が速い速度で進入してきて危険

信号の時間調整（西署）

②交差点に進入する自動車の速度

が速く横断中の児童と接触する危険

がある

「横断者注意」の路面標示設置（市）⑦信号の青の点灯時間が短く、車の速

度も速いため危険

「横断者注意」の路面標示設置（県）

⑥

⑥押しボタン信号の青の点灯時間が

短く渡りきれない児童がいる

信号の時間調整（西署）



⑤

①

⑥

④

②

③

③信号を待機する場所が狭い

ラバーポールの設置（県）

②車の出入りが多いが、横断歩道がない

停止指導線の設置（市）

横断指導線の設置（県）

⑤片側に外側線がない。車の速度も速い

外側線の設置（市）

①通行可能時間が下校時間と違い、車

両が進入してくる

安全指導（学校）

⑥地下道の老朽化が進んでいる

地下道の修繕（県）

④道幅が狭く外側線もない。店の駐車車

両で見通しが悪い

外側線の設置（市）

店への申し入れ（学校）

粟崎小学校



大野町小学校

①

②

③

③横断歩道の確認がしにくく、危険である

横断歩道の着色（市）

横断歩道・ダイヤマークの塗り直し（西署）

②横断歩道の確認がしにくく、危険である

「横断者注意」の路面標示の設置（県）

外側線の引き直し（県）

横断歩道、停止線の塗り直し（西署）

①スピードが出る道路で、過去に事故が

起きている

横断歩道の着色（市）

横断歩道の塗り直し（西署）



金石町小学校

①

⑤

④

②

③

①交通量が多く、見通しが悪い

横断歩道の着色（市）

⑤交差点の見通しが悪いが、交通量

が多い

停止指導線の設置（市）

②道幅が狭く、車との接触の恐れあ

り

「通学路」の路面表示、グリーンベル
③道幅が狭いが、車のスピードが速い

外側線の設置（市）

④道幅が狭いが、車のスピードが速い

「通学路」 「学童注意」の路面表示の設置



大徳小学校

①

②

③

④

③交通量が多く、外側線が消えている

外側線の引き直し（市）

①車のスピードが速く、信号待ちの児

童が危険である

車両用防護柵、ボラードの設置（県）

②交通量が多く、外側線が途中まで

しかない

外側線の設置（市）

④交通量が多いが信号がなく危険である

「横断者注意」の路面標示の設置（市）

安全指導（学校）



戸板小学校

② ①

③

②信号がなく危険

「速度落せ」の路面標示の設置（市）

①道が細く危険。橋の柵から川をのぞき込

み落下の危険がある

グリーンベルト、注意看板の設置（市）

③一部横断歩道がなく危険。付近の

地下道路も老朽化が進んでいる

地下道の修繕（県）

安全指導（学校）



緑小学校①

①

⑤

③

⑥

⑦

①見通しが悪く両方向から走行してき

た車が校門前で接触しそうになり危険

横断歩道着色（市）

「学童注意」の路面標示の設置（市）

⑤横断歩道がなく危険

安全指導（学校）

⑦交通量が多いが、歩道がなく危険

外側線の設置（県）

③トラックの交通量が多く危険

歩道の拡幅（県）

⑥交通量が多いが、歩道がなく危険

グリーンベルトの設置（市）



緑小学校②

④

②

④交通量が多いが、横断歩道がない

ため危険

区画線の引き直し（県）

外側線の設置（県）

②横断歩道はあるが、信号機がなく、

交通量が多いため危険

横断歩道の着色（市）



押野小学校

①

②
③

③横断歩道が少なく、危険である。

安全指導（学校）

②横断歩道が少なく、危険である。

「横断者注意」の路面標示の設置

（県）

①歩道が大変狭く、防護柵がないた

め危険

防護柵の設置（市）

横断歩道の着色（市）

横断歩道の塗り直し（西署）



③

④

①

②

米丸小学校 ④信号待ちをしている児童が危険である

車止め・車両用防護柵の設置（市）

③歩道の無い区間に路上駐車されて

いることがある

外側線の引き直し（市）

パトロールの強化（西署） ①信号待ちをしている児童が危険である

外側線、ポールコーンの設置（県）

②通学路に横断歩道がない

「横断者注意」の路面標示の設置

（市） 横断指導線の設置（市）

「止まれ」の路面標示の設置（西署）



三馬小学校

①

②

③

④

③幹線道路への抜け道となっており、車の

速度が速い

「徐行」の塗り直し（教育総務課）

「速度落せ」の設置（教育総務課）

「速度落せ」の設置（市）

30km/h規制標識を増設（中署）

④用水路の側溝がはり出しており、歩

行する幅が極端に狭くなっている

グリーンベルトの設置（市）

「学童注意」の設置（市）

中学校の通学路変更（学校）

①幹線道路への抜け道となっており、

車の速度が速い

「速度落せ」の路面標示の設置（市）

②幹線道路への抜け道となっており、車の速度

が速い

「生活ゾーン」の塗り直し（市）

「速度落せ」の路面標示の設置（市）

一時停止標識の補修・高輝度化（中署）

「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し（中署）



令和03年12月27日

富樫小学校①

①
②

③

④⑤

⑥

⑦ ⑧

⑨

⑩

⑪

②用水へ転落のおそれがある

転落防止柵の設置（市）

①交通量が多いが歩道がせまい

転落防止柵の設置、グリーンベルトの設置（県）

黄色ペンキの塗り直し（学校）

⑪用水へ転落のおそれがある

視線誘導標、注意看板の設置（市）

⑩ダイヤマークが消えかけている。民

地の生垣で標識が見えず、道路幅が

狭く危険

地主に剪定を指導（市）

外側線の引き直し（市）

グリーンベルトの設置（市）

ダイヤマークの塗り直し（中署）

③交通量が多いが信号がなく危険である

外側線の設置（市）

クロスマークの塗り直し（市）

「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し（中署）

⑨車が早い速度で右折するため危険

車両用防護柵の設置（県）

交通指導取締り・交通監視活動（中署）



富樫小学校②

①
②

③

④⑤

⑥

⑦ ⑧

⑨

⑩

⑪

⑥民地の生垣で道路標識が見えない

標識を覆う枝の伐採（中署）

⑤見通しが悪く危険

カーブミラーの設置（市）

④交車が速度を落とさず右折し交差点

に進入する

「横断者注意」の設置（市）

交通指導取締り・交通監視活動（中署）

⑧横断歩道がなく危険

安全指導（学校）

⑦ダイヤマークが消えかけている

ダイヤマークの塗り直し（中署）



額小学校

①

②

③④

④歩者分離信号のため、青信号と勘

違いした自動車と児童が接触する危

険がある

「速度落せ」の路面標示の設置（市）

コの字型減速マークの設置（市）

①学校前の横断歩道に児童が溜ま

るため、車止めの設置を希望する

車両防護柵、「学童注意」の路面標示

の設置（市）

30km/h規制標識を増設（中署）

ダイヤマークの塗り直し （中署）

②車の交通量が多いが歩道がなく危険

外側線、中央線の引き直し（市）

「学童注意」「速度落とせ」の路面標示、

グリーンベルトの設置（市）

③幹線道路への抜け道として利用する車が多

く、横断歩道がないため危険である

「学童注意」の路面標示の設置（市）

中央線の引き直し（市）

横断歩道設置に合わせ歩道の切り下げ（市）

横断歩道設置の検討（中署）



内川小学校

②

③
①

②横断歩道が消えかけている

「横断者注意」の路面標示の設置（県）

横断歩道、ダイヤマークの塗り直し（中署）

③横断歩道が消えかけている

「横断者注意」の路面標示の設置（県）

横断歩道の塗り直し（中署）

①大型トラックの交通量が多く、スピードも

出ている

ラバーポール、車両用防護柵の設置（県）

車線の塗り直し（県）



犀川小学校①

①

③
②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

②路肩が一部崩れており、外側線の

幅も狭い

路肩の復旧を検討。応急でロープを

張る（県）

停止線の塗り直し（中署）

①工場の外壁により、死角になる。外側

線も薄くなっている

外側線の塗り直し（市）

横断歩道の移設（中署）

④隣接する建物に亀裂・たわみがあ

り危険

地元と協議し対策を検討（学校）

③外側線がなく危険

外側線、「学童注意」の路面標示の設置（市）

横断指導線の新設（市）



犀川小学校②

①

③
②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑦左折時に児童が見えにくく危険

地元と協議し対策を検討（学校）

⑥信号待ちの際、車と距離が近い

クッションドラムを更新・新設（県）

横断歩道、停止線の塗り直し（中署）

交通監視活動（中署）

⑨坂の見通しが悪く、児童を認識しにくい

「徐行」の路面標示の設置（市）

⑧「通学路」の標識が老朽化している

標識の修繕（市）

⑤運転マナーが悪い。

地元と協議し対策を検討（学校）



湯涌小学校

①

②

①車両用防護柵がないところがあり、危

険である

歩道、車両用防護柵、グリーンベルトの

設置（県）

②カーブで見通しが悪く、車両用防護柵がないと

ころがあるため危険

グリーンベルト、車両用防護柵の設置（市）

「速度落せ」、「学童注意」の路面標示の設置（市）

通学路の変更（学校）



田上小学校①

①

②

③

④

⑤

⑥

③カーブの下り坂で、車のスピードが

速い

「下り坂注意」の路面標示の設置（県）

④横断歩道、信号がなく危険

「歩行者注意」の路面標示の設置

（市）

⑤横断歩道、信号がなく危険

外側線の引き直し（市）

①歩道がなく危険

歩道の延長（県）

安全指導（学校）



田上小学校②

①

②

③

④

⑤

⑥

⑥カーブした坂道で見通しが悪い

「横断者注意」の路面標示の設置

（市）

停止線の塗り直し（中署）

標識の設置位置を補正（中署）

②抜け道で交通量が多いが横断歩道

がない

パトロール・交通監視活動（中署）



医王山小学校

①

②

③

①自動車がスピードを出して通行するため危険

外側線の引き直し（県）

ドットライン、「下り坂注意」の路面標示の設置（県）

安全指導（学校）

③外側線が消えており、車両用防護柵も一部破損

している

外側線の引き直し（県）

車両用防護柵の修繕（県）

停止線、横断歩道の塗り直し（中署）

②見通しが悪く、自動車の速度も速い

安全指導（学校）



①

森本小学校①

②③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑦地下道が暗く、先がどうなっているか

わかりにくい

カーブミラーの設置、照明の追加（県）

⑤踏切内が狭く、車両のすれ違いが困難

踏切内にグリーンベルトの設置（市）

④路面表示が薄くなっている

外側線、「徐行」の路面標示の塗り直し

①深い用水があり、転落の恐れあり

暫定的に視線誘導標の設置（市）

⑧車両が多いが、信号機がない

安全指導（学校）



①

森本小学校②

②③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑥速度を緩めないまま、横断歩道を通

過する車両があり危険

「歩行者注意」の路面表示の設置（県）

⑨カーブの先に横断歩道があるが、速度を緩め

ない車があり危険

「横断者注意」の路面表示の設置（市）

③歩道に柵がなく、車の速度が速くて危険

取締強化（東署）

②歩道がなく、車と接触の恐れあり

視線誘導標の設置（県）



花園小学校

①
②

③

④

③車両用防護柵のある場所とない場

所がある

車両用防護柵を設置（県）

①青信号の点灯時間が短く、横断の

際に危険

青信号の秒数を調整（東署）

②横断歩道がなく、横断の際危険

安全指導（学校）

④薄暗く交通安全面・防犯面で危険

パトロール実施（東署）



不動寺小学校

①

②

③

④

⑤

③縁石が低く、車が歩道に飛び出す

恐れあり

取り締まりの強化（東署）

②横断歩道信号がなく、横断時に危険

車両用防護柵の設置（県）

区画線の引き直し（県）

取り締まりの実施（東署）

④交通量が多く、一時停止しないと危険

「とまれ」の路面標示の設置（市）

①幹線道路の抜け道となっており、交通

量が多い

「横断者注意」の路面標示の設置（市）

「横断者注意」の路面標示の設置（県）

ダイヤマークの塗り直し（東署）

⑤⑤交差点が分かりにくい

安全指導（学校）

支援学校へ左右確認の徹底を依頼

（教育総務課）



南小立野小学校

①

①幹線道路の抜け道になっており、登校時間帯

にスピードを出した車が多く通行し危険である

グリーンベルトの設置（市）



②
①

①県道２２号線からの右折車と南側の枝

道からの侵入車との衝突が多い

安全指導（学校）

伏見台小学校

②信号無視やスピードを出す車が多い

指導線の塗り直し（県）

交通指導取締り・交通監視活動（中署）



①

扇台小学校②

②

③

④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

③外側線が消えかけている

外側線の塗り直し（教育総務課）

⑥外側線を設置してほしい

外側線の設置（市）

停止線の塗り直し（中署）

⑦自動車・自転車の交通量が多い

ため危険

看板の設置を育友会に依頼（学校）

「学童注意」の路面標示の設置（市）

停止線の塗り直し（中署）

④横断歩道と停止線が消えかけてい

る、外側線を設置してほしい

看板の設置を育友会に依頼（学校）

外側線の設置（市）

横断歩道・停止線の塗り直し（中署）



①

扇台小学校①

②

③

④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑤外側線を設置してほしい

外側線の設置（市）

停止線の塗り直し（中署）

⑧横断歩道を緑色に着色してほしい

横断歩道の着色（市）

①横断歩道が消えかけている

黄色の着色を育友会に依頼（学校）

横断歩道の塗り直し（中署）

⑨横断歩道を緑色に着色してほしい

路面標示等の設置（県）

横断旗の設置（中署）

②横断歩道が消えかけている

横断歩道・停止線の塗り直し（中署）



木曳野小学校

①②

②運転者に横断歩道があることが分かり

づらく危険

街路樹を低木に変更（市）

「横断者注意」の路面標示の設置（市）

ダイヤマークの塗り直し（西署）

①横断歩道や歩道がなく危険

安全指導、学校・見守り隊の強化（学



①

三和小学校

②

③

③交通量が多いので、横断歩道を緑にし、

時間規制や速度制限が望まれる

横断歩道着色（市）

カーブミラーの設置（市）

①見通しの悪い交差点だが信号機

がなく危険

ダイヤマークの引き直し（西署）

②速度超過の車が多く危険

「横断者注意」の路面標示の塗り直し（市）

ダイヤマークの塗り直し（西署）



令和03年12月27日

長坂台小学校①

⑥

②

①

③

④

⑤

⑦
⑧⑨

⑩

④山側環状の抜け道に利用されている

交通監視活動・パトロール強化（中署）

⑤山側環状の抜け道になっており、一方通

行違反の車もある

交通指導取締りの実施（中署）

②交通量が多い、一部横断歩道なし

「横断者注意」の路面標示の設置（市）

横断歩道の移設（中署）

①交通量が多い、速度制限超

過の車あり

通学時間帯の交通監視･交通

指導取締り（中署）

③横断歩道がない

安全指導（学校）



長坂台小学校②

⑥

②

①

④

④

⑤

⑦
⑧

⑨

⑧横断歩道がない

「歩行者注意」の路面標示の設置（市）

交通指導取締り・街頭監視活動（中

署）

⑨商業施設への出入する車が多く危険

クロスマークの設置（市）

「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し（中署）

⑥自転車との接触の危険がある

防護柵、注意喚起路面標示、歩行者・自転

車分離の路面標示の設置（県）

地下道路の修繕（県）

自転車街頭指導を実施（中署）

⑦歩道の道幅が狭く、自転車との接

触リスクがある

自転車街頭指導を実施（中署）



新神田小学校

①

①交通量が多く、横断歩道が消えかかってい

る

「学童注意」の路面標示の設置（市）

横断歩道の着色（市）



西南部小学校

①①下校時刻にお迎えの車が多く来ていて危険

保育園への注意喚起を実施（学校）



四十万小学校

③

②①

③線路に３本の道路が平行及び交差しており、

通学時間帯に交通量も多く危険である

「学童注意」の路面標示の設置（市）

「止まれ」の路面標示、停止線の塗り直し（中署）

②地下道が設置されているが、不審者に

よる安全面から登下校には使用されてい

ない

警報ボタンの改善（県）

①線路に３本の道路が平行及び交差してお

り、通学時間帯に交通量も多く危険である

「学童注意」の路面標示の設置（市）

交通監視活動・パトロール強化（中署）



②

安原小学校

①

①横断歩道がなく、車の速度が速い

「速度落せ」の路面標示の設置（市）

ダイヤマークの塗り直し（西署）

②交通量が多いが、横断歩道がない

停止指導線の引直し（市）

「とまれ」の路面標識の設置（市）



杜の里小学校杜の里小学校

③

②

①

①上り下りの連続する坂で、上り坂でス

ピードを上げた車が、下り坂で減速しきれ

ずカーブで膨らみ危険

「速度落せ」の路面標示の設置

減速マークの設置（市）

③スピードを出す車が多い。また、曲がり

角部分の線の内側を車が通ることもあり、

児童が危険である

「横断者注意」「学童注意」の路面標示の

設置（市）

グリーンベルトの設置（市）

ダイヤマークの塗り直し（中署）

②地下道の出入り口に、車が勘違いして

入り込むことがあり非常に危険

ボラードの設置（県）


