
 

 

 

 

 

 

 

八尾市通学路交通安全プログラム 
 

～通学路の交通安全の確保に関する取組の方針～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八尾市通学路安全対策推進会議 

 

 



１．プログラムの目的 

  平成 24 年、京都府亀岡市の事故をはじめとして、全国で登下校中の児童生徒が死傷す

る事故が相次いで発生したことから、平成 24 年 5 月に「通学路安全対策連絡会議」を立

ち上げ、市内の全 29 小学校区で緊急合同点検を実施し、必要な対策内容について、関係

機関で協議し、対策を進めてきました。 

 引き続き、通学路の安全確保に向けた取組を推進していくため、このたび、関係機関

の連携強化および体制を構築するため、「八尾市通学路交通安全プログラム」を策定する

ものです。 

  今後は、本プログラムに基づき、関係機関の連携した、対策の推進により、児童生徒

が安全に通学できる通学路の確保に向けた取組を進めていきます。 

 

２．通学路安全対策推進会議の設置 

  関係機関と連携し、重点的な安全対策を推進するため、通学路安全対策推進会議（以

下、「推進会議」という。）」を設置し、以下の構成委員により本プログラムの内容を議論

し、策定します。 

  推進会議は交通安全対策を着実に推進するため通学路の安全確保に関する情報共有、

合同点検の実施、対策の検討などを行います。 

 

             ＜通学路安全対策推進会議（構成委員）＞ 

区分 団体・機関等 

学校関係 八尾市校長会 

国 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所事業対策官 

大阪府 
大阪府八尾警察署交通課長 

大阪府八尾土木事務所地域支援企画課長 

八尾市 

八尾市教育委員会学校教育部長 

八尾市教育委員会学校教育部指導課長 

八尾市都市整備部交通対策課長 

八尾市都市整備部都市基盤整備課長 

八尾市都市整備部土木建設課長 

八尾市都市整備部土木管理事務所長 

 

３．取組方針 

（１）基本的な考え方 

 通学路の安全確保を図るため、合同点検を継続して実施するとともに、対策実施後

の効果把握も行い、対策の改善・充実を行うなど、これらの取組をＰＤＣＡサイクル

として繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。 

 

 

 

 



 

＜通学路安全確保のＰＤＣＡサイクル＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定期的な合同点検 

  ア 各小学校区における通学路安全点検  

各小学校区において、定期的な合同点検を実施し交通危険箇所を抽出します。 

 イ 合同点検（箇所選定） 

    各小学校から抽出箇所のうち、合同点検が必要な箇所を推進会議において決定し

ます。 

 ウ 合同点検（実施内容） 【関係者全員】 

    各小学校区において、教育委員会、道路管理者、警察が参加する合同点検を実施

します。 

    必要に応じ、学校関係者や保護者、地域の方々の参加協力を得て合同点検を実施

します。 

（３）対策の検討(Plan) 【推進会議（部会）】 

合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、歩道整備や防護柵設置

のようなハード対策や、交通規制や安全教育のようなソフト対策などを検討します。     

その際、対策の実施が円滑に進むよう、各小学校の点検結果や対策内容の一覧表を

作成し、関係者間で情報共有を図ります。 

 

（４）対策の実施（Do） 【各担当部署】 

   それぞれの対策について、各担当部署で検討した対策案を踏まえて、関係者間で連

携を図り、早期に安全対策に取り組みます。 

 

（５）対策効果の把握(Check) 【教育委員会・各担当部署】 

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっ

ているかを確認するため、学校関係者への聞き取りや、児童生徒等へのアンケート調

査の実施のほか、以下に示すような検証方法についても適宜取り入れ、多様な効果検

証に努めます。 

 

（６）対策の改善・充実(Action) 

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図



ります。 

４．対策箇所一覧表、対策箇所図の公表 

小学校区ごとの合同点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するため

に「対策箇所一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、随時、各担当部署のホームページ

などで公表します。 

 

 

附則 

 １．平成２８年２月 制定 

 １．平成２８年９月 機構改革等による一部改訂 

 １．平成２９年１月 別紙１・別紙２に一部追記 

１．平成３０年７月 別紙１・別紙２に一部追記 

１．平成３１年１月 別紙１・別紙２に一部追記 

１．令和元年７月  別紙１・別紙２に一部追記 

１．令和元年１２月 別紙１・別紙２に一部追記 

１．令和２年６月  別紙１・別紙２に一部追記 

 

 



対策一覧表
【市内一円】 令和２年６月時点

番号 市町名 学校名 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 対策状況

1 八尾市 曙川東小
主要地方道
八尾茨木線

曙川東１丁目
歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険であるため、道
路幅を広げ通学路としての整備を行う。

歩道整備 大阪府

2 八尾市 久宝寺小
主要地方道
大阪港八尾線

南久宝寺１丁目～
久宝寺５丁目

歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険であるため、道
路幅を広げ通学路としての整備を行う。

歩道整備、交差点改良 大阪府

3 八尾市
八尾小
高美小

主要地方道
大阪港八尾線

東本町４丁目～
荘内町２丁目

歩行者が多く、また、沿道店舗などからの車の出入りが
多いことから電柱が歩行者の通行の安全の妨げになっ
ている。

安全な歩行空間の整備
無電柱化

大阪府 施工中

4 八尾市
桂小

北山本小
山本小

都市計画道路
東大阪中央線

小畑町４丁目～
高砂町３丁目

並行する通学路の通過交通が多く、歩行者の安全の妨
げとなっている。

通過交通の排除
（バイパス整備）

大阪府

5 八尾市 美園小
主要地方道
（旧）大阪中央環状
線

佐堂町２丁目
渋滞箇所として位置付けられており、交通量が多く歩行
者の安全の妨げとなっている。

交差点改良 大阪府 対策完了

6 八尾市 久宝寺小
都市計画道路
久宝寺線
（府道住吉八尾線）

南久宝寺１丁目
久宝寺方面からJR久宝寺駅へアクセスする道路で、自
動車交通量や自転車及び歩行者が多いにもかかわら
ず、歩車分離がされておらず危険である。

現道拡幅、歩道設置、無電柱化 八尾市

7 八尾市 久宝寺小
通学路安全対策
（久宝寺小学校区）

久宝寺他
車両がスピードを出し危険。
車両の交通量が多く歩行者との接触が懸念される。
見通しの悪い交差点が多く危険。

横断歩道部の舗装カラー化
交差点部の舗装カラー化
路側帯の舗装カラー化

八尾市 対策完了

8 八尾市 美園小
通学路安全対策
（美園小学校区）

美園町他 〃 〃 八尾市 対策完了

9 八尾市 八尾小
通学路安全対策
（八尾小学校区）

本町他 〃 〃 八尾市 対策完了

10 八尾市 安中小
通学路安全対策
（安中小学校区）

安中町他 〃 〃 八尾市 対策完了

11 八尾市 高美小
通学路安全対策
（高美小学校区）

高美町他 〃 〃 八尾市 対策完了

12 八尾市 高美南小
通学路安全対策
（高美南小学校区）

高美町他 〃 〃 八尾市 対策完了

13 八尾市 用和小
通学路安全対策
（用和小学校区）

北本町他 〃 〃 八尾市 対策完了

14 八尾市 長池小
通学路安全対策
（長池小学校区）

長池町他 〃 〃 八尾市 対策完了

15 八尾市 西山本小
通学路安全対策
（西山本小学校区）

西山本町他 〃 〃 八尾市 対策完了

16 八尾市 南山本小
通学路安全対策
（南山本小学校区）

山本町南他 〃 〃 八尾市 対策完了

17 八尾市 刑部小
通学路安全対策
（刑部小学校区）

刑部他 〃 〃 八尾市 対策完了

18 八尾市 北高安小
通学路安全対策
（北高安小学校区）

千塚他 〃 〃 八尾市 対策完了

19 八尾市 中高安小
通学路安全対策
（中高安小学校区）

郡川他 〃 〃 八尾市 対策完了

20 八尾市 南高安小
通学路安全対策
（南高安小学校区）

黒谷他 〃 〃 八尾市 対策完了

21 八尾市 曙川東小
通学路安全対策
（曙川東小学校区）

曙川東他 〃 〃 八尾市 対策完了

22 八尾市 山本小
通学路安全対策
（山本小学校区）

堤町他 〃 〃 八尾市 対策完了

23 八尾市 桂小
通学路安全対策
（桂小学校区）

高砂町他 〃 〃 八尾市 対策完了

24 八尾市 曙川小
通学路安全対策
（曙川小学校区）

八尾木他 〃 〃 八尾市 対策完了

25 八尾市 北山本小
通学路安全対策
（北山本小学校区）

上尾町他 〃 〃 八尾市 対策完了

26 八尾市 東山本小
通学路安全対策
（東山本小学校区）

東山本町他 〃 〃 八尾市 対策完了

27 八尾市 高安西小
通学路安全対策
（高安西小学校区）

高安町北他 〃 〃 八尾市 対策完了

28 八尾市 上之島小
通学路安全対策
（上之島小学校区）

上之島町南他 〃 〃 八尾市 対策完了

29 八尾市
南山本小
高美小

主要地方道大阪港
八尾線

青山町１丁目～
山本町南１丁目

通学路における自転車歩行者の通行が多く、夜間等で
の安全な通行空間の確保のため、歩道照明灯の設置を
行う。

歩道照明灯の設置 大阪府 対策完了

別紙１



30 八尾市 高美小
一般府道八尾道明
寺線

高美町２丁目～
高美町１丁目

通学路における自転車歩行者の通行が多く、夜間等で
の安全な通行空間の確保のため歩道照明灯の設置を
行う。

歩道照明灯の設置 大阪府

31 八尾市 龍華小
主要地方道旧大阪
中央環状線

植松町５丁目～
東太子１丁目

通学路における自転車歩行者の通行が多く、歩行者の
安全な通行確保のため、歩道の段差改善を行うとともに
夜間等での安全な通行空間の確保のため、歩道照明灯
の設置を行う。

歩道の段差改善、交通安全対策
歩道照明灯の設置

大阪府 対策完了

32 八尾市
八尾小
用和小
長池小

一般府道八尾道明
寺線

荘内町２丁目～
楠根４丁目～
萱振町２丁目

通学路における自転車歩行者の通行が多く、危険な状
況であるため、自転車通行空間の整備を行う。

自転車通行空間の整備 大阪府 検討中

33 八尾市 大正北小
主要地方道旧大阪
中央環状線

木之本～南木本橋
通学路における自転車歩行者の通行が多く、歩行者の
安全な通行確保のため、歩道の段差改善を行う。

歩道の段差改善、交通安全対策 大阪府 対策完了

34 八尾市 久宝寺小
一般府道大阪八尾
線

東久宝寺２丁目
（顕証寺）～
東久宝寺３丁目

通学路における自転車歩行者の通行が多く、危険な状
況であるため、自転車通行空間の整備を行う。

自転車通行空間の整備 大阪府
平成３０年

度施工予定

35 八尾市 志紀小
一般府道八尾道明
寺線

志紀町２丁目～
志紀町西2丁目

通学路における自転車歩行者の通行が多く、夜間等で
の安全な通行空間の確保のため、歩道照明灯の設置を
行う。

歩道照明灯の設置 大阪府

36 八尾市 志紀小 市道木ノ本田井中線
田井中１丁目～
田井中２丁目

通学路の歩行空間がなく危険であるため、道路幅を広げ
通学路としての整備を行う。

歩道拡幅 八尾市

37 八尾市 曙川東小
市道　曙川第257号
線

曙川東８丁目
道幅が狭いうえ、通学路の歩行空間がなく危険であるた
め、接続している道路幅員と合わせて道路幅を広げると
ともに、歩道整備を行う。

橋梁新設、交差点改良 八尾市

38 八尾市 東山本小
市道　山本第73号線
市道　高安第46号線

東山本町９丁目～
東町６丁目

道幅が狭いうえ、通学路の歩行空間がなく危険であるた
め、接続している道路幅員と合わせて道路幅を広げると
ともに、歩道整備を行う。

歩道整備、道路の拡幅 八尾市

39 八尾市 用和小 市道八尾第465号線 萱振町１丁目
通学路に指定されている新萱振橋について、転落防止
柵の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

40 八尾市 龍華小 市道竜華第64号線 南太子堂４丁目
通学路に指定されている東百済橋について、転落防止
柵の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

41 八尾市 東山本小 市道山本第73号線 東山本町５丁目
通学路に指定されている式部橋について、転落防止柵
の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

42 八尾市 東山本小 市道山本第255号線 東山本町４丁目
通学路に指定されている五陵橋について、転落防止柵
の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

43 八尾市 東山本小 市道山本第97号線 東山本町７丁目
通学路に指定されている古橋について、転落防止柵の
改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

44 八尾市 東山本小 市道山本服部川線 東山本町７丁目
通学路に指定されている中高橋について、転落防止柵
の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

45 八尾市 東山本小 市道山本第237号線 東山本町１丁目
通学路に指定されている針之木橋について、転落防止
柵の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

46 八尾市 高安西小
市道南高安第38号
線

高安町南６丁目
通学路に指定されている垣内橋について、転落防止柵
の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

47 八尾市 南高安小
市道南高安第27号
線

恩智北町２丁目
通学路に指定されている恩智橋について、転落防止柵
の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

48 八尾市 竹渕小 市道竜華第8号線 竹渕５丁目
通学路に指定されている竹渕橋について、転落防止柵
の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

49 八尾市 用和小 市道山本第67号線 楠根町１丁目
通学路に指定されている八尾22号橋について、転落防
止柵の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

50 八尾市 志紀小 市道志紀第43号線 志紀町西２丁目
未就学児が日常的に集団で移動する経路の 緊急安全
点検により、安全対策を行う。

横断防止柵の設置 八尾市

51 八尾市 東山本小 市道高安第46号線 東町６丁目
未就学児が日常的に集団で移動する経路の 緊急安全
点検により、安全対策を行う。

舗装カラー化 八尾市

52 八尾市 曙川小 市道曙川第87号線 東弓削２丁目
未就学児が日常的に集団で移動する経路の 緊急安全
点検により、安全対策を行う。

舗装カラー化 八尾市

53 八尾市 大正小 市道若林沼線 太田３丁目
未就学児が日常的に集団で移動する経路の 緊急安全
点検により、安全対策を行う。

横断防止柵の設置 八尾市

54 八尾市 龍華小 市道竜華第64号線 南太子堂４丁目
通学路に指定されているひのき橋について、転落防止柵
の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

55 八尾市 八尾小 市道八尾第471号線 栄町１丁目
通学路に指定されている八尾32号橋について、転落防
止柵の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

56 八尾市 大正北小 市道大正第321号線 南木の本２丁目
通学路に指定されている大正55号橋について、転落防
止柵の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

57 八尾市 南山本小 市道山本第104号線 山本町４丁目
通学路に指定されている美好橋について、転落防止柵
の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

58 八尾市 南山本小 市道山本第198号線 山本町南５丁目
通学路に指定されている山本28号橋について、転落防
止柵の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市



59 八尾市 東山本小 市道山本服部川線 東山本町６・７丁目
通学路に指定されている畑中橋について、転落防止柵
の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

60 八尾市 南高安小 市道南高安第18号線 黒谷２丁目
通学路に指定されている南高安3号橋について、転落防
止柵の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

61 八尾市 南高安小 市道南高安第22号線 黒谷２丁目
通学路に指定されている南高安5号橋について、転落防
止柵の改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

62 八尾市 刑部小 市道山本第374号線 柏村町２丁目
通学路に指定されている曙橋について、転落防止柵の
改良を行う。

転落防止柵の改良 八尾市

63 八尾市 西山本小 市道八尾山本線 西山本町２丁目
歩行者、自転車、自動車等が交錯する危険な交差点で
あることから、歩行空間の確保や区間線等による安全対
策を行う。

現道拡幅、歩行者滞留スペースの
確保
区画線による注意喚起

八尾市



■通学路対策箇所図

①歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険
であるため、道路幅を広げ通学路としての
整備を行う。
【主要地方道 八尾茨木線】

＜対策メニュー＞
・歩道整備

②歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険
であるため、道路幅を広げ通学路としての
整備を行う。
【主要地方道 大阪港八尾線】

＜対策メニュー＞
・歩道整備

・交差点改良

③歩行者が多く、また、沿道店舗などから
の出入りが多いことから電柱が歩行者の通
行の安全の妨げになっている。
【主要地方道 大阪港八尾線】

＜対策メニュー＞（施工中）
・安全の歩行空間の整備
・無電柱化

④並行する通学路の通過交通が多く、
歩行者の安全の妨げとなっている。
【都市計画道路 東大阪中央線】

＜対策メニュー＞
・通過交通の排除（バイパス整備）

⑥久宝寺方面からＪＲ久宝寺駅へアクセス
する道路で、自転車交通量や自転車及び歩
行者が多いにもかかわらず、歩車分離がさ
れておらず危険である。
【都市計画道路 久宝寺線】

＜対策メニュー＞
・現道拡幅、歩道設置、無電柱化

00

別紙２
令和2年6月現在（ №１）

⑤渋滞箇所として位置付けられており、交
通量が多く歩行者の安全の妨げとなってい
る。

【主要地方道（旧）大阪中央環状線】
＜対策メニュー＞（対策完了）
・交差点改良



■通学路対策箇所図
別紙２

令和２年６月現在（№２）

車両がスピードを出し危険。

車両の交通量が多く歩行者との接触が懸念される。
見通しの悪い交差点が多く危険。

全小学校区

＜対策メニュー＞
・路面カラー化

(対策完了）

○横断歩道
＋カラー舗装(赤茶)

通行の危険箇所の一つである
横断歩道部をカラー舗装（明確化）
することにより視覚的にドライバー
に注意を促す。
（小学校の入口付近等）

○路側線＋カラー舗装

路側帯のカラー舗装（明確化）
により、歩行空間を視覚的に確保し、
歩行者の通行の安全性を高める。

○交差点表示＋カラー舗装(赤茶)

信号のない見通しの悪い交差点を
カラー舗装（明確化）することにより、
視覚的にドライバーに注意を促す。

○路面標示
（通学路マーク、スクールゾーン）

※プログラム策定
以前に対策完了済



■通学路対策箇所図

00

別紙２
令和2年6月現在（№３）

㉙通学路における自転車歩行者の通行が多
く、夜間での安全な通行空間の確保のため、
道路照明灯の設置を行う。

【主要地方道 大阪港八尾線】
＜対策メニュー＞(対策完了)
・道路照明灯の設置

㉛通学路における自転車歩行者の通行が多

く、歩行者の安全な通行確保のため、歩道の

段差改善を行うとともに夜間での安全な通行

空間の確保のため、道路照明灯の設置を行う。

【主要地方道（旧） 大阪中央環状線】

＜対策メニュー＞（対策完了）

・歩道の段差改善、交通安全対策

・道路照明灯の設置

㉜通学路における自転車歩行者の通行が多
く、危険な状況であるため、自転車通行空
間の整備を行う。

【一般府道 八尾道明寺線】
＜対策メニュー＞（検討中）
・自転車通行空間の整備

㉞通学路における自転車歩行者の通行
が多く、危険な状況であるため、自転
車通行空間の整備を行う。

【一般府道 大阪八尾線】
＜対策メニュー＞（平成３０年度施工
予定）
・自転車通行空間の整備

㉚㉟通学路における自転車歩行者の通行が
多く、夜間での安全な通行空間の確保のた
め、道路照明灯の設置を行う。

【一般府道 八尾道明寺線】
＜対策メニュー＞
・道路照明灯の設置

㊱通学路の歩行空間がなく危険で
あるため、道路幅を広げ通学路と
しての整備を行う。

【市道木ノ本田井中線】
＜対策メニュー＞
・歩道拡幅

㉝通学路における自転車歩行者の通行が多

く、歩行者の安全な通行確保のため、歩道

の段差改善を行う。
【主要地方道（旧） 大阪中央環状線】

＜対策メニュー＞（対策完了）
・歩道の段差改善、交通安全対策

㊲隣接する新市街地での道路の整備に伴う既存

通学路への交通負荷を軽減するため、橋梁を新

設し、これに伴い物理的デバイスを用いた交差点

改良等を行う。
【市道 曙川第257号線】

＜対策メニュー＞
・橋梁新設

㊳この区間だけ車両の対面通行が難しいほど
道幅が狭く、通学路の歩行空間がなく危険で
あるため、通学路として歩道整備を行うと
ともに、道路部分も隣接道路と同じ幅員に
広げる。

【市道 山本第73号線・高安第46号線】
＜対策メニュー＞

・歩道整備、道路の拡幅

63 歩行者、自転車、自動車等が交錯する危
険な交差点であることから、歩行空間の確
保や区間線等による安全対策を行う。

【市道 八尾山本線】
＜対策メニュー＞
・現道拡幅、歩行者滞留スペースの確保
・区画線による注意喚起



通学路に指定されている下記５橋について、
転落防止柵の改良を行う。

（地図上北から）
㊶式部橋
【市道山本第73号線】

㊷五陵橋
【市道山本第255号線】

㊸古橋
【市道山本第97号線】

㊹中高橋
【市道山本服部川線】

㊺針之木橋
【市道山本第237号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

別紙２
令和2年6月現在（ №４-1）

通学路に指定されている下記２橋について、

転落防止柵の改良を行う。

（地図上北から）

㊾八尾22号橋

【市道八尾第67号線】

㊴新萱振橋
【市道八尾第465号線】
＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

㊵通学路に指定されている東百済橋について、
転落防止柵の改良を行う。
【市道竜華第64号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

㊻通学路に指定されている垣内橋について、
転落防止柵の改良を行う。
【市道南高安第38号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

㊼通学路に指定されている恩智橋について、

転落防止柵の改良を行う。
【市道南高安第27号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

■通学路対策箇所図

㊽通学路に指定されている竹渕橋について、
転落防止柵の改良を行う。
【市道竜華第8号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良



別紙２
令和2年6月現在（ №４-2）

55 通学路に指定されている八尾32号橋について、

転落防止柵の改良を行う。
【市道八尾第471号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

■通学路対策箇所図

57 通学路に指定されている美好橋について、

転落防止柵の改良を行う。
【市道山本第104号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

59 通学路に指定されている畑中橋について、

転落防止柵の改良を行う。
【市道山本服部川線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

54 通学路に指定されているひのき橋について、

転落防止柵の改良を行う。
【市道竜華第64号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

56 通学路に指定されている大正55号橋について、

転落防止柵の改良を行う。
【市道大正第321号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良 62 通学路に指定されている曙橋について、

転落防止柵の改良を行う。
【市道山本第374号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

通学路に指定されている下記の２橋について、

転落防止柵の改良を行う。

（地図上北から）
60 南高安3号橋
【市道山本第374号線】

61 南高安5号橋
【市道山本第374号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良

58 通学路に指定されている山本28号橋について、

転落防止柵の改良を行う。
【市道山本第198号線】

＜対策メニュー＞
・転落防止柵の改良



別紙２
令和2年6月現在（ №５）

■通学路対策箇所図

50 未就学児が日常的に集団で移動する経路の

緊急安全点検により、安全対策を行う。

【市道 志紀第43号線】

＜対策メニュー＞
・横断防止柵の設置

51 未就学児が日常的に集団で移動する経路の

緊急安全点検により、安全対策を行う。

【市道 高安第46号線】

＜対策メニュー＞
・舗装カラー化

52 未就学児が日常的に集団で移動する経路の

緊急安全点検により、安全対策を行う。

【市道 曙川第87号線】

＜対策メニュー＞
・舗装カラー化

53 未就学児が日常的に集団で移動する経路の

緊急安全点検により、安全対策を行う。

【市道 若林沼線】

＜対策メニュー＞
・横断防止柵の設置


