
①合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

1 合志⼩ 1 ⽵迫2013番地付近〜幾久富９９
８−２付近

児童の登下校時の交通量が多く、歩⾏者⽤のス
ペースが狭くて危険である。

【交通防災課】横断旗をご活⽤ください。
【建設課】⻘枠の検討します

2 合志⼩ 2 ⽵迫2013番地付近
変則四差路で、登下校時間の交通量が多い。歩道
も狭く、信号もない。

【交通防災課】変則四差路で道路が狭く信号機設置が出
来ません。県警との協議済みの箇所です。横断旗設置し
ていますので利⽤をお願いします。

3 合志南⼩ 1
豊岡２２２４−６２ 本多
商店付近

スピードを出す⾞が多い為、歩⾏者が横断する
際、右折左折する⾞が危険なことがある。

【合志南⼩】登下校時は特に左右確認を徹底して横断す
るよう指導します。

4 合志南⼩ 2 幾久富１７５８−７０付近

変則交差点で、⾒通しが悪いが、スピードを落
とす⾞は少ない。
⾞の交通量が多い。

【交通防災課】熊本北合志警察署にパトロール依頼を⾏
います。
【合志南⼩】児童へ安全指導を⾏います。

5 合志南⼩ 3 幾久富１９０６−４付近

⾃転⾞、歩⾏者、⾞両のいずれも多い。通学の
際、信号機に向かう歩道が狭く、とても危険で
ある。

【県⼟⽊事務所】路側帯、横断歩道のカラー化等につい
て、令和3年度補正予算を要求中です。予算化され次第
対策⼯事を実施予定です。
【合志南⼩】通学路を変更しました。

6 合志南⼩ 4 豊岡２２２４−３２付近

交通量が多く、スピードもでているので歩⾏の
タイミングがとれない。

【交通防災課】北側交差点に信号機が設置されましたの
で安全のため、北側交差点の利⽤をお願いします。
【合志南⼩】登校時、左右確認を必ず⾏って横断するよ
う指導します。

7 合志南⼩ 5 豊岡下群バス停付近 深い⽤⽔路があり、ガードレール周辺は⽊が⽣
い茂っている。

【建設課】刈⼊等対応しました。
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①合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

8 合志南⼩ 6
豊岡２０００−１６０５付
近

横断歩道が設置され改善されたが、依然交通量
の多いため、登校時に保護者が横断を⼿助けし
ている

【交通防災課】現地確認します。

9 合志南⼩ 7 豊岡２０００−３２８付近

通勤時の抜け道になっているため、⾞の通りが
多くスピードを出している。

【交通防災課】安全に横断するために横断旗の利⽤をお
願いいたします。
【合志南⼩】登下校時、左右確認を必ず⾏い、横断する
よう指導します。

10 合志南⼩ 8 下群酒井商店前

歩道がなく、通勤時の抜け道になっているた
め、⾞の通りが多くスピードを出している。⾒
通しが悪い。

注意喚起看板は区で設置予定です。
【合志南⼩】⼗分注意するよう指導します。

11 合志南⼩ 9 豊岡２２２４−３２付近 信号機が設置されているが、中学⽣の通学路と
重なり、⾃転⾞が多く通⾏しにくい。

【建設課】信号の待ち場所について歩道溜まりを整備予
定です。

12 合志南⼩ 10 豊岡２３４４−６付近
通勤時の抜け道になっているため、⾞の通りが
多くスピードを出している。
歩道が⽚側しかなく、路側帯も狭い。

【建設課】歩道等整備改良計画を予定しています。
【上群中林線（豊岡⼯区）歩道等整備事業】

13 合志南⼩ 11 豊岡２２１７−５８付近

横断歩道ができたが、スピードを出したまま通
る⾃動⾞・⾃転⾞が多い。

【交通防災課】横断歩道が設置されるまでの代替えとし
て区からカラー舗装の要望があっていましたがR3.3⽉に
横断歩道が設置されました。
【合志南⼩】登下校時、左右確認を必ず⾏い横断するよ
う指導します。
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①合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

14 合志南⼩ 12
豊岡２０００−１３７１付
近

通学路がとても狭い為、登校時には、中学⽣の
⾃転⾞や通勤の⾞でとても混雑している。
路上駐⾞があるため児童と⾞との距離が近く、
とても危険である。

注意喚起看板は区で設置予定です。
【合志南⼩】登校時、⼀列になって歩くよう指導しま
す。

15 合志南⼩ 13
豊岡２０００−１１９９付
近

旧ポプラから北公園に⾏く途中の⼗字路が、交
通量多い。

【交通防災課】信号機の設置スペースが確保できない事
から区画線表⽰を検討しています。

16 合志南⼩ 14
豊岡２０７７−２４７７付
近

迂回先まで歩道が無く、交通量が多いため危険
である。

【交通防災課】横断指導線を設置しました。横断指導線
のご利⽤をお願いいたします。

17 合志南⼩ 15 豊岡２０００−６２８付近
道路は整備され歩道もできたが、依然交通量が
多く⼀旦停⽌しない⾞がある。

【合志南⼩】登下校時、⾞に巻き込まれる危険性が⾼く
なるので、左右確認を必ず⾏い、⼗分注意して横断する
ように指導します。

18 合志南⼩ 16 豊岡２５２６−１４付近 通学路は⼩中学⽣で混雑する。 【交通防災課】横断指導線を設置しました。横断指導線
のご利⽤をお願いいたします。

19 合志南⼩ 17 幾久富１９４７−７付近

市⺠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。

【⽣涯学習課】⽊の伐採済みです。

20 合志南⼩ 18 豊岡２０００−６０３付近 以前より歩道が広く整備されたが、スピードを
出して坂を下っていく⾃転⾞が多い。

【合志南⼩】歩道の内側によって歩くよう、また⾃転⾞
に気を付けるよう指導します。
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①合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

21 合志南⼩ 19 幾久富１９４７−７付近

横断歩道がなく、⼦どもたちも左右確認をしな
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。

【交通防災課】横断歩道をR3.3⽉に設置しました。（要
望書では桜路区の正⾯⼊⼝交差点付近への設置でしたが
安全性を⾼めるため、道路東側に設置しています。）

22 合志南⼩ 20 豊岡２５２６−９付近
歩道の幅が狭く、⾞の交通量が多い。 【合志南⼩】登下校時、左右確認を必ず⾏い、横断する

ように指導します

23 南ヶ丘⼩ 1
幾久富１９０９−５２８ 横断歩道は整備されくっきりと表⽰されている。

通学路には使⽤していない。
従来通り、通学路として使⽤しません。

24 南ヶ丘⼩ 2
幾久富1909番48 六叉路になっており、交通量も多い。

従来通り、通学路として使⽤しません。

25 南ヶ丘⼩ 3
幾久富１６５６−３３ 交通量が多いため、危険箇所であることは理解さ

れている。
従来通り、通学路として使⽤しません。

26 南ヶ丘⼩ 4
幾久富 県道49号 道路が狭く、交通量が多い。 【県⼟⽊事務所】路側のカラー化については、令和3年

度補正予算を要求中です。予算化され次第対策⼯事を実
施予定です。

27 南ヶ丘⼩ 5

幾久富 県道49号 ⼗分な路側帯もなく、危険である。
【県⼟⽊事務所】路側のカラー化については、令和3年
度補正予算を要求中です。予算化され次第対策⼯事を実
施予定です。

28 南ヶ丘⼩ 6
幾久富1866-1116 児童の通学路になっているが、⻘⾊の路側帯から渡る

時が危ない。横断歩道の⾊も薄くなってきている。
【交通防災課】横断指導線を活⽤してください
【建設課】横断指導線・外側線等の引き直しを⾏いま
す。

29 合志中 1 幾久富1337付近
道幅が狭く、左側の路側帯、右側の歩道も狭い。 【合志中】可能な限り、路側帯の中で左右確認、通⾏す

るよう指導を継続します。
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①合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

30 合志中 2 ⽵迫１９１３付近
変則四叉路で交通量が多い。

【交通防災課】横断旗設置（合志⼩2と同様）

31 合志中 3 栄３４２９−３付近
信号機がなく、交通量が多い。⼀時停⽌する⾞両
が横断歩道内に侵⼊する。

【交通防災課】信号機が設置済みです。

32 合志中 4
合志中裏⾨⻄の交差点を南
に進んだ先の坂道付近

⾬⾵の後に、草⽊や⽵が散乱したり、垂れ下がっ
たりしていて通⾏の妨げとなり、⾮常に危険であ
る。

【建設課】樹⽊の伐採は対応済です。

33 合志中 5 豊岡２３６４−１付近

登下校時は⼩学⽣と中学⽣が横断歩道を渡ること
が多く、交通量も多いため危険な状況である。
【上群中林線（豊岡⼯区）】

【建設課】歩道等整備改良計画を予定しています。
【上群中林線（豊岡⼯区）歩道等整備事業】
【合志中】定期的な⾒回りと、歩⾏者が優先であること
を継続して指導していきます。

34 合志中 6
下群納⾻堂及び⾃衛隊⾃動
⾞教習所付近

信号機が新たに設置された。信号を渡った後の歩
道が狭い。

【建設課】歩道溜まりを整備予定です。

35 合志中 7 豊岡１８５７付近
⽚側にしか歩道がなく、路側帯が狭い。 【合志中】⾃転⾞通学について、原則して後続の⾞両に

気を付けて通⾏するよう指導を継続します。

36 合志中 8
幾久富１８６６−１１１６
付近

歩道が狭く、⼩学⽣の通⾏と重なるため危険な状
況。

【建設課】横断指導線・外側線等の引き直しを⾏いまし
た。

37 合志中 9

幾久富１６００−７付近
（合志⼯業団地協同組合付
近）〜
豊岡２２２４−６２付近
(本多商店付近）

街灯が少なく、危険。
⾬⾵の後に、草⽊や⽵が散乱したり垂れ下がって
いて通⾏の危険。

【建設課】歩道の樹⽊については、県の対応になりま
す。
【交通防災課】防犯灯が切れている個所について修繕を
⾏います。
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①合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

38 合志中 10
ヴィーブル横の坂（⾷奏う
えの付近）

⾬天時は⼟砂が崩れる危険性がある。時期によっ
て草⽊が伸びきっていることがある。

【建設課】駐⾞場の状況等も踏まえ、県で検討します。

39 合志中 11 合志中裏⾨前
合志中の裏⾨前の歩道のブロックが途切れてい
る。

⾞の出⼊りのため、⾨の前はブロックを設置していませ
ん。

40 合志中 12
豊岡2502ｰ2
付近

雑草や⽵などが⽣い茂り道がとても狭い。 【建設課】県道になりますので⽊の伐採については県が
対応しています。

41 合志中 13
番地なし
とよおか保育園付近

信号のない交差点で抜け道として使う⾞も多い。
⽚道にしか歩道がなく、斜め横断の⽣徒も多い。

【交通防災課】横断歩道が消えていますので警察署へ要
望します。

42 合志中 14
番地なし
JT付近

交差点の歩道と⾞道の境が曖昧になっている。⾃
転⾞が道からはみ出している時がある。

【建設課】線の引き直しを⾏いました。歩道に停⽌線を
引くことはできません。
【合志中】⼗分注意して通⾏するよう指導します。
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②⻄合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

1 第⼀⼩ 1
辻久保３８２９番地付
近

歩道も狭く、⾃動⾞の通⾏量が多く、横
断する時に危険を感じる。

【北合志警察署】横断歩道の塗りなおしを⾏います。

2 中央⼩ 1
野々島５０３３付近
(東⽀線2号線）

Ｙショップとガソリンスタンドの間の坂道を
スピード出している⾞がある。

【県⼟⽊事務所】県道は歩道設置⼯事実施中、3⽉竣⼯
予定です。市道では路側線等の線の引き直しを来年度
以降対応予定です

3 中央⼩ 2
野々島３１４５−１
付近

⼤⾬の時に、⽔が溢れる。
アスファルト舗装済です。

4 中央⼩ 3
野々島4414-17
（若原線）

「介護⽼⼈保健施設 有隣」への⾞の出⼊りが
多い。

【建設課】有隣からの出⼊り⼝の道路にラバーポール
設置を来年度以降検討します。

5 中央⼩ 4
御代志２０９１−６３
付近

歩道の向かい側から通学する⼦ども達は、道
路を横切って、横断している。

【中央⼩】登下校時、左右確認を必ず⾏って横断する
ように指導します。

6 中央⼩ 5
 野々島４７８７−１８
付近

過去に⾃動⾞との接触事故があった。⾒通し
のある交差点ではあるが、スピードを出す⾞
が多い。

【中央⼩】登下校時、左右確認を必ず⾏って横断する
ように指導します。

7 中央⼩ 6 野々島3321
カーブになって⾒通しが悪い。歩道がない。
⾞のスピードが出ている

【建設課】路側線の引き直しを検討します。
【交通防災課】関係者と協議のうえ⾞両への注意喚起
として路⾯標⽰を検討いたします。

8 中央⼩ 7 野々島4832
横断歩道がない 【交通防災課】要望個所は交差点の東⻄を横断するた

めの横断歩道と解釈いたします。関係機関と協議いた
します。
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②⻄合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

9 中央⼩ 8 野々島4393
左右の⾒通しが悪い。カーブミラーもないた
め、道路を渡りづらい。

【交通防災課】要望個所交差点の視認性は確保できて
いると考えますので、現状でのご対応をお願いいたし
ます。

10 中央⼩ 9
御代志1373 ⼤池神社
付近

⾒通しが悪い。 【交通防災課】関係者と協議のうえ⾞両への注意喚起
として路⾯標⽰を検討いたします。

11 中央⼩ 10
御代志2091-243 進学
塾ウィル若原教室付近
交差点

⾞の通⾏が多く、横断しにくい 【交通防災課】横断旗の設置を予定しています。
【中央⼩】登下校時は特に左右確認を徹底して横断す
るように指導します。

12 中央⼩ 11 御代志2086-134

ひまわり公園⾓の⼗字路が⾒通しが悪い 【交通防災課】カーブミラーも設置されており現状で
のご対応をお願いいたします。
【中央⼩】児童の登下校時の安全確認と⾒守りを徹底
します。

13 ⻄中 1 御代志1661ー324
左右を確認しても⾒えづらい。

【交通防災課】現地を確認します。

14 ⻄中 2 野々島4382
⻄合志中央⼩の正⾨前

⾞がスピードを出して危険
【建設課】県へ要望します。
【交通防災課】横断歩道の看板の向きを修繕します。

15 ⻄中 3 野々島4393ー1
⻄合志中の正⾨前

⾞がスピードを出して危険 【⻄中】⽣徒への交通マナーの徹底を指導します。

16 ⻄中 4
御代志2066ー192
ひまわり公園⼊⼝のカーブ（⼗
字路）

７⽉上旬に⾃動⾞と⾃転⾞の事故があり危険 【交通防災課】路⾯標⽰（⼗字マーク）を検討しま
す。

8/20



②⻄合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

17 ⻄中 5 ⼤池神社からの三菱裏のカーブ
ミラー

カーブミラーが⾒えない
【交通防災課】⾓度の調整をします

18 ⻄中 6 御代志997
三菱の裏

裏の川が氾濫する
【⼟地改良区】現地確認を⾏います。

19 ⻄中 7 合⽣4047ー2
三陽の裏⼿の家

⽊が⾶び出している 現地確認時には、⽊の⾶び出しは確認されませんでし
た。

20 ⻄中 8
御代志997
三菱の裏

道が暗い 【交通防災課】区での設置をお願いいたします。防犯
灯設置補助⾦のご活⽤をご検討ください。

21 ⻄中 9 野々島5791
マツダ⾃動⾞前の道のくぼみ

⽔が溜まる 【建設課】県へ要望していきます。

22 ⻄中 10 野々島5135
オカベの看板の四つ⾓

⽣徒が⾞に巻き込まれそうになる 【建設課】県へ要望していきます（外側線、カラー舗
装など）

23 ⻄中 11 野々島5135
オカベの看板の四つ⾓

朝の渋滞で横断歩道上に⾞が⽌まり、渡りに
くいときがある

【⻄中】⼗分安全確認をして通学するよう指導を徹底
します。
【交通防災課】市でも早朝パトロールを⾏っていま
す。

24 ⻄中 12 須屋2355ｰ2
セブンイレブン⽊原野店

縁⽯が撤去されていない 【建設課】県へ要望します。

25 ⻄中 13
野々島5574ｰ1
クラージュテニススクー
ル前

冠⽔する
【建設課】県へ要望します。
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②⻄合志中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

26 ⻄中 14 野々島5483ｰ2
坂井幸吉商店前

敷地の壁が⾼く道路から⼈が⾒えない 【交通防災課】区からも以前要望がありましたが、視
認性が確保されるため、現状でのご対応をお願いして
います。

27 ⻄中 15 周りが畑で番地はなし
北区から城に⾏く道に街灯がない 【交通防災課】区での設置をお願いいたします。防犯

灯設置補助⾦のご活⽤をご検討ください。
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③⻄合志南中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

1 ⻄南⼩ 1 須屋1833-15付近
たけうち⻭科医院前道路の向かい側登り道（⻄南⼩へ
の上がり⼝）の⾚いポールが破損している。 【建設課】対応済です。

2 ⻄南⼩ 2 須屋1931-10付近
国道３８７号沿いほっともっと（南須屋）横から⼊っ
た最初の交差点ミラーが⾒えずらい。 【交通防災課】修繕します

3 ⻄南⼩ 3 須屋1425-1付近
ナカシマセブンクリニック前から東⽅⾯の道路が狭
く、また、カーブしており、更にミラーも⾒にくく危
険

【交通防災課】⾓度調整を⾏いました。

4 ⻄南⼩ 4

的場の点滅信号から
南⽅⾯に⼊った柿の
⽊⼗字路（須屋403-
8）付近

朝の時間帯制限を守らず進⼊してくる⾞が多く、道も
狭いため登校児童が危険 【交通防災課】警察署へパトロールを依頼します。

【建設課】外側線の引き直しを検討します。

5 ⻄東⼩ 1 須屋1458-101付近 ⼆条通りを横断する児童が多いが、スピードを出す⾞が多
く、横断歩道の数が少ないため朝の時間が危険。

【交通防災課】区より通⾏⾞両のスピード抑制が出来
ないか要望があっており、警察署へ30キロ速度規制標
⽰の増設要望を出しています。

6 ⻄東⼩ 2 須屋1459-3付近
⼆条通りから⾼速横に出る際、⼀旦停⽌だが守らず横断歩
道を超えて緩める⾞が多い。⽌まる⾞が少ないうえに、横
断歩道が消えている。

【交通防災課】警察署へ要望しています。

7 ⻄東⼩ 3 須屋1505-4付近
歩道に草⽊がはみ出ていて、それを避けるために児童が縁
⽯に乗ったり、⾞道に出て歩いている。草⽊が⽣い茂り暗
いため、不審者など出ないか⼼配。

【建設課】対応済です。

8 ⻄東⼩ 4
須屋2972-15付近
（新開線）

⾼速道路⽅⾯より抜け道として通⾏している⾞が多く、ス
ピードも出ているため、通学時などに危険を感じる。

【建設課】外側線の検討します。【⻄合市東⼩学校4】

9 ⻄東⼩ 5 須屋2903-12付近 スピードを出して⼤きく膨らんで曲がりながら通⾏する⾞
が多く危険。

【交通防災課】交差点部に区画線表⽰を施⼯しまし
た。
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③⻄合志南中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

10 ⻄東⼩ 6 須屋2972-108付近 ⾞がスピードを出して⾛⾏している。交通量が多く、過去
に交通事故も発⽣している。

【建設課】カラー舗装を検討します。

11 ⻄東⼩ 7 須屋2972-84付近 交差点の⾒通しが悪い。交通量が多い。 【交通防災課】現地調査を⾏います。

12 ⻄東⼩ 8 須屋2982-141付近 ⼀時停⽌を無視して⾶び出す⾞がある。カーブになってい
るが、対向⾞を確認せずに右折する⾞がいる。

【交通防災課】現地調査を⾏います。

13 ⻄東⼩ 9 須屋1769-1付近 さくら公園から横断歩道のない場所を通⾏。カーブミラー
も⼩さく、くすんでいる。

【交通防災課】横断歩道の新設については警察署と市
で現地調査を実施済です。
カーブミラーを確認

14 ⻄東⼩ 10 須屋1635-204付近 ⾞がスピードを出して⾛⾏している。
【⻄東⼩】左右確認を⼗分に⾏うよう、安全指導を徹
底します。

15 ⻄東⼩ 11 須屋2972-67付近 変則四差路のため⾞が⾒えにくい。 【交通防災課】カーブミラーを調整します。

16 ⻄東⼩ 12 須屋2895-6付近 ⾞⽌めの横を減速せず通り抜けるバイクが多く、児童と接
触しかける事案が起きている。

【交通防災課】道路管理者と協議し注意喚起表⽰等を
検討します。

17 ⻄東⼩ 13 須屋2893-9付近 横断歩道の⽩線が薄れ消えかけている。
【交通防災課】警察署へ横断歩道の引直し要望を⾏い
ます。

18 ⻄東⼩ 14 須屋2675-5付近 左右から来る⾞がカーブミラーに映らず⾒えづらい。 【交通防災課】現地の確認を⾏います。

19 ⻄東⼩ 15 須屋2675-5付近
集中豪⾬に時、⼦供の太ももから腰あたりまで道路が冠
⽔。⼩降りになると凄い勢いでその⽔が調整池まで流れ
る。下校時間と重なれば下校できないし危険。

【下⽔道課】令和3年度から令和6年度までの4年間で
⼯事を完了し、令和6年度中に供⽤開始を⽬指して進め
ているところです。
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③⻄合志南中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

20 ⻄東⼩ 16 須屋2860-1付近 ⾃動販売機が陰になり、左右確認しづらい。
【交通防災課】横断歩道にストップマークの設置を検
討します

21 ⻄東⼩ 17 須屋2583-3付近 朝の通学時に⾞の交通量が多く危険。 【建設課】外側線の検討します。

22 ⻄東⼩ 18 須屋2948付近 くすんでいて⾒えにくい。児童が来ていないかなどの確認
もしづらい。

【交通防災課】随時修繕します。

23 ⻄東⼩ 19 須屋2948付近 ⾬の⽇、正⾨前に⼤きな⽔溜まりができる。⾞が通りすぎ
る際、⽔を跳ね上げるため、かなり濡れる。

【建設課】合材補修を⾏いましたので
様⼦⾒をお願いします。

24 ⻄東⼩ 20
須屋2862-5付近
（⿊⽯新開線）

朝の通学時、⼣⽅、共に⾞の交通量が⼤変多く渋滞してい
る。学校に⾏くには渡るしかないが、横断歩道もない為と
ても危険。

【交通防災課】関係機関と現地確認しました。
【建設課】横断指導線と外側線の引き直しを⾏いまし
た。

25 ⻄東⼩ 21 須屋2916付近 ミラーはあるが、⼩学校⽅⾯の道がカーブになっており、
⾒通しが悪い。スピードが出ている⾞も多い。

【建設課】ブルーライン等を検討します。

26 ⻄東⼩ 22 須屋3680付近

ブルーラインで交差点であることを強調しているが、⼀旦
停⽌の標識がないので交差点で交わる双⽅の⾞が⽌まらず
に侵⼊してしまう。何度も事故が起こっている。双⽅の道
幅が同じくらいな為、優先道路を⾛っている感覚になる。

【交通防災課】令和４年度に区画線設置を予定してい
ます。

27 ⻄東⼩ 23 須屋3547付近 みずき台テニスコート南側の歩道の植栽が⽣い茂って通り
づらい。

【建設課】定期的に伐採してます。
こまめに⾒廻りし確認します。

28 ⻄東⼩ 24 須屋3746付近 プラザ通りで、⾞がスピードを出して⾛⾏している。カー
ブミラーや⼀旦停⽌、通学路の標識が何もない。

【⻄東⼩】登校時、左右確認を必ず⾏い注意して登校
するよう指導する。

29 ⻄南中 1 須屋3673
みずき台千々岩⻭科付近。道路は狭いが、登下校の時
間帯の交通量が⾮常に多い。

【⻄南中】歩道内で歩⾏者がいる場合は、⾃転⾞は押
して歩き、お互いに交通マナーを守って安全に登校す
るよう指導します。
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③⻄合志南中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

30 ⻄南中 2 須屋２８６３−３
セブンイレブン合志⻄南中⼊⼝店付近。信号機、横断
歩道は設置してあるが、⾃動⾞同⼠の事故も多く、道
の横断が危険。

【⻄南中】信号を守り、安全に注意して横断するよう
指導します
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④合志楓の森中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

1 楓の森⼩ 1
栄付近
（鶴の森交差点）

横断歩道の幅が狭い 【交通防災課】交差点部の⽩線引き直し及び歩⾏者た
まりにカラー舗装を設置しました。

2 楓の森⼩ 2
豊岡２０００−１１１
付近

歩道を横断する⾞が多い 【交通防災課・建設課】コンビニ南側のT字路に横断
指導線を施⼯しました。

3 楓の森⼩ 3
豊岡１９００−９６付
近

⾞と児童がすれすれで通⾏している。⻘信号が
短い

【建設課】今年度ポール設置を発注済です。交差点の
改良を予定してます。

4 楓の森⼩ 4
豊岡２０００−１５８
付近

歩道が無い
【建設課】今後設置計画策定中。歩道整備予定です。

5 楓の森⼩ 5 合志市栄付近

通学路に使⽤している道路が狭い
【交通防災課】スピード規制について、警察署と協議
します。

6 楓の森⼩ 6
合志市栄３７９４−１
１３付近

ゴミステーションのある交差点 【楓の森⼩】登下校時は、左右確認を徹底して横断す
るよう指導します。

7 楓の森⼩ 7
合志市須屋２６９５−
８２３付近

表⽰はあるものの、どこを通って良いのかわか
りづらい。

【交通防災課】緑⾊の横断指導線は⾞の運転⼿などか
ら道路を横断する歩⾏者の視認性を⾼める為設置して
いるものです。道路を横断するときは横断指導線のご
活⽤をお願いいたします。

8 楓の森⼩ 8
合志市須屋２６９５−
７０１付近

交通量の多い交差点で住宅街の中ではあるが、
スピードを出してくる⾞が多い。

【交通防災課】区からの要望もあっています。スピー
ド規制について警察署と協議します。

15/20



④合志楓の森中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

9 楓の森⼩ 9

御代志1856-1〜2049
（御代志植⽊線）

歩道がないため歩⾏者も⾃転⾞も危険。
【交通防災課】居酒屋ふるしょう前にR3.3⽉に横断歩
道が新設されました。区からも横断歩道を増やすよう
要望があっていますので関係機関と協議を⾏います。
【建設課】ブルーライン等の設置を検討します。

10 楓の森⼩ 10
御代志1856-1〜1917-8 住宅地の中を通り抜けるトラックや乗⽤⾞が多い。

カーブにより⾒通しが悪い。
【建設課】歩⾏者のために徐⾏の⽂字を書く、外側線
の設置等を検討します。

11 楓の森⼩ 11
御代志1736-4〜1917-8
【御代志⽊原野線】

国道からの通り抜け道路に利⽤されスピードを出し
た⾞が多い。⾬天時は冠⽔する。

【建設課】歩道等整備改良⼯事を実施中です。
【御代志⽊原野線歩道等整備事業】

12 楓の森⼩ 12

御代志1739-7〜1736-4 歩道がなく危険 【⼟地区画整理室】すき家南側の道路（御代志⽊原野
線）については、御代志⼟地区画整理事業及び建設課
道路拡幅⼯事に伴い、⽚側1⾞線（計2⾞線）と⽚側歩
道の整備を予定しております。
課題である⾬⽔対策については、道路両側に側溝を整
備する予定です。

13 楓の森⼩ 13
熊本再春荘医療センター
前の歩道付近

道路脇フェンスに巻き付いた草。
【建設課】除草作業のこまめな実施をします。

14 楓の森⼩ 14
九州沖縄農研⼊⼝〜熊本
⾼専駅向かい側付近

⾬天時に⽔が溜まる。 【県⼟⽊事務所】令和4年度に予算を要求中です。予算
化され次第、対策⼯事を実施予定です。

15 楓の森⼩ 15 御代志1810-5〜1838-12 通⾏量が多く危険 【北合志警察署】パトロール依頼を⾏いました。
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④合志楓の森中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

16 楓の森⼩ 16

須屋2662 踏切と交差点が混在し危険。 【⼟地区画整理室】
現在合志市が進めている御代志⼟地区画整理事業に伴
い、熊本電鉄の軌道の移設及び、合志市道のクランク
交差点解消のための道路改良⼯事を⾏う予定です。
（別添図参照）
⼯事については今年度から着⼯しており、令和4年度末
の完了を⽬指しております。
⼯事中の通学路の安全確保については、仮設歩道等を
設置するなどの対策を⾏う予定です。

17 楓の森⼩ 17
再春医療センター職員駐
⾞場⼊り⼝〜楓の森⼩学
校までの歩道

⾞道と歩道の間に縁⽯がなく危険
【建設課】路側線等引く対応をします

18 楓の森⼩ 18
再開発による道路全域に
ついて

道路拡幅後の懸念（安全性は⾼まると思われるが、
交通量が増えることで危険になる部分もあるのでは
ないか）

【建設課】改良計画の中で安全確認したうえで進め、
今後経過をみて検討します。

19 楓の森⼩ 19 ルーロ合志〜ファミリー
マート付近

横断歩道のみで危険 【建設課】今年度対応済です。

20 楓の森中 1
合志市栄1793付近
再春医療センター前〜
学校

歩道と⾞道の間に何もない
【建設課】外側線等の引き直しを⾏いました。
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④合志楓の森中校区

連番 学校 対応箇所 対策必要箇所の状況 関係機関対応内容

21 楓の森中 2
合志市須屋2695地付近
ソーラーパネル近く

歩道がなく、通勤の⾞の通⾏量も多いため⼤変
危険。ファミマから⻄沖住宅への抜け道になっ
ている。 先⽇は⼤型トラックがLAWSON⽅⾯
から何台もきて離合が難しく渋滞がおきてい
た。

【交通防災課】関係機関と協議を⾏います。

22 楓の森中 3

合志市須屋2695−651
付近
中川シロアリ研究所近
くの交差点

グリーン⾊の道路(横断歩道)を渡ろうとする児
童や⽣徒を避けようと⾞が道路中央を⾛ってい
る。また、住宅に隠れて⼦供たちが⾒えにく
く、⼤変危険。
また、中川シロアリ研究所の⾞が道路にはみ出
して駐⾞してあるから危ない。

【交通防災課】区域内の交通安全対策は関係機関や地
域住⺠と協議のうえ⾏っており、ご要望個所も令和２
年度に設置されました。現在のところ移設は予定して
おりませんが必要性に応じた柔軟な対応をすべきと考
えますので現地⽴ち合いなど含めて随時ご相談くださ
い。
【楓の森⼩】⼗分に注意するよう安全指導を⾏いま
す。

23 楓の森中 4

合志市豊岡1900付近
バイク屋(アクセル)〜
⿊⽯原コミュニティセ
ンター

通り抜けの⾞が多い
【建設課】安全対策の要検討→合同点検へ（交通防災
と再度協議）

24 楓の森中 5
合志市栄3792付近
⿊⽯原ハピフル公園〜
HIシステック〜ソー
ラーパネル横横断歩道

⽣垣が死⾓となって登校時は⾞が⾒えない(⾞
側も歩⾏者が⾒えない) 。ダンプカーの往来あ
り、時間帯によっては道幅狭い為巻き込みの危
険あり

【交通防災課】関係機関と協議を⾏います。
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25 楓の森中 6
合志市豊岡2000付近
学べる広場交差点〜北
側道路

信号待ちをする場所が狭く、歩⾏者信号も⻘が
短い 。通勤時間帯と通学時間が重なっており、
右折⾞両が右折できず、後続直進⾞も⽌めてい
る。そのため、⾚信号になっているのに交差点
へ猛スピードで突っ込んでくる⾞が多い。歩道
が未整備。⽔たまりもできる。
【建⼭・⿊⽯原線他1路線】

【建設課】歩道等整備改良事業を実施中です。
【建⼭・⿊⽯原線他1路線歩道等整備事業】

26 楓の森中 7
合志市須屋2000付近
笹原交差点

４⽅向から⾞が交差し、危険。⽅向によっては
⾒通しも悪く、事故も実際多い所である。

【交通防災課】関係機関と協議します。

27 楓の森中 8

合志市豊岡2000付近
コーポラスたかき前道
路、レンガの家住宅地
の脇道

合志市豊岡コーポラスたかき前道路、レンガの
家住宅地の脇道から出てくる⾞や歩⾏者、死⾓
になっていて危険。

【交通防災課】現地確認します。

28 楓の森中 9
合志市豊岡1900付近
三⾓公園（⾃衛隊⼊⼝）交差点
学校までの細い通学路

⾒通しが悪く事故が多い。
【楓の森中】⽣徒へ安全指導を⾏います

29 楓の森中 10
合志市豊岡2000付近
デイリー横の道 デイリー出⼊り
⼝

コンビニの横の道へ信号に合わせて⾞が出⼊りしている。
【楓の森中】⽣徒へ安全指導を⾏います

30 楓の森中 11 合志市栄3793付近
学校前ローソン付近

学校前が⼤⾬で冠⽔
【建設課】対応は適宜⾏っております。

31 楓の森中 12
合志市栄3793付近
楓の森中学校前の道路で、道路
わきに縁⽯近くに段差がある場
所

道路脇に段差有り。カラーコーンは置いてあるが、ハンド
ルを取られて縁⽯を乗り上げ 学校側へ⾞が突っ込む可能
性。

【建設課】対応済です
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32 楓の森中 13 合志市御代志1733付近
すき家からの直線道路

交通量は多いし、スピードが出ている⾞も多い
し⼼配。

【⼟地区画整理室】
現在合志市が進めている御代志⼟地区画整理事業に伴
い、国道387号の改良⼯事を⾏う計画としておりま
す。改良後は、国道両側に幅員3.5ｍの歩道を整備する
予定です。改良⼯事については熊本県が施⾏者とな
り、令和4年度から順次⾏っていく予定です。
⼯事のスケジュール等詳細が決定し次第、改めて学校
及び地域住⺠に対しお知らせさせていただきます。
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