
1 下町　地内
【市役所建設課】
現地確認の上、至急対応します。

2 野付　地内
【市役所建設課】
交通量及び道路構造等を鑑み現地調査し検討します。

3
上古閑～出分　地内
（県道30号線）

【県北広域本部土木部維持管理課】
路肩部の拡張により歩行スペースを確保（用地交渉が発生するた
め時間がかかる可能性がある。）H31以降、やさ道事業で要望しま
す。

4 原口　地内
【市役所交通防災課】
停止線の引き直しと、止まれ標示を行います。

5
平島～鹿水地内
（県道30号線　大津植木
線）

【市役所建設課】平島地内の交差点部分のことと思われますので、
現在進めている上群中林線道路改良計画に反映させます。

6
群地区：上群と裏門の間の
横断歩道

【市役所建設課】現地を確認し、外側線については工務班で対応し
ます。

7
泉ヶ丘地区：泉ヶ丘市民セ
ンター近くの交差点

【市役所建設課】
現地確認の上、カーブミラーの設置が必要かどうか判断します

8 泉ヶ丘地区：桜路中央出口
【市役所建設課】
横断指導線については工務班で対応します。

9

黒石原地区：学べる広場
交差点
建山・黒石原線ほか１路線
道路改良計画あり

【市役所建設課】
H３１年度に行う測量設計の中に対応を盛り込みます。

10

南群地内
幾久富1862-9番地横の橋
を含む道路

【市役所建設課】
県道熊本大津線に関連しているため、現地確認後、県へ依頼しま
す。

11 コープ前の横断歩道
【市役所建設課】
今年２月に実施済みです。

12 永江団地内
【市役所建設課】
現地は確認出来ていますが、歩道設置のための道路拡幅が困難
ですので、今までと同様、カラー舗装等の対応を検討します。

13 永江団地内（建山１号線）

【市役所交通防災課】
この路線を含む永江団地区は生活道路対策エリアとして指定され
ており、今後、地区、建設課、警察、学校、PTAなど関係者との協
議をすすめ対策を行っていきます。
【市役所建設課】
ゾーン３０で実施します。

14 永江団地内（建山３号線）

【市役所交通防災課】
１３番と同様。また、この路線を含む区域（永江団地南側）のゾーン
３０規制標示については平成３１年３月に設置されました。
【市役所建設課】
ゾーン３０で実施します。

15
合志中学校から合志小前
道路に出る交差点

【市役所交通防災課】
現地確認を行いましたところ、見通しは確保されていましたので、
生徒へ注意喚起を行い、現況での対応をお願いいたします。

16
合志小前道路
西の点滅信号付近

【市役所建設課】
H３１年度に道路拡幅のため測量設計を行います。

17
食奏うえの付近の坂道及
び交差点

【県北広域本部土木部維持管理課】
グレーチングのすべり止め対策や市道交差点部で一時停止するよ
う注意喚起の看板設置を検討します。（H31以降予定）

18 合志庁舎付近
【市役所建設課】
市役所南側の交差点付近は注意喚起のための路面表示を年度内
に実施します。

19
合志工業団地協同組合付
近交差点を西に入った道
路　県道４９号線

【県北広域本部土木部維持管理課】
歩道部の除草等により通行幅を確保します。随時実施中です。
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カーブミラーが設置してあるが、合志中から来るときに、
右への見通しが非常に悪く、危険である。

道幅が狭く、歩道もないため、自動車同士がすれ違う際、
自転車通学生に接近してしまう。

通学路の中で最も生徒で混雑する場所である。信号待機
する生徒が多くなる登校時間帯があり、坂道の中腹まで
生徒が連なってしまうこともある。また、坂道でスピードが
出やすく左折車も多いため、登校指導を行っている。具体
的には難しいと思うが、安全措置をお願いしたい箇所で
ある。

道路標示はあるものの、一時停止をしない自動車が多く
見られる。道路標示が消えかかっている部分があるた
め、可能であれば、塗り直しをお願いしたい。

片側にしか歩道がないため、自転車で逆走する通行人が
いる。道幅を広げられるのであれば、歩道の設置をお願
いしたい。

車の交通量も多く、スピード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。横断
歩道の設置を要望。

信号機はあるが、交通量が多く、右左折車両等の巻き込
みが心配である。

幾久富1936番地近辺の児童は、登校時右側に歩道がな
く路側帯も狭いため、一旦、ファミリーマートの方へ南下し
途中の横断歩道を渡り、左側の歩道を歩いて登校してい
る。その際、途中の橋を渡るが、路側帯が極端に狭くなっ
ている。特に橋の部分は白線を超えて歩かなければなら
ない状況で、通行中の車との接触の危険性が大である。
橋の部分の道路拡張か橋の手前に横断歩道設けてもら
いたい。
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横断歩道が消えかけている（通学路にはなっていない）

マックスバリュー永江団地店から南群コミュニティセンター
までの道路脇のカラー舗装。（通学児童や自転車通学の
中学生も多いが歩道がない。道が狭く車の交通量が非常
に多いため危険）

永江団地を東西に通る、南ヶ丘小学校及び合志中学校
への児童・生徒が通学する主要な道路である。より安全
に登下校できるように、道路標識等の整備が必要であ
る。

永江団地を東西に通る、南ヶ丘小学校及び合志中学校
への児童・生徒が通学する主要な道路である。より安全
に登下校できるように、道路標識等の整備が必要であ
る。
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ガードパイプの錆がひどく、ボルトが多数抜けており危険

Y字路で見通しが悪い。車が止まらずに進入して来るの
で危険

途中から歩道が無くなるのでここで県道を横断。横断歩
道なし。大津方面からの車がスピードを出して危険

狭い道から抜けた曲がり角。車が多いので飛び出しに注
意が必要

大型車が多く、スピードも出ているため危険
歩道が狭い。横断歩道を渡る場所の変更も検討する必
要があるのでは
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横断歩道付近の外側線が消えており、下校時において横
断待機待ちの児童の側を車両が通行することがあり危険

市民センターから泉ヶ丘方面への交差点。左はカーブ、
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。左側を見るカーブミラー
の設置が必要。

平成30年度　通学路における交通安全対策必要箇所一覧　　（平成31年3月末取りまとめ）
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20
小池区児童の通学路（ヰ
セキ農機とフレッシュ工房
の交差点）

【県北広域本部土木部維持管理課】
④地権者の協力により、道路と駐車場の段差解消ができ、車両通
行の巻き込み防止としてラバーボールを設置済です。

21
小池区児童の通学路（白
鳩園より県道３０号へ抜け
る農道）

【市役所交通防災課】
①については周辺地区からの要望を受け、平成３１年４月より現在
の時間帯通行規制７：００～８：３０を通学児童の通行時間帯に合
わせ７：００～８：００に変更されました。また、パトロールの依頼を行
います。

【市役所建設課】
県道大津植木線バイパスの計画があり、この市道と交差すること
から付近一帯の道路改良及び雨水排水計画を検討する必要があ
ります。
（県との協議　要）

22
本村・二塚区
セブンイレブンユーパレス
弁天前の交差点

【市役所交通防災課】
警察署への要望により、横断歩道については平成３１年３月に設
置されました。また、これまでの４方向の止まれ規制については、
同３月に南北の１車線道路のみとなり、東西路線については止ま
れ規制が外れ、優先道路となりました。

23
若原４A地区　野々島４４１
４　ひまわり台内の四つ角

【市役所交通防災課】
現地確認を行った結果、区で設置された看板でしたので、区と協議
します。

24 外園区
【県北広域本部土木部維持管理課】
側溝堆積土砂の撤去及び縁石部の水抜きの確保を行います。
（H31以降予定）

25 若原～大池
【市役所建設課】
側溝等の改修計画はありませんので、開溝部分の注意喚起のた
め反射板等の手立てを検討します。（灰塚大池２号線）

26

湯之端地区交差点・横断
歩道
野々島5135付近
（東区より）

【県北広域本部土木部維持管理課】
交差点部における歩行者溜まりの確保（やさ道事業で要望済み）
応急対策としてラバーポール設置を検討します。（H31以降予定）

27

野々島自動車付近の交差
点・横断歩道
野々島4859付近（東区よ
り）

【市役所交通防災課】
施工済みです。

28
大池神社付近
御代志869-1付近
（東大池区より）

【市役所建設課】
交通量調査等のため、現地確認をします。

29
有隣前通り
野々島4414-17付近
（若原4区より）

【市役所交通防災課】
カーブミラー、停止線の設置を行っており、生徒に注意喚起を行う
等現状での対応をお願いいたします。

30
御代志1648-128の前の四
差路
（若原①より）

【市役所交通防災課】
停止線の引き直し、及び止まれ、交差点十字標示を検討します。

31
御代志1661-142付近
（若原3Aより）

【市役所交通防災課】
現地確認しましたが、設置場所の確認が必要なため、要望者との
協議が必要となります。

32
野々島2091-155付近
（若原3Aより）

【市役所交通防災課】
現地確認しましたが、設置場所の確認が必要なため、要望者との
協議が必要となります。

カーブミラーの設置希望

七城方面より走行して来る車両が交差点に入り左折（西
中方面）する際に、生徒が横断中、停止する車両が少な
く、非常に危険である。
横断歩道が消えかかっている。

横断歩道が消えかかっている。

387方面から大池神社に向かう道が、特に歩道も無く交
通量が多い為危険である。

西中の裏門より自転車で出ようとした時に自転車と接触
事故が発生。カーブミラーはあるが少し見え辛いと思う。

みよし動物病院から大池方面に下って行った貯水池横の
四差路の所。通り抜け車両が多く減速せずに通るのでか
なり危険である。（先月も事故発生場所）

カーブミラーの設置希望
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③県道３０号の横断歩道に信号がなく、登下校時に交通
量が多く、スピードを出す車が多いので、危険な状況であ
る。
④県道３０号の横断歩道の所での待機が安全にできない
状況である。
【対策要望】
③については、信号設置をお願いしたい。
④については、フレッシュ工房の駐車場の一角を待機ス
ペースにできないかの検討をお願いしたい。

①進入制限（７：００～８：３０）が周知されていない状況
で、減速しない自動車も多く、児童の方が立ち止まりなが
ら登校している状況である。
②水はけが悪く、雨天時や田植え前に田んぼに水をはる
時期は、道路が川のような状態になり、歩行が困難な状
況である。
【対策要望】
①については、警察へのパトロールや規制確認の依頼を
お願いしたい。たとえば、許可が出ている車両とわかるよ
うな表示をお願いしたい。
②については、下水道等の整備を実施していただき水は
け の改善をお願いしたい。

交差点の交通量が多い。全方向から車両が次々来るの
で、登下校中児童が渡れず危険。
押しボタン式の信号機を設置してほしい。無理なら横断
歩道をつくってほしい。（横断歩道設置は、区長、市議に
もお願いしている。）

子どもたちの道路での遊び方（自転車の乗り方）が悪い
ので、各家庭で注意してもらう。
ペットの糞がよく落ちているので、マナーの徹底をしてほ
しい。
ひまわり台入り口の「飛び出し注意」の看板が壊れてい
る。早めの修理をしてほしい。

長野歯科医院横の通学路は、雨天時に水たまりができ、
危険である。大雨の時は深さ５センチ、幅が３ｍほどにな
る。

水路にふたがなく、危険。車道が狭く安全対策を。

西

中
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西合志南小運動場から三
つ石駅へ下る坂道

【市役所建設課】
現状として、道路の拡幅は困難です。民地への電柱移転となる場
合、所有者の同意が必要となります。

34
＜みずき台＞みたけや～
みずき大通り

【市役所交通防災課】
要望書にカーブミラー設置要望もありましたので区からの要望をお
願いいたします。

35
＜みずき台＞みたけや付
近

【市役所建設課】
雨水排水計画を検討します。

36 ＜東須屋＞二条通り
【市役所交通防災課】
場所の確認が必要なため、要望者との協議が必要となります。
その後警察署へ上伸します。

37 ＜新開＞楢山橋近辺
【市役所交通防災課】
現地確認いたしましたが、交差点部のカラー舗装、徐行標示、防犯
灯設置もされている為、現状での対応をお願いいたします。

38
＜新開＞西合志南中裏の
狭い通学路

【市役所交通防災課
現地確認を行い対策を検討します。

39 ＜新開＞よほう苑の横
【市役所交通防災課】
警察署より止まれの標識設置を行いました。

40
＜黒石＞須屋交番の道向
かいの踏切周辺

【市役所交通防災課】
現状での対応をお願いいたします。

41
＜黒石＞理容すや～セブ
ンイレブン

【市役所交通防災課】
横断指導線（カラー舗装）の設置は可能です。区からの要望をお願
いいたします。

42
＜黒石＞黒石グラウンド～
電波高専

【市役所建設課】
現地を確認します。

43
＜黒石＞市道須屋線と国
道387線との交差点

【県北広域本部土木部維持管理課】
交差点改良を行うことにより、歩車道分離を図り、通学者の安全を
確保するように対応する。

44
＜御代志＞御代志木原野
線

【市役所建設課・市役所都市計画課（区画）】
都市計画道路として市道整備を行います。国道部分については区
画整理事業により県と市で整備します。

45 ＜御代志＞すきや前
【県北広域本部土木部維持管理課】
H29に横断指導線を設置済み

46
＜陽光台＞ちぢいわ歯科
クリニックから陽光台に曲
がる道

【市役所交通防災課】
現地確認を行い対策を検討します。

47 新開公民館先変則十字路
【市役所建設課】
現地を確認します。

48
黒石原（2000-1324付近）
のコンビニがあるところの
交差点

【市役所建設課】
H３１測量・設計に盛り込みます。
（永・熊本線歩道整備事業）

49 永・熊本線
【市役所建設課】
H３１測量・設計に盛り込みます。
（永・熊本線歩道整備事業）

50 須屋2695-898付近の交差点

【市役所交通防災課】
新設校周辺道路については、歩行者・通学路対策として道路改良
も伴いますので道路管理者を含む市の関係課及び、警察署との協
議を進め対応を行っていきます。

51

学べる広場の交差点から
黒石原（2000-1324付近）
のコンビニまでの市道
（建山・黒石原線ほか１路
線）

【市役所建設課】
H３１測量・設計に盛り込みます。
（建山・黒石原線他１路線歩道整備事業）

離合できない程狭い道であるが、抜け道になっており、ス
ピードを出す車が多いため、一方通行化して欲しい。

陽光台団地の児童が主に通学する予定。車の通行量が
多く、交差点の見通しもよくない。安全な登下校には、信
号機や横断歩道は是非必要である。

横断が多いが、それに対する交通量も多く危険。道路標
識が何もないため、横断歩道等の整備が必要と思われ
る。

この交差点から黒石原（2000-1324付近）のコンビニまで
の市道については、黒石原地区の児童生徒約700人の
新設校への主な通学経路となり歩道は是非必要である。
また、左右と下方向から児童生徒が集中する交差点であ
り、スムーズな児童生徒の動線を確保するためにはｽｸﾗ
ﾝﾌﾞﾙ交差点が望ましい。

新
設
校
校
区

小
中
一
貫
校

新設校の主要な通学路となる予定。現在、信号機・横断
歩道なし。
安全な登下校には、信号機や横断歩道は是非必要であ
る。また、登校時には、黒石地区、陽光台地区の児童生
徒約900人が集中する交差点であり、スムーズな児童生
徒の動線を確保するためにはｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ交差点が望まし
い。

新設校校区（黒石原地区、陽光台地区。御代志地区）の
児童生徒の新設校に通学するメインの通学路となる。安
全な登下校のためには、歩道設置等の道路改良が必要
である。

交差点が鋭角で見通しが悪い。

住宅と逆側に歩道があるため、道路横断時に危険

ミキサー車の通行が多く、カーブもあり見通しが悪い。離
合の際に歩道内に車両が進入してくる。

通学時間帯において、交差点そばの歩道内をすり抜け・
通行する車両が見受けられる。

交通量が多い。歩道が片側にしかないが、横断歩道がな
い

交通量が多い。歩道が片側にしかないが、横断歩道がな
い

西

南

中

校

区

片側に青色で塗られた歩道帯があるが、道幅も狭く、コン
クリート壁に付け足してブロック塀もある。また、電柱があ
り車の離合ができない状態である。できれば電柱移動を
お願いしたい。

西

東

小

一旦停止をしない車・自転車が多い。通り抜けの車が多
い。

道路の水はけが悪く、通学時、車に水をかけられる。

横断歩道がなく、車もスピードを出している。白線内を歩
いていても、車が白線内まで進入してくる。

一旦停止していない車が多い。通学路が暗い。

道が狭いが、車がスピードを出して走行している。

年に数回、交通事故が発生している。


