
様式1-1 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（一覧表）

№10　有明小学校

№ 住所・位置 状況・危険の内容 備   考

例
○○町  ○○地内
○○宅～○○宅

車の通行量は多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。
（どのように危険なのか、どのような対策を求めるか記載してください。）

道路 警察 学校 地域 その他
※機関名は分かる範囲で
選択（空白でも可）

1
小畦橋～ＪＡあまくさ統合選果場付
近（大楠地区）

選果場付近から小畦橋バス停までの通学路が、大回りして横断歩道のないところを渡る状
況にある。車がスピードを落とさないため危険。通学路になっているため、歩道、ガードレー
ルを設置してほしい。

道路 国道324号

2
ＪＡあまくさ統合選果場西側（大楠
地区）

車がスピードを落とさないため危険である。通学路になっているため、横断歩道
に加え押しボタン式の信号を設置してほしい。

警察 国道324号

3
赤崎方面から有明小入り口までの
上り坂

傾斜がひどく下校時に滑りやすく転んでけがをしやすい。滑りにくいような対策を
してほしい。

学校 学校敷地内道路

4 小畦橋バス停付近（大楠地区） 草が多く道路にヘビが出てきている。とても危険なので除草をしてほしい。 道路 国道324号

5 下津江地区
ガソリンスタンドを過ぎた上りの通学路の桜の木が、歩道全体に覆い被さり通学
路の妨げになる。今は伐採してあるが、早めの手入れをしてほしい。

道路
市道　五反田三笠
山線

6 上津浦コイン精米所付近
歩道がないため、車道を歩くことになる。草が伸びると先が見えにくくなり危険な
ので、歩道の新設をしてほしい。

道路
県道　河内上津浦
港線

7 東中前バス停からの歩道
歩道に草が生い茂っていてヘビが出るので危険。木も伸びている。早めの手入
れをしてほしい。

道路 国道324号

8 小島子バス停裏から小学校方面
バス停と厚生病院の間の坂に、登校前のバスを待つ子ども達が入って遊んでいる。簡易
的な柵は設置してあるが、危険なため入り込むことができないような対策をしてほしい。

道路 学校 国道324号

9
ごとう病院から島子諏訪神社前バ
ス停

コインランドリーからバス停までの歩道がせまい。児童が車と接触する危険があ
る。歩道を広げるか、またはガードレールの設置をしてほしい。

道路 国道324号

10 楠甫の水車汐溜近く
雨の量が多いときに、通学路に水がたまり、車道を通らなければならず危険。水
はけがよくなる対策をしてほしい。

道路 国道324号

※「地図･空中写真閲覧サービス」(国土地理院)(http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1)や写真を添付してください。（地図・航空写真サービスの貼り付けを参照）

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

対策検討の機関(複数選択可）



様式1-1 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（一覧表）

№10　有明小学校

№ 住所・位置 状況・危険の内容 備   考

例
○○町  ○○地内
○○宅～○○宅

車の通行量は多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。
（どのように危険なのか、どのような対策を求めるか記載してください。）

道路 警察 学校 地域 その他
※機関名は分かる範囲で
選択（空白でも可）

11 上津浦インター付近
国道に歩道がない状況で、付近に道の駅もあり交通量が多く大変危険である。
安全に通学できるよう歩道を設置してほしい。

道路 国道324号

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※「地図･空中写真閲覧サービス」(国土地理院)(http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1)や写真を添付してください。（地図・航空写真サービスの貼り付けを参照）

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

対策検討の機関(複数選択可）



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

1
小畦橋～ＪＡあまくさ統合選果場付
近（大楠地区）

選果場付近から小畦橋バス停までの通学路が、大回りして横断歩道のないところを渡る状
況にある。車がスピードを落とさないため危険。通学路になっているため、歩道、ガードレー
ルを設置してほしい。

道路 国道324号

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

2
ＪＡあまくさ統合選果場西側（大楠
地区）

車がスピードを落とさないため危険である。通学路になっているため、横断歩道
に加え押しボタン式の信号を設置してほしい。

警察 国道324号

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

3
赤崎方面から有明小入り口までの
上り坂

傾斜がひどく下校時に滑りやすく転んでけがをしやすい。滑りにくいような対策を
してほしい。

学校 学校敷地内道路

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

4 小畦橋バス停付近（大楠地区） 草が多く道路にヘビが出てきている。とても危険なので除草をしてほしい。 道路 国道324号

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

5 下津江地区
ガソリンスタンドを過ぎた上りの通学路の桜の木が、歩道全体に覆い被さり通学
路の妨げになる。今は伐採してあるが、早めの手入れをしてほしい。

道路
市道　五反田三笠
山線

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

6 上津浦コイン精米所付近
歩道がないため、車道を歩くことになる。草が伸びると先が見えにくくなり危険な
ので、歩道の新設をしてほしい。

道路
県道　河内上津浦
港線

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

7 東中前バス停からの歩道
歩道に草が生い茂っていてヘビが出るので危険。木も伸びている。早めの手入
れをしてほしい。

道路 国道324号

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

8 小島子バス停裏から小学校方面
バス停と厚生病院の間の坂に、登校前のバスを待つ子ども達が入って遊んでいる。簡易
的な柵は設置してあるが、危険なため入り込むことができないような対策をしてほしい。

道路 学校 国道324号

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

9
ごとう病院から島子諏訪神社前バ
ス停

コインランドリーからバス停までの歩道がせまい。児童が車と接触する危険があ
る。歩道を広げるか、またはガードレールの設置をしてほしい。

道路 国道324号

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

10 楠甫の水車汐溜近く
雨の量が多いときに、通学路に水がたまり、車道を通らなければならず危険。水
はけがよくなる対策をしてほしい。

道路 国道324号

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け



様式1-2 令和3年度 【交通安全用】 通学路安全対策要望調書（箇所別）

№10　有明小学校

11 上津浦インター付近
国道に歩道がない状況で、付近に道の駅もあり交通量が多く大変危険である。
安全に通学できるよう歩道を設置してほしい。

道路 国道324号

：対策要望箇所                                                   ：通学路（学校指定）

地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）から画面コピー等により貼り付け

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。

写真又は地図（詳細）を貼り付け

写真サイズは800*600ピクセルに
リサイズしてください。


