
1
県道30号線の合志整体院前
の道路

横断歩道がないため、登下校時車の通行が多く危険。 ○

【大津警察署】　横断歩道の設置については検討します。交差点形
状が悪いのでﾗｲﾝの変更が必要になるかもしれません。
【交通防災課】　通学ﾙｰﾄを確認の上、警察と協議し、「横断歩道」
及び「区画線（横断歩道予告ﾏｰｸ）」の設置が可能であれば公安委
員会へ要望します。

2
竹迫駐在所前の変則交差点
～県道138号線まで

通行車両の減速が少なく危険。 ○

【大津警察署】　当該場所で車両の速度を落とさせる方法としては
路側帯を広げて、車道幅を狭くする方法があります。道路管理者で
検討して下さい。
【交通防災課】  地元区からの要望でも当該道路の安全性確保に
ついての要望があがっています。現在、車両の速度抑制を促す取
り組みや看板等の設置を検討しています。

3
真教寺裏の竹林から原口下
公民館まで

暗く、街灯が少ないため危険。
関係
機関
調査

【交通防災課】　現地を確認します。防犯灯設置については、地元
区長からの設置申請を受けての補助金対応になると思われます。

4 県道138号線　上庄三差路 道路の止まれ標識が消えている。
関係
機関
調査

【交通防災課】　県への要望を行っている箇所であるが、危険箇所
である為、予算確保が出来次第、市で設置対応したい。

5
合志市役所　人権ふれあいｾ
ﾝﾀｰの通り

事故多発注意を警告する看板がぼろぼろになっている。
関係
機関
調査

【交通防災課】　看板を撤去します。

6 栄　大久保酒店付近 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰが汚れており、安全確認ができない。
関係
機関
調査

【交通防災課】　本年度、ミラー取替工事をしました。

7
群地区 ： 自衛隊自動車教習
所横の道路

街灯と信号がなく交通量が多い。中学生の通学路になってお
り自転車も多い。
ｶﾗｰ舗装の設置を要望。

H24
年

掲載

【交通防災課】　この区間は市の防犯灯を数本設置済みです。要
望箇所南側の交差点については信号機設置要望を公安委員会へ
行っています。
【学校教育課】　現地を確認しましたが要望箇所不明。具体的な箇
所を示してもらえれば、関係機関に対策について、調査依頼を行
います。

8
群地区 ： 下群ＪＴ方面への道
路

通勤時の抜け道となっているため、車の通りが多くｽﾋﾟｰﾄﾞを出
している。
ｶﾗｰ舗装の設置を要望。

○
【学校教育課】　現地を確認しましたが要望箇所不明。具体的な箇
所を示してもらえれば、関係機関に対策について、調査依頼を行
います。

9
泉ヶ丘地区 ： 泉ヶ丘市民ｾﾝ
ﾀｰ近くの交差点

市民ｾﾝﾀｰから泉ヶ丘方面への交差点、左はｶｰﾌﾞ、右はﾌｪﾝｽ
と木で大変見通しが悪く、車対車、車対人の事故が過去に何
度も起きている。
ｶﾗｰ舗装の設置を要望。

H28
年

掲載

【建設課】　平成29年度に横断歩道のｶﾗｰ舗装をする予定です。そ
れ以外は平成28年度に完了しました。

10 泉ヶ丘地区 ： 桜路中央出口

車の交通量も多く、ｽﾋﾟｰﾄﾞを出す車も見られる。横断歩道がな
く、子ども達も左右確認をしながら横断しているが、登校班の
列の途中で車が通過するなど、危険。
ｶﾗｰ舗装の設置を要望。

○
【大津警察署】　横断歩道の設置については警察で検討します。
【建設課】　H30年度に横断指導線及び枠内カラー舗装及び区画線
「徐行」を設置予定です。

11
泉ヶ丘地区 ： 泉ヶ丘市民ｾﾝ
ﾀｰ東側道路

歩道がなく、通り抜け車両が多い。夕方以降や冬場は、街灯
も少ないため暗く、人通りも少ないので、変質者の出没の危険
性がある。
ｶﾗｰ舗装の設置を要望。

H24
年

掲載

【交通防災課】　現地を確認します。防犯灯設置については必要性
も含め検討します。
【建設課】　道路幅員が狭く、カラー舗装が難しいため、区画線を引
きなおして対応する予定です。

12
黒石原地区 ： 学べる広場交
差点

信号機はあるが、交通量が多く、左右折車両等の巻き込みが
心配である。
ｶﾗｰ舗装を要望。

○
【大津警察署】　横断歩道が薄いのは警察で対応します。
【建設課】　信号制御の交差点であるため、交差点のカラー舗装は
しません。

13
黒石原地区 ： 鶴の森団地ﾌｧﾐ
ﾘｰﾏｰﾄそば

信号の無い変速五又路の交差点のため、車両の出会い頭の
衝突事故が多く、児童が巻き添えになる可能性がある。
ｶﾗｰ舗装を要望。

○

【大津警察署】　警察では信号を上申していますが時期は未定で
す。
【建設課】交差点の視距確保と歩行者保護のための工事を予定し
ています。

14 豊岡2000番地419付近
交通量が多く、信号機の無い横断歩道を横断して登下校して
いる。横断歩道に信号機を設置要望。

H27
年

掲載

【交通防災課】　危険箇所として、昨年度対応済みの箇所である
為、再度、警察との協議になりますが、信号機の設置につきまして
公安委員会へ要望済です。

15
国道387号と県道３０号の交差
する「辻久保交差点」

①信号機の押しﾎﾞﾀﾝ（ﾛｰｿﾝの側）が故障している。②国道を
熊本市側から西合志第一小学校側（西の方向）に左折する自
動車（大型ﾀﾞﾝﾌﾟ等）が、内輪差の影響で歩道に乗り上げること
があり、危険である。③菊池市側から合志小学校側（東の方
向）に左折する部分の、歩行者が待つ空間が極端に狭く、左
折する自動車の内輪差の影響と、高校生の自転車利用者の
自転車が歩行者に危険である。④③から横断歩道を渡った側
の歩道の端に立ててある歩行者を守るﾎﾟｰﾙが数本破損して
いて危険である。
【対策】①④は故障の改善をお願いしたい。②③について空間
を拡張する改善が厳しいのであれば、ｶﾗｰ舗装にする等の対
策をお願いしたい。

○
【大津警察署】　押しﾎﾞﾀﾝの故障については故障にあらず。車両感
知器故障のため、現在一定の周期で運用中。車両感知器修理に
ついては警察本部に依頼中。

16

西合志第一小学校の南門か
ら合生文化会館に向かう市道
から、合生文化会館に出る三
つ角。

①南北方向の向きの自動車の通行量が多い。②本校から下
校して合生文化会館での「学童クラブ」や「放課後ｷｯｽﾞ」等に
参加する児童が多いので、危険である。
【対策】自動車ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに注意喚起のため、ｶﾗｰ舗装をお願い
したい。

○
【建設課】　第一小学校正門前付近のｶﾗｰ舗装を予定しております
ので、関係課等協議して施工箇所を決定します。

17
上須屋学習ｾﾝﾀｰから三つ石
駅に降りていく道路

細い道路だけど、抜け道として車の通りが多い上に速度が速
い。

H28
年

掲載

【建設課】　既に通学時間帯の通行規制、須屋線手前の一時停止
規制、横断歩道にｶﾗｰ舗装の措置がなされていますので、さらなる
対応は困難と考えます。

18
県道387号線、電鉄バス停「南
小前」の「ほっともっと」「ｺｲﾝﾗ
ﾝﾄﾞﾘｰ」横の道路

朝の時間、抜け道として車の通りが多い。通学路にもなってい
るため、これまで危険な場面が何度もあった。時間帯指定の
通行禁止にできないか。

H28
年

掲載

【大津警察署】　前回、地元との合意形成をした後、規制の要望書
を提出するよう説明したが未だ、提出がないので規制計画が出来
ない。
【交通防災課】　時間帯指定の通行禁止については、地元の総意
であれば警察と協議の上、公安委員会への要望を行います。この
路線は市の循環ﾊﾞｽﾙｰﾄの為、企画課との調整及び、沿線店舗と
の協議が必要となります。

合
志
小

合
志
南
小

第
一
小

平成２９年度 通学路における安全対策箇所の対策内容一覧
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19
三つ石駅横「ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ」から
「須屋駅」の間の道路

現在、ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ方面からは時間帯の通行規制がかかってい
る。歩道の整備もなされているので、通行規制は外してもよい
のではないか。ただし、南小に上がっていく道路に関しては、
これまで通りの規制でいきたい。
また、この区間の街灯が少ない。暗くなる時間帯が早くなるこ
と、児童・生徒の通りも多いことを考えると、街灯を増やして安
全を確保していきたい。

H28
年

掲載

【大津警察署】　前回、地元との合意形成をした後、規制の要望書
を提出するよう説明したが未だ、提出がないので規制計画が出来
ない。
【交通防災課】　本年度に市から2灯、須屋区から2灯の合計4灯を
増設しました。

20 南小周辺の時間帯交通規制

家庭の事情や体調面等で、児童を送迎する際に時間帯の規
制があるため、どこからも小学校に行くことができない。時間
帯規制をはずすか、場所によって時間をずらす等の対応をし
てほしい。

H28
年

掲載

【交通防災課】　現在、7：30～8：30の時間帯で通行規制がかけら
れています。地元住民の総意であれば、警察と協議のうえ、公安
委員会への要望を行います。

21
「須屋ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ」から「なか
しまｾﾌﾞﾝｸﾘﾆｯｸ」方面の道路

通学路であること、朝夕の車の通りが非常に多いこと。道路が
狭くなっている上にｶｰﾌﾞが多い。歩道が整備されておらず、白
線で車道と歩道の区別がされているだけである。車の速度も
速く、危険が多い。道幅が広くないため、歩道を作ることは難
しいと思うが、車道と歩道の色分け（青や黄色等）で安全を確
保してほしい。また、車の速度を落とすための工夫をお願いし
たい。（道路へﾍﾟｲﾝﾄなど）

H28
年

掲載
【建設課】　徐行の路面表示にて注意喚起をする予定です。

22

若原～大池
若原から大池方面に向かう三
叉路付近から、大池方面の消
火栓付近までの区間

水路にふたがなく、危ない。また、車道がせまいので、安全対
策をお願いしたい。

関係
機関
調査

【建設課】　順次西側より道路整備を行っていきます。

23
くぬぎが丘（外園・湯之端）
野々島公民館の裏側駐車場

雨が降ると、水がたまりやすい（大雨のときは、深さ5㎝、幅3m
程たまる）ので、安全対策をお願いしたい。

関係
機関
調査

24
灰塚、中尾
県道30号線

交通量が多く、大型車両がｽﾋﾟｰﾄﾞを出してよく通る。信号機も
ないので、児童の横断が危険である。安全対策をお願いした
い。

H24
年

掲載

25
（黒石団地）
千々岩歯科～大塚薬局前道
路

歩道の幅が狭く交通量も多く危険。前の児童を追い抜こうとし
て車道に出てしまう。雨の日は傘が当たる。

○
【建設課】　道路沿に住宅が建っているため歩道拡幅は難しいで
す。

26
（黒石団地）
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ（西南中入口店）交
差点

押しﾎﾞﾀﾝを待っている児童が、交差点の道路側に出過ぎてし
まう。黒石団地側から来る車が自販機（押しﾎﾞﾀﾝ前のｱﾊﾟｰﾄに
設置）により、天使園～Ｒ387の見通しが悪く危険。

H24
年

掲載
【建設課】　自販機の移設について交渉します。

27
（黒石）
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ交差点～大塚薬局
東側Ｔ字路

交差点とＴ字路２カ所の横断歩道が狭い。ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝの駐車
場の車の出入りが危険。

○

【大津警察署】　横断歩道は特に狭くない。横断者が多く危険であ
れば、分割して横断させることも必要です。
【交通防災課】　具体的な要望内容を確認のうえ、必要な対策を検
討します。

28
（黒石）
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ交差点～天使園

間に信号や横断歩道がないため、歩道側に渡れない。天使園
前の横断歩道が縦側だけで横側にない。

○

【交通防災課】　道路横断帯については、黒石区からも設置要望が
上がっています。現在、横断指導線及び、ｶﾗ-舗装にて対応してお
り、黒石区への回答としては、カラー舗装を太くするなどして、視認
性を高める措置を検討するとしています。

29
（黒石）
熊本高専周辺

大型車通行が多い。歩道がない区間もある。高専のﾊﾞｲｸがｽ
ﾋﾟｰﾄﾞﾞが出ていて危険。

○

【大津警察署】　ﾊﾞｲｸの減速抑制については路側帯を広く取って車
道を狭くする方法があります。
【交通防災課】　危険箇所を確認し、必要な対策を検討します。（建
設課でH30年度に舗装打替え工事を予定するため対応はその後）

30
（東須屋）
二条通交差点

車の交通量が多く、道が狭く危険。坂道のためｽﾋﾟｰﾄﾞが出や
すい。

H24
年

掲載

【交通防災課】　具体的な要望内容を確認のうえ、必要な対策を検
討します。

31
（東須屋）
新開と天使園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの変則
交差点

Ｔ字路で、横断歩道もないため、児童は渡りにくい。角度的に
車から歩行者が見えづらく、徐行標識があるのに徐行してい
ない車が多く危険。

H24
年

掲載

【大津警察署】　信号は設置してありますが東西方向の横断歩道を
設置するためには東側に歩行者用の待避場の設置をお願いしま
す。
【交通防災課】　具体的な要望内容を確認のうえ、必要な対策を検
討します。

32
（御代志）
すき家～学園大ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ沿い

車の交通量が多く、ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝに青塗装はしてあるが、それだ
けでは安全とは言えない。朝７時～７時半、学園大の柵の中
を通らせてもらっているが、そこに入るために道路を横断しな
ければならない。

H28
年

掲載

【菊池土木】　横断指導線（中はカラー舗装）を施工。現在工事発注
済みで、9月までに完了予定。
【交通防災課】　横断指導線、ｶﾗｰ舗装及び横断旗を設置している
ところです。現在のところ新たな対策は予定していません。

33
（御代志）
すき家前道路

朝の車の交通量が多いのに、横断歩道もなく、道路も狭くなる
ところで歩道も狭い。ﾊﾞｽなど大型車両も通るので危険。

H24
年

掲載

34
（新開）
市道新開線
よほう苑交差点

登下校時車が多く、優先が分かりづらくどちらの車も止まら
ず、衝突事故多発。ｽﾋﾟｰﾄﾞﾞを出す車が多く危険。

○
【大津警察署】　一時停止規制については警察で対応します。
【交通防災課】　一時停止標識の設置について、公安委員会へ要
望済です。（新開区からの要望）

35
（新開）
天使園裏変則交差点

登下校時車が多く、優先が分かりづらくどちらの車も止まら
ず、衝突事故多発。ｽﾋﾟｰﾄﾞを出す車が多く危険。

H24
年

掲載

【交通防災課】　予算の範囲内において、H29年度又はH30年度に
区画線「止まれ」を規制標識のある東西路線に設置します。

36
（新開）
山下たばこ横交差点

一旦停止の標識はあるが分かりにくく、車が一旦停止せず、ｽ
ﾋﾟｰﾄﾞを出して通過するため危険。

○
【大津警察署】　警察的には問題ありません。ｶﾗｰ舗装化等を検討
して下さい。
【建設課】　区画線を引き直しました。

37
（新開）
小学校～高速道路

通学路にしては暗い。街灯が少ない。
関係
機関
調査

【交通防災課】　現地を確認します。防犯灯設置については必要性
も含め検討します。

38
（陽光台）
千々岩歯科～陽光台団地

道が狭いので登下校時車との距離が近く、非常に危険。横断
歩道の待つ場所がない。

H27
年

掲載

【建設課】　住宅が建っており、歩道待機場所の確保は難しいで
す。

39
（みずき台）
みずき大通り　生鮮市場横横
断歩道

車の通りが多く、ｽﾋﾟｰﾄﾞも出しているため児童がなかなか渡れ
ず危険。

H24
年

掲載

【交通防災課】　横断歩道にカラー舗装及び、横断旗を設置してい
るところです。現在のところ新たな対策は予定していませんが、横
断旗入れが劣化している為、H30年度に交換を予定します。

40
（みずき台）
三角公園の交差点

車が3方向から行き来し、交通量も多いため危険。横断歩道な
どがないため、なかなか渡れない。

○
【大津警察署】　警察では信号を上申していますが時期は未定で
す。
【交通防災課】　関係課と協議を行い対応を検討します。

西
南
小

中
央
小

東
小



41
西
中

中学校正門前の県道387への
道

野々島から学校方面の道を走行する車は速度超過が多い。
学校正門から左に出てすぐの交差点の見通しも悪くｶｰﾌﾞﾐﾗｰ
も見えにくい。

○

【大津警察署】　停止線が薄いことについては警察で対応。
安全対策の一つとして生徒の自転車の通行方法については、車道
左側を通行することで車の速度が落ちるのでそれを励行させるこ
と。歩道は通行不可。
【交通防災課】　ｶｰﾌﾞﾐﾗｰについて、現地確認を行い調整等の対応
を行います。

42

自転車と小学児童の登校で歩道を共有する場所において、自
転車と歩行者を分けるような表示・対策をしてほしい。歩道にｾ
ﾝﾀｰﾗｲﾝを表示している箇所もあるが、表示等がないため効果
については限定的である。

【学校教育課】　ｴﾘｱが広範囲であり、具体的な箇所を示してもらえ
れば、関係機関に対策について、調査依頼を行います。

43
山からの樹木の過繁茂により通行が妨げになっている。また、
街灯が繫茂した樹木により灯りが遮られている。法的問題も
あることは十分承知しているが、対応をお願いしたい。

H27
年

掲載

【菊池土木】　歩道拡幅については、用地交渉が困難な箇所であ
り、長年の課題となっていますが、歩道拡幅等に向け検討します。
除草・木の伐採は適宜対応します。

44
雑草の繁茂による歩道の妨げはいろいろな箇所でみられる。
学校や保護者から連絡があったら、速やかに関係部署、機関
に連絡し対応してほしい。

学校
教育
課

【学校教育課】　基本的には現地確認を行い、状況を把握したうえ
で関係機関へ連絡をしているところです。今後も速やかな連絡・対
応に努めたいと考えています。

45 正門前の道路 ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ等の安全措置をお願いしたい。 【建設課】　ｾﾞﾌﾞﾗ線を引く予定です。

46
合志中東のＪＡ集荷場から東
北東に向かう道路沿いの歩道

段差が大きい上に損傷箇所もあり、改善・修復が必要。
【建設課】　平成30年度に正門前の道路再舗装を計画しております
ので、その次年度移行に施工を検討します。

47
合志中東交差点（信号機あ
り）から500ｍ弱東直進した変
則交差点

横断が困難なため横断歩道を押しﾎﾞﾀﾝ信号設置あるいは道
路南側歩道等の整備が必要である。また、同付近の近接交差
点については、数ヶ所信号機が必要と思われる交差点があ
る。是非検討していただきたい。

H27
年

掲載

【大津警察署】　合志中からｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ交差点までの間に信号機が
5機設置されており、特に通勤時間帯に渋滞が発生しております。
そのために竹迫の商店街道路を抜け道として利用する車両が多く
住民からも対策の声が上がっています。そういう状況下では追加
の信号機を設置すれば更なる渋滞を来すおそれがあることからこ
れ以上の設置は困難と思われます。

48 明光義塾前の交差点
生徒たちの合流地点となっているため、大変混雑する。退避
場所の確保等が必要。

H27
年

掲載

49 竹迫再開発地区
現在進行中の竹迫再開発地区の歩道は、生徒の最大の通学
路である。万全の安全確保の対策をお願いしたい。

関係
機関
調査

【学校教育課】　開発に伴い、交通量も更に増大すると思われま
す。
関係機関と十分な協議を行い、通学路の安全確保に努めたいと考
えています。

50
北区方面から村上商店を右折
して介護施設ののんびり家の
ところまで

道幅も狭く危険だと感じます。また、街灯も少ない。
関係
機関
調査

【建設課】　ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞとｺﾝﾋﾞﾆが建っており、道路拡幅は難しいで
す。

51
三菱電機の裏 納骨堂付近
大池汚水処理ﾎﾟﾝﾌﾟ場付近

街灯が必要。、
大雨の際、用水路の水があふれて、自転車通学が危険。

関係
機関
調査

【交通防災課】　街灯設置については現地確認し、必要性も含め検
討します。

52 平田ﾌﾞﾛｯｸ付近 草が茂っていて、自転車で通学するのが危険。
関係
機関
調査

【建設課】　定期的に伐採します。

53 辻区 冬の通学時にｶｰﾌﾞﾐﾗｰが凍って見にくいので危ない。
関係
機関
調査

【学校教育課】　現地を確認しましたが要望箇所不明。具体的な箇
所を示してもらえれば、関係機関に対策について、調査依頼を行
います。

54 辻区（のんびり家付近）
草や竹などが多くてうっそうとしていて車が来るのが見えにく
い。

関係
機関
調査

【建設課】　定期的に伐採します。

55 東区
歩道に消火栓の標識があります。以前、自転車でぶつかり車
道の方に倒れそうになり危なかった。

関係
機関
調査

【交通防災課】　視認性を高める措置として標識に反射材を設置し
ました。

56
木原野公民館 ～ ﾕﾄﾘｯｸ団地
の間

歩道が狭い。街灯があると子どもたちの安全ができると思いま
す。

【交通防災課】　現地照査し、対応を検討します。

追加分

合
志
中

西
中


