
様式４ 令和３年度 通学路安全対策実施状況 一覧表　【交通安全】

　報告機関　　 　担当（記入）者：　川中　浩一朗　　電話：　32-6795　　 令和４年２月作成

学校名 No. 住所・位置 状況・危険の内容 対策判定
路線名
箇所名

対策内容、時期等 機　関 対策の実施状況 対策判定 備　考

No.01 本渡南小学校 1 川原町　三叉路
三叉路で見通しが悪い上、坂道で危険なため、カーブミラーを新設してほ
しい。

道路 保留

市道　本渡・枦宇土
線
市道　川原・下大河
内線

車両が一時停止を行うよう、天草警察署と協議を行いたい。 土木課
既に一時停止で規制されている三叉路であること及
びカーブミラーも設置してあることから、増設して視認
性が高まるとは考えにくい。

対策無し 新規

No.01 本渡南小学校 2
上川原地区　和雑貨華や
付近道路

見通しが悪く危険なので、カーブミラーを新設してほしい。 道路 検討中
市道　川原区画7号
線

令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
合同点検の結果、カーブミラーの設置は困難と判断。天草警察署にて交
通規制の新設等を検討。

土木課
天草警察署で次年度一時停止の新設を予定してい
る。

検討中 継続

No.01 本渡南小学校 3
エザキ薬局からセブンイレ
ブンまで

交通量が多いにもかかわらず、道路幅員が狭く歩道もないため、危険な
状況である。

道路 対策有り
市道　太田町1号線
市道　亀川・馬場線
市道　浄南・諏訪線

平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に
実施し、令和5年度完了予定。

都市計画課
平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進
捗次第で計画的に実施し、令和5年度完了予定。

対策有り 継続

No.01 本渡南小学校 4 亀川馬場線（旧本渡中前） 幅員が狭く歩道が未整備であるため、通学時危険な状況である。 道路 対策有り 市道　亀川・馬場線
平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に
実施し、令和5年度完了予定。

土木課
平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進
捗次第で計画的に実施し、令和5年度完了予定。

対策有り 継続

No.01 本渡南小学校 5 太田町～南新町歩道
歩道のブロックが木の根によりでこぼこしており、通学時につまずく危険
がある。

道路 検討中 国道324号 ブロックを撤去し、アスファルト舗装へ改修したい。次年度以降 天草広域本部
ブロックを撤去し、アスファルト舗装へ改修したい。次
年度以降

検討中 新規

No.01 本渡南小学校 6 栄町～船之尾町歩道 歩道のブロックがでこぼこしており、通学時につまずく危険がある。 道路 対策有り 県道　本渡苓北線 ブロックを撤去し、アスファルト舗装へ改修したい。（R3.5から複数年） 天草広域本部
ブロックを撤去し、アスファルト舗装へ改修したい。次
年度以降

検討中 新規

No.02 本渡北小学校 1
本渡町本戸馬場明徳寺手
前の交差点

スクランブル交差点になって、歩行者だけ通行できるが、信号が変わる
のがはやく歩行者が渡りきれない。朝の時間だけでも歩行者の信号を長
くしてほしい。

警察 対策無し
市道　城山公園線
市道　馬場・大矢崎
線

現状の秒数で横断可能であり変更なし。 天草警察署 現状の秒数で横断可能であり変更なし。 対策無し 新規

No.02 本渡北小学校 2
中村町「フラワーショップ
たまき」前交差点

道幅の割に交通量も多く、事故が多発している。小学生が巻き込まれる
ような事故になりかねないので、安全対策を実施してほしい。

道路 保留

市道　箱の水・広瀬
線
市道　江羅・中村2
号線

令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
路面標示を行うこととしたが、具体的には市道路管理者と天草警察署で
方針を協議することとした。

土木課
天草警察署と協議を行い、路面標示を行うこととして
いる。なお、3月までの完了を予定。

対策有り 新規

No.02 本渡北小学校 3
スーパーＴＡＩＹＯ、味千
ラーメン前三叉路

ワイズデポ方面から、スーパーTAIYOの方に緩やかに左折するところで、
車があまりスピードを落とさないまま通って行くので、歩行者が非常に危
ない。安全対策を実施してほしい。

道路 対策有り 国道324号
令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
信号機の改良等、交差点全体での対策を検討。R4.3

天草広域本部
令和4年度に区画線の引き直しを行う。
天草警察署：左折矢印灯器を増灯した。（R4.1.12）

検討中 新規

No.02 本渡北小学校 4
市道大矢崎・明瀬線の本
渡海水浴場前のカーブ

佐伊津方面から下ってくる自動車のスピードがかなりでている。強いガー
ドレールの設置を希望する。

道路 保留
市道　大矢崎・明瀬
線

交通管理者（天草警察署）と協議を行い、方針を決定したい。 土木課

交通管理者と協議の結果、パトロール等の強化を
行って頂くこととなった。なお、その後効果がなかった
場合は、路面標示等で自動車の速度を抑えるような
対応を考えている。

対策無し 継続

No.02 本渡北小学校 5 本渡町本泉２１付近道路
道路の３カ所がコンクリート部分がなく、大雨等で歩行者や車等が道路下
に流される可能性がある。安全対策を実施してほしい。

道路 対策有り
市道　梶山・一の瀬
線

注意杭を設置し、注意喚起を行うこととしたい。 土木課 注意杭を設置し、注意喚起を行っている。 対策済 継続

No.02 本渡北小学校 6
箱ノ水保育園、旧ダイキ
前の横断歩道

横断歩道の塗装が薄くなっていて、車に見えにくく、横断時に危険であ
る。白線を再塗装してほしい。

警察 対策有り 県道　本渡苓北線 横断歩道を補修予定。 天草警察署 次年度横断歩道を補修予定。 検討中 新規

No.02 本渡北小学校 7
延慶寺保育園、道向かい
の歩道

雨が降ると水たまりがひどくなり、歩行できないような状況になる。水はけ
をよくし、安全に歩行できるようにしてほしい。

道路 検討中
市道　馬場・大矢崎
線

雨天時の状況を確認し、水溜りの解消に向け調査したい。 土木課
雨天時の状況を確認。今後、測量等を実施し更に詳
細な調査を行う。

検討中 新規

No.02 本渡北小学校 8
本渡北小学校からメガネ
スーパーまでの歩道

登下校時に歩道を歩くと、道幅が狭く、歩行者、自転車が通ることができ
ない。歩道の道幅を広くしてほしい。

道路 対策無し
市道　馬場・大矢崎
線

歩道を拡幅することは容易ではない。他の方法を検討したい。 土木課
歩道を拡幅することは容易ではなく、他の方法を検
討する。

対策無し 新規

No.02 本渡北小学校 9
いすゞ自動車九州天草
サービスセンター前道路

歩道の区分けがなく、児童が歩行するには危険。歩道確保や安全に歩
行できる対策を実施してほしい。困難な場合は、迂回路の道路整備等を
お願いしたい。

道路 対策有り 国道324号

令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
ゼブラゾーンと車道との境にラバーポールの設置及び区画線の引き直し
により、通行車への視線誘導を行い歩行者の安全を確保する。R4.3（補
正予算対応）

天草広域本部
令和4年度にゼブラゾーンと車道との境にラバーポー
ルの設置及び区画線の引き直しにより、通行車への
視線誘導を行い歩行者の安全を確保する。

検討中 新規

No.03 亀川小学校 1
亀場町
恵比曽交差点～新田交差
点

車の交通量が多く、バス路線にもなっているが、道幅が狭く、歩道もない
ため、危険なので歩道を新設して欲しい。

道路 保留
市道　浜田尻新田
線

歩道を拡幅することは容易ではないが、用地等調査を行いたい。 土木課
歩道を新設することは容易ではなく、引き続き用地等
調査を行う。

保留 新規

No.03 亀川小学校 2
枦宇土町～亀場町食場
道幅の広い所～食場信号

車の交通量が多く、歩道もないので危ない。２度も事故が起きていて、歩
かせるのがとても怖いので歩道を新設して欲しい。

道路 対策無し
市道　本渡・枦宇土
線

令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
他の通学路を検討できないか学校へ依頼した。

土木課
R3.8.25合同点検のとおり、他の通学路の検討をお願
いする。

対策無し 新規

No.04 本渡東小学校 1
下浦町　平床
文龍社から海側に入る道
沿い

昨年、ポール、ロープ等で対策をしていただいたが、児童が落ちる可能性
があるので、より安全性の高い対策をお願いしたい。（協議会に依頼済
み）側溝の蓋もお願いしたい。

道路 検討中 市道　葭の口1号線
転落防止策の設置については、今年度施工予定であるが、他地区の危
険箇所と比較し、優先順位により設置していきたい。

土木課
転落防止柵の設置については、今年度中（3月中）を
予定している。

対策有り 継続

対策検討の機関（複数選択可）

対策済：対策済

対策有り：現年度対策可能

保 留：時期・対策方法未定

対策無し：対策不可

（対策判定）・・・・・・学校要望箇所

・・・令和４年１月時点までの

対策実施状況および対策判定

・・・各機関対策事項

〈一覧表の見方〉

検 討 中：次年度以降対策予定
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No.04 本渡東小学校 2
下浦町　石場
通学バスのバス停

土地が低く、カーブになっているので、大雨時に水が流れ込んでくる。雨
をしのげる場所や、水の流れの危険がなくなるような対策をしてほしい。

道路 検討中 県道　下浦馬場線 土砂撤去及び排水設備の検討を行う。次年度以降 天草広域本部 土砂撤去及び排水設備の検討を行う。次年度以降 検討中 新規

No.04 本渡東小学校 3
志柿町　加志
国道沿いの法面

国道沿いの法面に、土砂がたまり、毎年土砂が歩道に落ちてくる。土砂
の撤去作業をしてほしい。

道路 対策無し 国道266号 委託業者によりその都度対応したい。 天草広域本部 通常事業で対応する。 対策無し 新規

No.04 本渡東小学校 4
下浦町　平床
学校下通学路

小手の田の方から上がってくる道であるが、斜面の木が覆い被さり、土
砂崩れ等の心配があり、伐採などの対処をしてほしい。

学校 対策有り 学校敷地内道路
学校によって樹木等伐採委託料として予算を確保しているので、各学校
で対応をお願いします。規模が大きくなる場合は、教育総務課施設管理
係へご相談ください。

学校教育課
教育総務課

今年度伐採対応済み。 対策済 新規

No.04 本渡東小学校 5
志柿町
水本自動車整備工場付近

生徒が坂を下り、国道へ出て通学するが、車道との距離が近く危険であ
る。左折するために安全な広さを確保してほしい。また、本渡側について
国道沿いに歩道を整備してほしい。

道路 検討中 国道266号 歩道の整備を検討する。次年度以降 天草広域本部 歩道を整備する。（現在、測量設計中） 対策有り 新規

No.07 佐伊津小学校 1
佐伊津旧道エビスハイツ
付近の交差点

通学路であるが、日慎運輸方面からの大型車両と国道32４号線から市道
（佐伊津旧道）に入る車両の通行がともに多い。児童は、日慎運輸方面
から市道へ横断し、右側通行で学校へ向かうため、そこに横断歩道とス
クールゾーンを設けてもらいたい。

警察 検討中
市道　洲添1号線
市道　蛭ノ尾・弓田
線

令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
横断歩道およびスクールゾーンの設置は困難と判断。現場付近の速度
規制（30km/h）を検討。

天草警察署
横断歩道およびスクールゾーンの設置は困難と判
断。今年度内に現場付近の速度規制（30km/h）を実
施。

対策有り 新規

No.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 検討中 国道324号 路面標示を検討する。次年度以降 天草広域本部 路面標示を検討する。次年度以降 検討中 継続

No.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 検討中 国道324号 横断者数が少なく整備の必要性について引き続き検討。 天草警察署 横断者数が少なく整備の必要性は低いと判断。 対策無し 継続

No.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 対策有り 学校敷地内道路
学校建設時に滑りにくい仕様で設計、施工を行っているため、注意して通
行するよう学校側へ指導を行う。

学校教育課
教育総務課

引き続き指導を徹底する。 対策有り 新規

No.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 対策無し 国道324号 除草については、年1回行っている。 天草広域本部 通常事業で対応する。 対策無し 新規

No.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 対策有り
市道　五反田三笠
山線

令和3年5月に支障部分についての剪定を実施済み。
有明支所産業建設
係

令和3年5月に支障部分についての剪定を実施済
み。

対策済 新規

No.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 対策有り
県道　河内上津浦
港線

令和3年8月26日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
路側部分にカラー舗装を検討する。R4.3（補正予算対応）

天草広域本部 令和4年度に路側部分のカラー舗装を検討する。 検討中 新規

No.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 対策無し 国道324号 除草については、年1回行っている。 天草広域本部 通常事業で対応する。 対策無し 新規

道路 対策無し 学校側で生徒へ指導してほしい。 天草広域本部 学校側で生徒へ指導してほしい。

学校 対策有り 学校側へ敷地内への入り込みを行わないように指導を行う。 学校教育課 引き続き指導を徹底する。

No.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 対策有り 国道324号
令和3年8月26日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
ガードパイプ等の防護柵を検討する。R4.3（補正予算対応）

天草広域本部 令和4年度にガードパイプ等の防護柵を検討する。 検討中 新規

No.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 対策有り 国道324号 土砂撤去及び歩道の舗装を修繕する。R4.3 天草広域本部 土砂撤去及び歩道の舗装を修繕する。R4.3 対策有り 新規

No.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 検討中 国道324号 歩道の整備を検討する。次年度以降 天草広域本部 歩道を整備する。（現在、測量設計中） 対策有り 新規

No.12 倉岳小学校 1
倉岳町棚底マミーマート道
向かい付近

道路から下の畑まで段差が１ｍ程あるが、ガードパイプも無いので転落
の危険がある。現在児童の生活道路として使用されており、ガードパイプ
等を設置して欲しい。

道路 対策無し 国道266号
令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
ヒヤリハットの事例を確認する。学校側で生徒へ指導してほしい。

天草広域本部 学校側で生徒へ指導してほしい。 対策無し 新規

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。

国道324号 新規対策無しNo.10 有明小学校 8
小島子バス停裏から小学
校方面
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学校名 No. 住所・位置 状況・危険の内容 対策判定
路線名
箇所名

対策内容、時期等 機　関 対策の実施状況 対策判定 備　考対策検討の機関（複数選択可）

対策済：対策済

対策有り：現年度対策可能

保 留：時期・対策方法未定

対策無し：対策不可

（対策判定）・・・・・・学校要望箇所

・・・令和４年１月時点までの

対策実施状況および対策判定

・・・各機関対策事項

〈一覧表の見方〉

検 討 中：次年度以降対策予定

No.12 倉岳小学校 2
倉岳町浦スクールバスバ
ス停（阿蘇宮前）付近道路

車道と歩道を分ける白線が途中から消えている。自動車の運転手、子ど
もが歩道区域をしっかりと意識できるよう白線を塗り直してほしい。

道路 対策有り 県道　有明倉岳線 区画線を設置する。R4.3（補正予算対応） 天草広域本部 令和4年度に区画線を設置する。 検討中 新規

道路 対策有り 区画線を設置する。R4.3（補正予算対応） 天草広域本部 令和4年度に区画線を設置する。

警察 検討中 今後の補修箇所として検討。 天草警察署 次年度対策予定。

道路 検討中
令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
舗装補修と併せて、横断歩道等の区画線を引き直す。次年度以降。
※横断歩道の場所は移動しない。

天草広域本部
舗装補修と併せて、横断歩道等の区画線を引き直
す。次年度以降

警察 検討中
令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
適当な横断歩道の設置箇所がなく移設は困難と判断。予告マークは補
修を検討。

天草警察署 次年度対策予定。

No.12 倉岳小学校 5
倉岳町棚底山本商店から
浦方面

幅員が狭く歩道が未整備であるため、通学時危険な状況である。 道路 検討中 市道　棚底横断線 歩道の整備を検討する。次年度以降 土木課 歩道の整備を検討する。次年度以降 検討中 新規

No.13 栖本小学校 1
栖本町馬場　コンビニエン
スストア前交差点の横断
歩道

横断歩道の白線が、かすれて不鮮明になっており危険である。塗り直し
て鮮明にしてほしい。

警察 対策有り
国道266号
市道　白洲二号線

横断歩道を補修予定。 天草警察署 今年度補修済み。 対策済 継続

No.13 栖本小学校 2
栖本町国道２６６号線沿い
コインランドリー付近の市
道

現在の通学路が、特別警戒区域・急傾斜地の崩壊指定区間を通るた
め、通学路の変更希望にともない、市道に新たに横断歩道を設置してい
ただきたい。

警察 対策無し 市道　湯船原中線
令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置は困難と判断。

天草警察署
要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置
は困難と判断。

対策無し 新規

No.14 新和小学校 1 新和町小宮地平地区
学校の裏門前の空き家の屋根が壊れ、横断歩道上に落ちかかってい
る。児童が朝の集団登校時に空き家の前から横断歩道を渡るので、大変
危険である。屋根の修理をお願いしたい。

その他 対策有り 市道　馬場線 家屋所有者の調査を行い、適正管理の依頼を行った。 建築課
家屋所有者の調査を行い、適正管理の依頼を行っ
た。

対策済 新規

No.14 新和小学校 2 新和町小宮地馬場下地区
雑草、雑木が空き家を覆っている。道路の歩道部分まで草が伸びてお
り、脇道からの見通しも悪い。人通りも少ないので、児童の登下校の際に
は危険である。雑草、雑木の除去をお願いしたい。

道路 対策有り
市道　小宮地大多
尾線

空き家の管理者において、除草・伐採が既に完了している。
新和支所産業建設
係

空き家管理者において、除草・伐採済。 対策済 新規

No.14 新和小学校 3
新和町大多尾　大多尾ト
ンネル大多尾漁港側

トンネルと市道には歩道があるが、その間の県道には歩道がなく、大変
危険である。生徒が安全に通学できるよう歩道の設置をお願いする。

道路 検討中
県道　大多尾新合
線

歩道の整備を検討する。次年度以降 天草広域本部 歩道の整備を検討する。次年度以降 検討中 新規

No.14 新和小学校 4 新和町小宮地地区
歩道がなく、道路も狭いため集合場所から歩道のある橋までの区間の歩
道を整備してほしい。

道路 検討中
県道　大多尾新合
線

歩道の整備を検討する。次年度以降 天草広域本部 歩道を整備する。（現在、測量設計中） 対策有り 新規

No.15 五和小学校 1 五和町城河原1丁目打越 道路の凹凸が激しいため、転倒の恐れあり。舗装工事をしてほしい。 道路 検討中
市道　富士尾鬼の
城線

特に損傷が著しい約40ｍ区間（起点側、消防詰所付近）について、R4年
度までに修繕を予定。

五和支所産業建設
係

令和3年度の道路維持補修業務委託にて修繕（舗装
打替え）を実施済。（R4.1.7～R4.1.14）

対策済 新規

No.15 五和小学校 2 五和町手野1丁目平
道路脇に廃車など様々なゴミが放置されており危険。台風や大雨時には
ゴミが散乱し、通行が危険。ゴミの撤去をしてほしい。

道路 対策有り 市道　野口線
敷地内にある車両や資材等が道路に越境・飛散しないように整理整頓し
ていただくなど、適正管理についての文書を所有者に送付する。
個人の所有物なので行政では撤去することはできない。

五和支所市民生活
係

所有者に対し、令和3年11月9日付で所有地の適正
な維持管理について（依頼）の文書を発送済。

対策済 新規

No.15 五和小学校 3 五和町御領オリーブ園先

オリーブ園先の県道について、現在スクールバスの運行ルートとなってい
るが、幅員が狭いことや、道路側へ木々が張り出し見通しが悪い部分が
あるため、拡幅できないか。また、道路管理上の定期的な伐採等ができ
ないか。

道路 対策無し
県道　坂瀬川御領
線

道路改良（拡幅）が順次行われており、また、離合箇所の設置も行われ
ている。スクールバスへの対応は不可。（通常業務で随時伐採等を行う）

天草広域本部
道路改良（拡幅）が順次行われており、また、離合箇
所の設置も行われている。スクールバスへの対応は
不可。（通常業務で随時伐採等を行う）

対策無し 新規

No.15 五和小学校 4
五和町城河原1丁目　五
和東部ダム入り口付近

県道に歩道がなく、また坂道であることから、自動車のスピードも出てお
り、大変危険である。安全に通学できるよう歩道を作ってほしい。

道路 対策有り 県道　本渡五和線 歩道を整備中。（現在工事中） 天草広域本部 歩道を整備する。（現在、測量設計中） 対策有り 新規

No.16 天草小学校 1 国道389号（桑の木隧道）

隧道がカーブを描いており、幅員が狭く離合困難であるにもかかわらず、カーブミラーの設
置がない。そのためスクールバスの安全な運行にとって大きな障害となっているのでカー
ブミラーを設置して頂きたい。（同じ路線の小田床隧道は幅員がほぼ同じであるにもかか
わらずカーブミラーが設置されている。危険性は桑の木隧道の方が高い。）

道路 検討中 国道389号 通常事業で設置を検討する。 天草広域本部 通常事業で設置を検討する。次年度以降 検討中 新規

No.17 河浦小学校 1
河浦町河浦野田医院付近
道路

本校付近は道幅が狭く、バスの往来も多いため、歩道に安全のためのグ
リーン帯が設けてある。野田医院付近から道幅が狭くなり、安全のグリー
ン帯が切れているので延ばしてほしい。

道路 検討中
市道　一町田中央
線

令和3年8月26日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
路側帯にカラー舗装を検討する。

河浦支所産業建設
係

令和4年度に路側帯のカラー舗装を検討する。 検討中 新規

検討中

緩いカーブのため、道路横断時棚底方面から来る車が確認しにくく、車も
スピードを出しているため危険である。注意喚起のダイヤマークも３つあ
るが薄くなっている。（１つ以外）ダイヤマークの塗装と車に対する注意喚
起の看板等の設置、または、横断歩道を栖本方面に少しずらすなどの安
全対策をしてほしい。

国道266号 継続

No.12 倉岳小学校

No.12 倉岳小学校 4 倉岳町宮田小凪潟

3
倉岳町浦ショップつるど前
三叉路

松島町方面からきた車が一時停止しなければならないが、道路上の「止
まれ」の塗装が薄く見えにくいためか減速するのが遅い車が多く歩行者
が危険である。「止まれ」の塗り直しと注意喚起の看板等の設置をして欲
しい。

県道　有明倉岳線 新規検討中
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路線名
箇所名

対策内容、時期等 機　関 対策の実施状況 対策判定 備　考対策検討の機関（複数選択可）

対策済：対策済

対策有り：現年度対策可能

保 留：時期・対策方法未定

対策無し：対策不可

（対策判定）・・・・・・学校要望箇所
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対策実施状況および対策判定

・・・各機関対策事項

〈一覧表の見方〉

検 討 中：次年度以降対策予定

No.17 河浦小学校 2 河浦町白木河内地内
道幅が狭く、カーブが連続しており見通しが悪いため、通学路に支障をき
たし危険な状況である。

道路 対策有り
市道　白木河内西
高根線

要望箇所は改良計画区間となっており、交付金事業により継続して工事
を実施している。

土木課
要望箇所は改良計画区間となっており、交付金事業
により継続して工事を実施している。

対策有り 継続

No.17 河浦小学校 3
河浦町白木河内　国道
389号と国道266号交差点
付近

スクールバス乗り場までの国道に歩道がなく大変危険である。安全に通
学できるよう歩道を設置してほしい。

道路 検討中
国道389号
国道266号

歩道の整備を検討する。次年度以降 天草広域本部 歩道の整備を検討する。次年度以降 検討中 新規

No.18 本渡中学校 1
小松原交差点から第2市
安橋交差点まで

一部、歩道がない区間や歩道幅員が狭い区間があるため、危険な状況
である。

道路 対策有り

市道　今釜新町1号
線
市道　下川原・茂木
根線

平成26年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に
実施し、令和4年度完了予定。

都市計画課
平成26年度から事業に着手しており、用地取得の進
捗次第で計画的に実施し、令和4年度完了予定。

対策有り 継続

No.19 本渡東中学校 1
下浦新道・旧道交差点付
近

登校時の視界はいいが、下校時の視界が悪く、国道に出てこようとした
自動車と接触しそうになった事例がある。カーブミラー等の設置をお願い
したい。

道路 保留 市道　平床・西線 車両が一時停止を行うよう、天草警察署と協議を行いたい。 土木課
視界が悪い原因となる雑木が伐採してあり、見通し
がよくなっているため、経過観察する。

対策無し 新規

No.19 本渡東中学校 2 水本自動車整備工場付近
生徒が坂を下り、国道へ出て通学するが、車道との距離が近く危険であ
る。左折するために安全な広さを確保して欲しい。

道路 検討中 国道266号 歩道を整備する。次年度以降。 天草広域本部 歩道を整備する。次年度以降 検討中 新規

No.19 本渡東中学校 3 河丁付近
夏になると草が生い茂り、通行に十分な幅が保たれず危険である。草が
歩道に進入しないような措置をお願いしたい。

道路 対策無し 国道324号
年1回の除草で対応するが、状況により除草を追加対応する。（通常事
業）

天草広域本部
年1回の除草で対応するが、状況により除草を追加
対応する。（通常事業）

対策無し 新規

No.19 本渡東中学校 4 天草瀬戸大橋
非常に交通量が多い場所であるため通学路で横断歩道を通らないように
している。歩道に車両が進入する可能性もあるためガードパイプを新設し
てほしい。

道路 検討中
国道324号
国道266号

交差点の形状を含めて検討する。次年度以降。 天草広域本部 交差点の形状を含めて検討する。次年度以降 検討中 新規

道路 対策無し
令和3年8月25日、9月9日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
店舗駐車場にSTOP停止線を店舗側が設置する。市道の見通しが良くな
るようにカーブミラーの設置を市が検討する。

天草広域本部
店舗駐車場にSTOP停止線を店舗側が設置する。市
道の見通しが良くなるようにカーブミラーの設置を市
が検討する。

道路 検討中
令和3年8月25日、9月9日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
市道から国道への交差点については、カーブミラーを設置する方針で協
議を行った。

土木課
市道から国道への交差点については、カーブミラー
の新設を予定している。

No.19 本渡東中学校 6 オレンジロード
学校へ向かって下り坂になっており、スピードを出す車が多い。歩道や
ガードパイプ等を設置してほしい。

道路 検討中 上島中央広域農道
令和3年8月25日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
1.学校側で現通学路の変更を検討いただく。（農道を利用）
2.注意喚起の看板設置を検討する。

農林整備課
対策内容については、現時点、未実施であり、予算も
含めて継続検討中。

検討中 新規

No.23 有明中学校 1

有明町上津浦1900番地付
近
有料道路入り口～リップ
ルランド

歩道が設置されていない箇所に排水用のグレーチングがあり、雨天時等
自転車で通行するときにタイヤがとられて転倒した報告が上がっている。
幸い擦り傷で済んでいるが、最悪自動車と接触する可能性があるため、
早急な歩道の設置またはグレーチングの撤去を求める。

道路 対策有り 国道324号 歩道整備を実施中。 天草広域本部 歩道を整備する。（現在、測量設計中） 対策有り 継続

No.23 有明中学校 2
有明町大島子
熊本屋～有明天寿殿葬儀
場

車の通行量が多く、一部歩道が設置されておらず、通行の際危険なので
歩道を新設してほしい。

道路 保留 国道324号 地権者の協力が得られれば、歩道整備を検討する。 天草広域本部 歩道の整備を検討する。次年度以降 検討中 継続

No.23 有明中学校 3
有明町赤崎
有明中学校横の山側

学校付近にイノシシが出るので柵を設置してほしい。近くに小学校もあり
早急な対策が必要である。

道路 対策無し
市道　五反田三笠
山線

イノシシ対策としての構造物設置は実施していない。
有明支所産業建設
係

イノシシ対策としての構造物設置は実施していない。 対策無し 新規

No.23 有明中学校 4
有明町下津浦
下津浦バス停付近

歩道にコケが大量に付着しており、自転車で登下校する際非常に危険で
ある。定期的な除去をお願いしたい。

道路 対策有り 国道324号
令和3年8月26日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
舗装を石張からアスファルト舗装へ変更する。R4.3

天草広域本部
令和4年度に舗装を石張からアスファルト舗装へ変更
する。

検討中 新規

No.23 有明中学校 5
有明町上津浦
橋の手前付近の歩道

歩道が切れており、側溝のガタガタする蓋の上を通らざるをえず、自転車
通学する際、誤って国道に倒れるなどの危険が大きい箇所である。蓋の
改修や歩道の設置などを検討していただきたい。

道路 対策有り 国道324号
令和3年8月26日合同点検実施（道路、警察、学校、事務局）
側溝蓋の修繕を行う。R4.3

天草広域本部 令和4年度に側溝蓋の修繕を行う。 検討中 新規

No.25 倉岳中学校 1 倉岳町　棚底地区の道路
天草高校倉岳校前の交差点から才津原方面に向かう道路が道幅が狭く
カーブが続いている。曲がり始め付近にカーブミラーがついていない箇所
があり見通しが悪いのでカーブミラーの設置をお願いしたい。

道路 検討中 市道　宮田棚底線 業務委託等での対応を検討している。
倉岳支所産業建設
係

令和4年度にカーブミラーの設置を検討している。 検討中 新規

No.25 倉岳中学校 2
倉岳町棚底山本商店前三
叉路

本渡方面から棚底港に右折する車の通行量が多く、横断歩道がないの
で倉岳中学校生の登下校時に危険である。横断歩道を作っていただきた
い。

警察 対策無し 市道　棚底横断線 要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置は困難と判断。 天草警察署
要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置
は困難と判断。

対策無し 継続

No.25 倉岳中学校 3 倉岳町　浦地区の県道
道路から下の畑までの段差が高く（２ｍ程）、ガードレールも無いので、転
落の危険がある。現在児童の生活道路として使用されており、中学生に
とっては通学路になるので、ガードレール等を設置して欲しい。

道路 検討中 県道　有明倉岳線 防護柵の設置を行う。次年度以降 天草広域本部 防護柵の設置を行う。次年度以降 検討中 継続

対策有り

国道266号
市道　知ヶ崎4号線
市道　浜平新田3号
線

新規No.19 本渡東中学校 5 知ヶ崎セブンイレブン付近
車の出入りが激しく、見通しの悪いところがある。また、信号機近くからの
車の出入りが危ない。入り口を特定できないか？
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様式４ 令和３年度 通学路安全対策実施状況 一覧表　【交通安全】

　報告機関　　 　担当（記入）者：　川中　浩一朗　　電話：　32-6795　　 令和４年２月作成

学校名 No. 住所・位置 状況・危険の内容 対策判定
路線名
箇所名

対策内容、時期等 機　関 対策の実施状況 対策判定 備　考対策検討の機関（複数選択可）

対策済：対策済

対策有り：現年度対策可能

保 留：時期・対策方法未定

対策無し：対策不可

（対策判定）・・・・・・学校要望箇所

・・・令和４年１月時点までの

対策実施状況および対策判定

・・・各機関対策事項

〈一覧表の見方〉

検 討 中：次年度以降対策予定

No.25 倉岳中学校 4
倉岳町　棚底地区
倉岳タクシー前横断歩道

横断歩道の中央部のアスファルトが広範囲にわたって沈みこんでおり、
雨が長時間続いた時に水がたまって通りにくい状況である。アスファルト
の舗装を行っていただきたい。

道路 対策有り 市道　棚底横断線 アスファルト舗装の沈みについては7月に業務委託にて対応済み。
倉岳支所産業建設
係

アスファルト舗装の沈みについては7月に業務委託
にて対応済み。

対策済 新規

道路 対策無し 国道から市道に進入する際、視認性が悪いとは言い難い。 天草広域本部
国道から市道に進入する際、視認性が悪いとは言い
難い。

道路 対策無し

建物などの遮蔽物となるものはなく、見通しは良好である。市道の幅が国
道より狭いため、時折、左折や離合の際にやむを得ず歩道・路側帯へ自
動車が進入してくる場合があるが、歩行者・自転車の左折時に大きな危
険があるとは言い難い。

栖本支所産業建設
係

建物などの遮蔽物となるものはなく、見通しは良好である。市道
の幅が国道より狭いため、時折、左折や離合の際にやむを得ず
歩道・路側帯へ自動車が進入してくる場合があるが、歩行者・自
転車の左折時に大きな危険があるとは言い難い。

道路 対策無し
時速30キロメートルの速度制限が設けられた道路で、見通しは良好であ
る。昨年度合同点検実施後、警察と協議し、区画線の補修を行い、歩行
者が滞留する空間の確保を行った。

栖本支所産業建設
係

時速30キロメートルの速度制限が設けられた道路
で、見通しは良好である。昨年度合同点検実施後、
警察と協議し、区画線の補修を行い、歩行者が滞留
する空間の確保を行った。

学校 対策有り 横断する際は必ず立ち止まって、左右確認を徹底するように指導する。 学校教育課 引き続き指導を徹底する。

地域 対策無し
防犯灯は設置済みで、カーブミラーを増設しても車両からの視認性が高
まるとは考えにくい。横断歩道手前での一時停止を含め、一人ひとりの
運転マナーにより解決できると考える。

栖本支所まちづくり
係

防犯灯は設置済みで、カーブミラーを増設しても車両
からの視認性が高まるとは考えにくい。横断歩道手
前での一時停止を含め、一人ひとりの運転マナーに
より解決できると考える。

No.27 新和中学校 1
新和町小宮地6622番地付
近

ため池前のガードレールが途切れているため危険である。 道路 検討中
県道　大多尾新合
線

防護柵の設置を検討する。次年度以降 天草広域本部 防護柵の設置を検討する。次年度以降 検討中 新規

道路 検討中
除草については、年1回行っている。水たまりについては、現地確認のう
え土砂撤去等を検討する。次年度以降

天草広域本部 現地確認のうえ土砂撤去等を検討する。次年度以降

学校 対策有り 夜間の通行について十分注意するよう指導する。 学校教育課 引き続き指導を徹底する。

地域 対策無し
・当該対策要望のエリアには防犯灯15基が設置済み。
・天草市防犯灯設置基準に基づくと防犯灯の新設は困難であるため、灯
具を遮る支障木の伐採など既設防犯灯の適切な維持管理に努める。

新和支所まちづくり
係

小宮地碇石間の防犯灯については、支障木の伐採
を行った。

No.27 新和中学校 3 市道諏訪本線 雨が降ると冠水する。溝が見えない。 道路 対策無し 市道　諏訪本線

本市道は、流合川流域及び小宮地新田内を通る市道であり、河川下流
には、荒新開水門及び排水機場、遊水地等の湛水防除施設があり、湛
水防除を行っている。満潮時と一定量以上の大雨の時間が重なると地形
上、冠水してしまう地域であり対策は困難である。

新和支所産業建設
係

満潮時と一定量以上の大雨の時間が重なると地形
上、冠水してしまう地域であり対策は困難である。

対策無し 新規

No.27 新和中学校 4
県道本渡牛深線（中田地
区）

道幅が狭く、危険な状況である。 道路 保留 県道　本渡牛深線

道路の拡幅等の改修は困難であるため、法定外路面標示（走行注意）を
検討したい。次年度以降
※R2合同点検時にスクールバス通学を検討するよう警察から学校側へ
言われていた。

天草広域本部
道路の拡幅等の改修は困難であるため、法定外路
面標示（走行注意）を検討したい。次年度以降

検討中 継続

No.28 五和中学校 1
五和町御領
御領幼児園～本渡方面へ
１０ｍ

歩道の道幅が狭く、縁石も繋がっていないので登下校時に車道へはみ出
す危険あり。縁石、歩道を整備して欲しい。

道路 対策有り 国道324号
歩道・縁石については、バス停のため設置できない。舗装の新設でス
ムーズに歩行できるように対策済み。R3.7

天草広域本部 舗装補修を実施した。（R3.7） 対策済 継続

No.29 天草中学校 1
天草町高浜南
カトレア～天草中学校正
門

・車の通行量は多いが横断歩道が無く危険なので横断歩道を新設してほ
しい。
・横断歩道がないため遠回りをして通学している生徒がいるため横断歩
道を新設してほしい。

警察 対策無し 市道　内野線 要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置は困難と判断。 天草警察署
要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置
は困難と判断。

対策無し 新規

No.30 河浦中学校 1 河浦町宮野河内女岳 通学路が危険なので、道路を整備してほしい。 道路 対策有り 市道　女岳線
今年度災害復旧工事を発注済みであり、8月中旬より施工を開始し、年
末完了予定。

土木課 現在工事を施工中であり、年度末までに完了予定。 対策有り 新規

対策無し

対策無し

検討中No.27 新和中学校 2 県道大多尾新合線
街灯はあるが暗い。樹木が多く見通しが悪い。路肩の雑草が多く通行し
にくい。雨が降ると路肩に水が溜まる。

県道　大多尾新合
線

新規

継続

No.26 栖本中学校 2 栖本町馬場交差点
通行する車がスピードを出している。横断歩道で止まってくれない。また
は、見通しが悪く、気づいてもらえないことが多い。街灯やカーブミラーの
増設をしてほしい。

市道　馬場線
市道　栖本志柿線
市道　馬場湯船原
線

継続

No.26 栖本中学校 1
栖本町湯船原コインランド
リー前

左折の際に、自動車が通り抜けてくることがあり、生徒が目視で確認しづ
らい。

国道266号
市道　湯船原中線
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様式４ 令和３年度 通学路安全対策実施状況 一覧表　【交通安全】

　報告機関　　 　担当（記入）者：　川中　浩一朗　　電話：　32-6795　　 令和４年２月作成

クラブ名 No. 住所・位置 状況・危険の内容 対策判定
路線名
箇所名

対策内容、時期等 機　関 対策の実施状況 対策判定 備　考

道路 対策無し 学校側で生徒へ指導してほしい。 天草広域本部 学校側で生徒へ指導してほしい。

学校 対策有り
車道側へ近づかないこと、および構造物で遊ぶことがないように園側へ
指導を行う。

学校教育課
子育て支援課

引き続き指導を徹底する。

No.02 めぐみ保育園学童クラブ 1 天草市古川町
路側帯は書いてあるが、空き家でブロック塀が老化してひびがはいって
いる。

その他 対策有り 市道　古川・無田線 家屋所有者の調査を行い、適正管理の依頼を行った。 建築課
家屋所有者の調査を行い、適正管理の依頼を行っ
た。

対策済 新規

No.02 めぐみ保育園学童クラブ 2 天草市川原町
通学路①のほうから来る子どもたちが②の道路から見えないので、カー
ブミラーを新設して欲しい。接触事故になりそうなこともあった。

道路 検討中
市道　川原1号線
市道　古川・無田線

要望のとおり取り組みたい。但し、設置には土地所有者等の承諾が必要
となるため、時期等は未定となります。

土木課

土地所有者の承諾を得るために、再度現地確認を実
施した結果、設置箇所がアパートの駐車場であり、設
置すると駐車時の妨げになるため、承諾を頂くのは
難しいと考える。

対策無し 新規

道路 対策無し
要望箇所は河川でなく下水道管理水路であるため、所管課へ引き継いだ
ところ、既にガードレールが設置してあるため、メッシュフェンス等の設置
は検討していないとの回答であった。

土木課
前回回答のとおり、要望箇所は下水道管理水路であ
り、所管課からは既にガードレールが設置してあるた
め設置は検討していないとの回答あり。

学校 対策有り 大雨等で増水する場合は、川に近づかないよう園側に指導を行う。
学校教育課
子育て支援課

引き続き指導を徹底する。

新規

No.02 めぐみ保育園学童クラブ 3 天草市川原町
大河内川が増水した場合等、子どもたちが川をのぞきこむので、間の空
いていないメッシュフェンス等に変えてほしい。

市道　本渡・枦宇土
線

新規

No.01 本渡はまゆう児童クラブ

対策無し

1
古川町交差点
つばさ歯科クリニック付近

対策検討の機関（複数選択可）

押しボタン式信号交差点際にポールが設置されているが、柔らかい素材
のため児童が曲げて遊ぼうとする。かえって車道傍へ近付く事になり、危
険であるため鉄製で座れない形状のものに変更してほしい。

県道　本渡下田線 対策無し

対策済：対策済

対策有り：現年度対策可能

保 留：時期・対策方法未定

対策無し：対策不可

（対策判定）・・・・・・学校要望箇所

・・・令和４年１月時点までの

対策実施状況および対策判定

・・・各機関対策事項

〈一覧表の見方〉

検 討 中：次年度以降対策予定
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