
様式1-3 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

各小中学校
放課後児童クラブ名

№ 住所・位置 状況・危険の内容 備   考

№2　本渡北小学校 1
本渡町本戸馬場明徳寺手前の交
差点から城下方面に向かう歩道

歩道に夜間照明がなく危ない。交通量も多いが子供たちの安全確保のた
めに防犯灯を設置してほしい。

学校 地域 防犯灯1基設置済

№5　楠浦小学校 1 楠浦町　２分団下門地内
周辺は街灯がなく、空き家も多く、人目につきにくいため、防犯上街灯の設
置が望まれる。

学校 地域 防犯灯1基設置済

№7　佐伊津小学校 1 佐伊津町堀の内
学校から住宅地を結ぶ通学路だが、民家や人通りが少なく暗い。冬季は、
児童生徒の下校時にとても暗く危険なので、街灯を設置してほしい。（堀の
内地区児童18名在郷地区2名）

学校 地域 防犯灯1基設置済

№8　牛深小学校 1
牛深町加世浦のトンネル出入り口
付近

トンネルの出入り口付近が、街灯はあるものの高架があるためとても暗
い。危険なので防犯灯を新設してほしい。

学校 地域
既設防犯灯の高さ、
方向を調整し対策
済。

№8　牛深小学校 2 牛深町須口簡易郵便局付近
車の通行量は多い上に、街灯が少なく危険なので、防犯灯を新設してほし
い。

学校 地域 防犯灯1基設置済

№9　牛深東小学校 1
久玉町吉田地区（牛深高校裏手の
道路)

牛深東小中学校の通学路であり、牛深高校の生徒も通学に利用してい
る。外灯がなく、日没後は大変暗く、特に冬場は真っ暗になる。そこで、袋
田商店（写真に表示）近くに外灯を設置し、児童生徒の通学における安全
を確保してほしい。吉田地区の区長さんからも、同様の要望が上がった。

学校 地域
防犯灯1基設置済。
既設防犯灯1基移設
し対策済。

№10　有明小学校 1
下津浦の新しいコミュニティセン
ター前の道路

直線２００ｍくらいあり、イノシシがでるので危険。民家が少なく街灯もな
い。５０ｍに１つ街灯を設置してほしい。

学校 地域 防犯灯2基設置済

№15　五和小学校 1
五和町城河原1丁目城木場（岩﨑
商店から城木場神社へ入っていく
道路）

街灯がなく暗くなると道が見えないので危険。街灯を設置してほしい。 学校 地域 防犯灯1基設置済

№26　栖本中学校 1 栖本町湯船原地内
夜間時暗く危険なため、街灯を設置してほしい。民家も少ない。見通しが悪
い所も多い。

学校 地域

通学路整備での防犯
灯の新規設置は行わ
ないが、支障木の伐採
等を定期的に実施。

№27　新和中学校 1
神掛けの滝を右手に県道大宮地宮
地岳線を進んでいった所

道を上っていった先に集落があるが、道中に街灯がない。 学校 地域

通学路整備での防犯
灯の新規設置は行わ
ないが、防犯灯の支障
木を伐採し対策。

№31　本渡はまゆう児童クラブ 1 川原町　川原公園
公園の周囲を生垣で囲まれており、道路から中の様子を伺い知ることがで
きない。防犯上好ましくないため、周囲の生垣を撤去してほしい。

その他
維持管理業務実施
済

対策検討の機関(複数選択可）



様式1-3 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

各小中学校
放課後児童クラブ名

№ 住所・位置 状況・危険の内容 備   考

№31　本渡はまゆう児童クラブ 2 古川町　古川公園
周囲の生垣が高くなり過ぎると、道路から中の様子が判らなくなるため、適
切な高さで管理してほしい。

その他
維持管理業務実施
済

№36　あけぼの児童クラブ 1
亀川小学校敷地～あけぼの児童ク
ラブ

交通量は比較的多いが、夕方下校時街灯が少なく発見が遅くなった場合
は事故等の危険性がある。

学校 地域 防犯灯1基設置済

対策検討の機関(複数選択可）



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№2　本渡北小学校 1
本渡町本戸馬場明徳寺手前の交
差点から城下方面に向かう歩道

歩道に夜間照明がなく危ない。交通量も多いが子供たちの安全確保のた
めに防犯灯を設置してほしい。

学校 地域 防犯灯1基設置済

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

住宅地図等を貼り付け

対策前

対策後



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№5　楠浦小学校 1 楠浦町　２分団下門地内
周辺は街灯がなく、空き家も多く、人目につきにくいため、防犯上街灯の設
置が望まれる。

学校 地域 防犯灯1基設置済

：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から貼り付け

対策前

対策後



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№7　佐伊津小学校 1 佐伊津町堀の内
学校から住宅地を結ぶ通学路だが、民家や人通りが少なく暗い。冬季は、児童生
徒の下校時にとても暗く危険なので、街灯を設置してほしい。（堀の内地区児童18
名在郷地区2名）

学校 地域 防犯灯1基設置済

：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から貼り付け

対策前

対策後



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№8　牛深小学校 1
牛深町加世浦のトンネル出入り口
付近

トンネルの出入り口付近が、街灯はあるものの高架があるためとても暗
い。危険なので防犯灯を新設してほしい。

学校 地域
既設防犯灯の高さ、方
向を調整し対策済。

：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から貼り付け

対策前

対策後



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№8　牛深小学校 2 牛深町須口簡易郵便局付近
車の通行量は多い上に、街灯が少なく危険なので、防犯灯を新設してほし
い。

学校 地域 防犯灯1基設置済

：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から貼り付け

対策前

対策後



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№9　牛深東小学校 1
久玉町吉田地区（牛深高校裏手の
道路)

牛深東小中学校の通学路であり、牛深高校の生徒も通学に利用している。外灯がなく、日没
後は大変暗く、特に冬場は真っ暗になる。そこで、袋田商店（写真に表示）近くに外灯を設置
し、児童生徒の通学における安全を確保してほしい。吉田地区の区長さんからも、同様の要
望が上がった。

学校 地域
防犯灯1基設置済。
既設防犯灯1基移設
し対策済。

：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から貼り付け

対策前（防犯灯設置）

対策後（防犯灯設置）

対策前（移設）

対策後（移設）



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№10　有明小学校 1
下津浦の新しいコミュニティセン
ター前の道路

直線２００ｍくらいあり、イノシシがでるので危険。民家が少なく街灯もな
い。５０ｍに１つ街灯を設置してほしい。

学校 地域 防犯灯2基設置済

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

対策後

対策前

地図・空中写真閲覧サービスから貼り付け
対策後

対策前



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№15　五和小学校 1
五和町城河原1丁目城木場（岩﨑
商店から城木場神社へ入っていく
道路）

街灯がなく暗くなると道が見えないので危険。街灯を設置してほしい。 学校 地域 防犯灯1基設置済

：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から貼り付け

対策前

対策後



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№26　栖本中学校 1 栖本町湯船原地内
夜間時暗く危険なため、街灯を設置してほしい。民家も少ない。見通しが悪
い所も多い。

学校 地域

通学路整備での防犯灯の新
規設置は行わないが、支障
木の伐採等を定期的に実
施。

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

対策前

対策後
地図・空中写真閲覧サービスから貼り付け



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№27　新和中学校 1
神掛けの滝を右手に県道大宮地宮
地岳線を進んでいった所

道を上っていった先に集落があるが、道中に街灯がない。 学校 地域
通学路整備での防犯灯の新
規設置は行わないが、防犯
灯の支障木を伐採し対策。

：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から貼り付け

対策前

対策後



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№31　本渡はまゆう児童クラブ 1 川原町　川原公園
公園の周囲を生垣で囲まれており、道路から中の様子を伺い知ることがで
きない。防犯上好ましくないため、周囲の生垣を撤去してほしい。

その他
維持管理業務実施
済

：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から貼り付け

対策前

対策後（R4.3.1現在）



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№31　本渡はまゆう児童クラブ 2 古川町　古川公園
周囲の生垣が高くなり過ぎると、道路から中の様子が判らなくなるため、適
切な高さで管理してほしい。

その他
維持管理業務実施
済

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

住宅地図等を貼り付け

対策前

対策後（R3.6.30現在）

対策前

対策後（R4.3.1現在）



様式1-4 令和３年度　 【防犯用】 通学路安全対策要望調書（対策済箇所）

№36　あけぼの児童クラブ 1
亀川小学校敷地～あけぼの児童ク
ラブ

交通量は比較的多いが、夕方下校時街灯が少なく発見が遅くなった場合
は事故等の危険性がある。

学校 地域 防犯灯1基設置済

：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から貼り付け

対策前

対策後


