
学校名 対象番号 路線名 通学路の状況・危険の内容 要望事項 「現状及び今後の対応、方針」

1 市道２-3749号線
・宝集菓子店向いの敷地から樹木が道路側に出ている。市より定期的に訪問
等をしていただいているが、未だに改善しない。毎日、多くの児童が通行する
道であるため、大変危険である。

・樹木剪定、歩道整備。
・今年度も信号にかかっている樹木の剪定作業を行いました。今後も、定期
的に地権者を訪れ、樹木等の撤去を交渉します。

2 県道赤浜谷田部線
・道路幅が狭く、カーブしている上に車両がスピードを出して走行しているた
め、危険である。

・歩道整備、「スピード落とせ」等看板設置。 ・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。

1
市道２－1032号線
市道２-10461号線
市道１級29号線

・見通しの悪い交差点（十字路）である。道幅が狭く、危険である。
・横断歩道やダイヤマーク、「止まれ」や「学童注意」の白線を改めて引いて
欲しい。

・横断歩道、停止線の塗り直しを上申しました。

2

学園東大通り
市道２－1029号線

市道2009号線
市道１級28号線
市道１級30号線

・横断歩道が長いため、登校班が集団で渡っている際に、途中で歩行者信号
が点滅してしまうことがあり、危険である。

・児童が横断歩道を渡り切れる時間があるのか判断できるように、青信号が
終わるタイミングが分かるとよい。カウントダウン式信号機を設置してほしい。

・カウントダウン式信号は、非市街地であり、設置できません。学校より、児童
に横断方法を指導していただくようお願いします。

3
市道２－1029号線
市道２－1026号線

・道路と歩道の境目が周囲よりも低いため、雨天時は道路が冠水することがあ
る。児童が水たまりを飛び越えたり、よけたりして歩くしかなく、怪我の恐れがあ
り危険である。

・周囲に排水溝があるが、排水溝の位置が冠水する部分より高かったり、落
ち葉が詰まっていたりするため、排水できていないことがある。再度点検、修
繕をお願いしたい。

・定期的な清掃のほか、現地の状況を確認し、不具合等が生じている場合
は、修繕を検討します。

1 県道213号線
・交通量が多い上にスピードを出している車も見られる。歩道も狭いため、非常
に危険である。

・前野小学校入口信号付近の歩道の拡張とガードレールの設置。
・現在、来年度予算に歩道設置工事の予算を要望し、工事を行うことを検討
しています。

2 県道53号線
・排水用側溝が未整備のため、雨天時に雨水が溜まり、歩行が困難となってし
まう。
・歩道の白線が薄く、消えかかっている箇所がある。

・本年度一部工事が入り、舗装されたが、前後は未整備であり、排水路も設
置されていない。排水溝の整備、白線の再塗装をお願いする。

・今年度に舗装修繕(つくば千代田線との交差点から数百メートル程度)を検
討しているため、併せて白線の塗り直しも検討します。

3 県道53号線 ・青信号の点灯時間が短く、児童の足では渡りきれないこともり、危険である。 ・登下校時間に青信号の点灯時間を長くしてほしい。
・青信号の時間延長は、現状況ではできません。付近の横断歩道の塗り直
しを上申しました。

要小 1 市民２－１４５４号線 ・カーブミラーはあるが、見通しがよくないため、危険である。 ・白線で停止線を引いてほしい。 ・停止指導線の設置を行います。

大穂中 1 つくば千代田線53号線
・生徒が横断歩道を南から北側へ横断するが、青信号の時間が短いため、横
断歩道前に多くの生徒が集まってしまう。なかなか渡れない状況である。

・横断歩道の塗り直しと、少しでも横断歩道の青信号の時間を延長してほし
い。

・青信号の時間は十分な時間が確保されているため、延長できません。横断
歩道の塗り直しを上申しました。

1 市道3-1200号線
・豊里の杜方面から200名以上が利用する通学路の路面が傷んでおり、危険
な状況である。土嚢を設置していただいたが、効果がない。

・路面の改修。 ・通学路点検時に、すでに改修が終了していることを確認しました。

2 市道3-1773号線 ・「宴や」という飲食店前の横断歩道を渡る時に、車が見ずらい。 ・通学路の標識及び減速の標識設置。
・「宴や」南東カーブ周辺に減速を促す路面表示の設置を検討します。
・スクールゾーンの設置については、学校から半径500m以上のため設置で
きません。

3 市道3-1769号線
・信号のある交差点に行くまでの歩道が、ガードレールも縁石もなく、白線だけ
なので危ない。

・ガードレールまたは縁石の設置。
・ガードレール、縁石の設置は難しいため、縁石がないアグリロード南側の
外側線の塗りなおしを実施します。

1 市道３-1193号線 ・「今鹿島小学校入口」横断歩道が、信号が無いため、渡るのが難しい。 ・歩行者用信号が欲しい。
・直近に押しボタン式信号機があるため、設置できません。現地にて要望の
あった道路標識の塗り直しについて、対応部署を確認中。

2 市道1級35号線 ・庭木が伸びて歩道を覆っているため、車道を歩かざるを得ない。 ・木の剪定をお願いしたい。 ・樹木は剪定済ですが、側溝上に土砂体積があるため撤去を実施します。

3 市道1級35号線
・通勤の抜け道になっており、見通しが悪いのに、朝の時間はスピードを出して
走行しているため危険であり、交通量も多くなかなか横断できない。

・スピード抑制の段差と歩行者用信号機が欲しい。 ・減速を促す路面表示を検討します。

1 市道２級２２号線
・点滅信号があるが､今年度中に撤去される予定。保護者から心配する声が多
い。

・点滅信号に代わる安全対策。 ・一時停止線、横断歩道の設置を予定しています。

2 市道２級２２号線 ・スクールゾーンの表示が消えかかっている。 ・横断歩道と共に塗り直してほしい。
・スクールゾーンの路面標示塗り直しを実施しました。また、横断歩道の塗り
直しの上申を予定しています。

3 市道３－２１３３号線 ・交通量が多く、横断する際に危険である。 ・横断歩道の設置。 ・学校より要望を削除する旨を確認しました。

令和４年度通学路安全点検調査表

JAつくば豊里支店付近

今鹿島２３６２付近交差点

上郷2704

上郷小

上郷2228

上郷2701

前野小

篠崎８６３番地付近交差点
（三叉路）

前野小前から若森交差点
前野1384～1391～694番地

長高野848-1番地と篠崎557-1付近の信号機

長高野848～863番地付近

該当箇所・住所

吉沼小

宝集菓子店付近信号（交差点）

つくば市吉沼4086付近

大曽根小

市道２－１０３２号線と市道１級２９号線が重なる
交差点の周辺

学園東大通りと２－１０２９号線、
２００９号線が交わる交差点と

学園東大通りと市道１級２８号線、
市道１級３０号線が交わる交差点

２－１０２９号線の端と学園東大通りが接する部
分

茨城スバルつくば自動車店付近丁字路

つくば市高野

宴やという飲食店の前の横断歩道及び東光台
入口の横断歩道

沼崎小

土田（もみじ幼稚園とそこから西に行った所の交
差点までの間の南側）

今鹿島小

今鹿島１７３９付近交差点



学校名 対象番号 路線名 通学路の状況・危険の内容 要望事項 「現状及び今後の対応、方針」

令和４年度通学路安全点検調査表

該当箇所・住所

1 つくば真岡線
・交差点南側、交流センター以北の部分の歩道が未整備の状態で、路側帯の
路面標示だけになっている。

・ガードレール設置または、歩道の整備。 ・側溝付近の土砂撤去を実施し、路側帯の確保を検討します。

2
市道３－3499号線
市道３－3502号線

・一時停止の路面標示及び標識がないため危険。 ・一時停止の路面標示及び標識設置。 ・停止指導線を整備します。

3 市道３－3502号線
・路面標示が消えかかっている。
・路側帯の側溝の蓋と、合流する部分の凹凸が激しく、自転車での走行がしず
らい。

・路面標示の再塗装。路側帯の整備。
・外側線の塗り直しを実施します。
・擦付舗装による段差解消を実施します。

1 市道１級63号線
・瑞穂団地、陣場E地区、陣場F地区から多くの児童が通学しているが、登校時
間に交通量が多く、危険。

・歩行者用の信号機の設置。
・交通量が少ないため、信号の設置はできません。
・一時停止線の塗り直しを上申しました。

2 市道5-3205号線
・ニュー梅屋入口付近に施設を建設中。今後さらに見通しが悪くなり危険であ
る。

・カーブミラーの設置。 ・カーブミラーの設置を行いました。

3 市道5-3224号線
・交差点前の停止線に対して、標識が10ｍぐらい後ろに設置されているが、停
止線で車が止まらず、児童が青信号で横断中も、侵入してくる車が多く危険。

・道路標識の停止線付近への移動と、可能なら自動車用の信号機設置
・標識の移設や信号の設置が困難であるため、一時停止を強調する路面標
示を検討しています。
・警察にて、道路標識の補助版の設置の上申を行いました。

1 県道19号線
・セブンイレブン谷田部インター店（サイエンス大通り）からつくば市境田の六
差路の区間が、道路拡張工事のため狭い。六差路で、児童が信号待ちをする
ときに、交通量も多く非常に危険。

・縁石が切れている場所については、フェンスを下げ、カラーコーンを置くと
いった対策をしていただいたが、その後、六差路までの区間のフェンスを下
げる工事は行われていない。早急にお願いしたい。六差路で信号待ちをす
るスペースが狭い。保護者からは高めのガードレールの設置希望あり。

・現在、工事に支障がない範囲でフェンスを下げております。ガードレール
については設置を検討しております。

2 県道19号線 ・赤ランプが設置してあるものの、点灯していない。 ・ランプを点灯するようにしてほしい。 ・赤色回転灯の修繕を行いました。

3 県道19号線
・緑が丘からセブンイレブン谷田部インター店までの通学路の草が多く、児童
の通学がしずらい。

・定期的に草の伐採をしてほしい。
・現地を確認したところ、市道であるため、つくば市から業者に除草を依頼し
ました。

柳橋小 1 市道２級33号線
・横断歩道が消えかかっている。
・歩道が田んぼ側に崩れている。

・横断歩道の塗り直しをてほしい。
・歩道を点検し、補強してほしい。

・横断歩道、一時停止の塗り直しの上申を予定しています。
・歩道の補強について、破損しているアスカーブと傾いている柵の修繕を業
者に依頼しました。

1 国道354号線
・橋台と歩道との段差が大きく、自転車で通行する際に転倒し、怪我をする
ケースが毎年数件ある。車道の方に倒れた場合、大事故につながる可能性が
高い。

・橋台と歩道との段差を無くすか、極力小さくするための改修を行ってほし
い。

・現在施工中の橋梁修繕工事で実施予定です。

2 市道５－4729号線
・自転車での登下校時に、車両に追い越されたり、すれ違う際に、田んぼに落
ちそうになり危険。田んぼや川に向かって急な下り斜面になっており、大怪我
につながる可能性がある。

・橋のたもとから一定区間のガードレールの設置。
・現場状況からガードレールの設置は困難であるため、代替案として転落防
止柵等の設置を検討しています。また、橋の両端に段差が生じており、通行
時に危険とのことだったため、段差の修繕を業者に依頼しました。

3 県道19号線(サイエンス大通り) ・凹凸があり、雨天時に水が溜まり通行し辛い。 ・歩道の整備 ・歩道内および排水吞口付近の堆積土砂撤去を行います。

1 つくば真岡線 ・横断歩道の白線が消えかかっている。 ・濃く書き直してほしい。
・横断歩道の塗り直しの上申をしました。
・横断歩道周辺の外側線の塗り直しを実施します。

2 県道133号線
・横断歩道の白線が消えかかっている。
・歩道がないため歩くには適さない。

・濃く書き直してほしい。 ・横断歩道の塗り直しを上申しました。

豊里中

土浦境線との交差点

豊里中学校北側道路

豊里中学校北側道路

谷田部小

谷田部1144番地22

谷田部6197番地
ニュー梅屋入口

谷田部2938番地
谷田部小学校正門前道路

谷田部南小

境田

谷田部４３４３番地付近

谷田部４３４３番地付近

柳橋366付近

真瀬小

真瀬1408付近

県道45号との交差点から鎌倉方面

谷田部中

谷田川橋

福田橋周辺

つくばＩＣ付近の歩道（ＩＣ出入口の反対側）



学校名 対象番号 路線名 通学路の状況・危険の内容 要望事項 「現状及び今後の対応、方針」

令和４年度通学路安全点検調査表

該当箇所・住所

1 つくば真岡線 ・歩道脇の樹木や草が生い茂っているため、通行の妨げになっている。 ・草刈りと樹木伐採。 ・民地所有者へ樹木伐採(剪定)の依頼を実施します

2 つくば真岡線 ・歩道脇の樹木や草が生い茂っているため、通行の妨げになっている。 ・草刈りと樹木伐採。 ・民地所有者へ樹木伐採(剪定)の依頼を実施します

3 市道５-4416号線
・土浦坂東線（5-1723号線）との交差点（十字路）東側に横断歩道がはあるが、
学校に向かう南側に横断歩道がない。

・横断歩道の設置。 ・横断歩道の新設を検討します。

4 つくば真岡線
・車がある程度のスピードを出して通るので危険である。
・歩道がないカーブのため、危険である。

・路側帯のカラー化
・センターライン未設置部にドットライン等の減速表示を設置します。また、学
童注意などの路面表示を予定しております。

1
市道5-4355号線
市道5-4359号線

・四方が民家の塀のため、ドライバーが自転車等の存在に気が付きにくい。 ・看板等設置による注意喚起をお願いしたい。 ・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。

2 市道5-4326号線 ・多くの生徒が通行し、交通量もあることから注意が必要な場所である。 ・横断歩道の設置または注意喚起等の看板の設置をお願いしたい。

・横断歩道は、歩行者溜まりがなく、設置できません。申請に応じて交通安
全啓発立て看板の配布を行います。
・県道つくば真岡線においても、交差点があることを周知させる路面表示を
設置します。

3
市道７-2002号線、市道７-2049

号線、市道７-2035号線

・付近の交差点は、南北の進行方向が優先扱いであるが、当該交差点は東西
方向の道路が優先である。当該交差点の南北方向には「止まれ」の停止線が
あるが、地域住民以外も多く利用していることなどから危険性が高い。

・横断歩道の設置または、注意喚起等の看板設置等をお願いしたい。
・横断歩道の新設を検討します。申請に応じて交通安全啓発立て看板の配
布を行います。

1 市道５-1900号線
・幅員が狭い上、交通量が多く、大変危険である。
・排水側溝の上を歩かざるを得ない状況だが、破損しているため、躓いて車両
と接触する恐れがある。

・排水側の溝を一部グレーチングにしつつ、アスファルト舗装してほしい。
（小野崎４４８−１付近の対応）以上の対応の上、アスファルト舗装部分をグ
リーン標示してほしい。（通学路の明確化）

・要望延長が長いため、工事をするには事業化して予算を確保する必要が
あります。例として小野崎448-1付近の施工が挙げられていますが、どのよう
な施工が現場状況に適合するかの判断は、設計時に検討する必要がありま
す。

2 市道７-3056号線 ・保育園横から西に向かう道路で、スピードを出す車が多く危険である。
・スピード落とせの標示はあるが、スクールゾーンの路面標示など目立つ標
示にしてほしい。

・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、ス
クールゾーンの路面標示については、実施できません

3 市道５-1900号線
・車の交通量が非常に多く、またスピードを出す車も多く危険である。
・横断歩道があるが、上記の理由などで渡る際に危険である。

・ハンプの設置。
・押しボタン式信号機の設置。
・視覚効果を利用した立体横断歩道、横断歩道ありの路面標示。（オレンジ
色などで目立つようにしてほしい）

・ハンプについては、騒音や振動の発生が懸念されることから、設置できま
せん。
・押しボタン式信号は、歩行者溜まりが確保できないため、設置できません。
・点検当日、既存の横断歩道表示が薄くなっているため、そちらを塗り直し、
対応することとなりました。

4 市道5-1778号線
・北側に向けてカーブとなっており、スピードを出した車が通ってきて危険であ
る。

・住宅街にハンプはつけられないとのことだが、対応している場所もあるので
対策をしてほしい。
・上記が難しいようであれば、視覚効果を利用した立体横断歩道など対策を
要望する。

・ハンプについては、騒音や振動の発生が懸念されることから、設置できま
せん。
・既に「横断者注意」の路面標示があり、さらに目立たせるために路面標示
の周りを黄色に塗るといった減速対策が施されているため、新たな路面標示
の設置ではなく、薄くなっている十字マークとセンターラインの塗り直しをい
たします。

1 市道５－2062号線 ・歩道が片側しかなく、横断歩道もない所を渡るため危険である。 ・反対側に歩道の設置。

・要望路線については、市街地として既に多くの住居や施設が立地されて
いる現状であり、歩道を設置するための用地確保は困難であると考えられま
す
・現在、通学の妨げとなっているゴミ集積場は、過去に地域句会により設置
が決定されたものであるため、移動をご希望の場合、地域区会と話し合って
いただきますよう、お願いいたします。。

2 市道５－２０５９号線 ・路上駐車が多く、危険である。 ・路上駐車防止のための標識等の設置。
・付近の交番に、路上駐車取り締まりを行っていただくよう要望いたしまし
た。

1 市道５-2074号線
・見通しが悪いT字路。樹木が伸びており道路標識が認識しずらく、事故が起
こる危険性が高い。

・標識付近の樹木の剪定を要望。
・公園施設課に支障枝の剪定を依頼しました。その他、安全対策として横断
歩道部余白のカラー化、イメージハンプの設置を行います。

2 市道５-2053号線
・歩道が狭く、街路樹の根が原因で凸凹しているため、歩きにくく、転倒する可
能性があり、危険。

・歩道の改善工事を要望。 ・点検時に施工済みであることを確認しました。

3 市道5-2142号線
・歩行者と自転車が走行可能な歩道があるT字路。飛び出してくる自転車があ
り、出会い頭に衝突する危険性がある。また、スクールゾーンの看板が劣化し
て見えにくい上に、横断歩道の塗装も剥がれており認識しずらい。

・飛び出し注意と、新しいスクールゾーンの看板設置と、横断歩道の塗り直し
を要望。

・警戒標識の色が薄くなっていたため、新しい標識に交換します。
・看板の修繕を行います
・横断歩道の塗り直しの上申を行いました。

葛城小

土浦坂東線辻交差点から葛城小学校T字路前
のカーブまでの間

学園南3丁目52付近の道路（かつらぎ第二保育
園西側から学園南3丁目52へ入る道路）

土浦坂東線　西大橋２８６−１
学園南３丁目３０−６付近の横断歩道

学園南3丁目付近・葛城根崎TX高架下横断歩
道あたり

松代小

松代3丁目　松代ハウス脇から南に向かう道路

松代3丁目

手代木南小

つくば市松代4丁目
千上児童公園に面するT字路

つくば市松代4丁目
千上児童公園付近の歩道

手代木南中学校隣
テニスコート脇のT字路

高山中

島名６６３－１付近十字路

島名６６８付近Ｙ字路

島名1903付近十字路

つくば市島名２７９９付近のカーブ

島名小

島名784-30付近
島名交流センター付近

島名893
美容室みやうち前交差点

鬼ケ窪1043-1付近
熊谷組つくば技術研究所前交差点付近



学校名 対象番号 路線名 通学路の状況・危険の内容 要望事項 「現状及び今後の対応、方針」

令和４年度通学路安全点検調査表

該当箇所・住所

1
市道５-2038号線
市道５-2035号線

・過去の台風接近時にカーブミラー全体が曲がり、交差点進入時に自動車や
歩行者、自転車等の確認が困難で危険である。

・カーブミラーの向きを元通りに修復してほしい。 ・カーブミラーの修繕を行いました。

2 市道2024号線
・カーブミラー鏡面の下半分が腐食し、剥がれ落ちているため、路地から歩行
者や自転車が見えづらく危険である。

・カーブミラーの鏡面の修復。 ・カーブミラーの修繕を行いました。

3 市道５-2150号線
・道端のU字溝に蓋がない箇所が多く、自動車の通過時などに、歩行者が道
路の端を通行する際、危険である。

・U字溝にコンクリート製の蓋を設置してほしい。 ・蓋無しのＵ字溝を、蓋付きの函渠型側溝への入替を検討します。

1 5-2111号線 ・横断歩道が消えかかっている。 ・横断歩道の塗り直し。 ・横断歩道の塗り直しを上申しました

2 5-2111号線
・朝の登校時など、学校前にも関わらず、スピードを出して通過する車両もあ
り、大変危険である。保護者は大変心配している。

・速度を抑制する道路標示の塗装。
・車両の減速を促す路面標示を検討します。
・スクールゾーンの路面標示塗り直しを実施しました。
・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。

3 市道2級35号 ・横断歩道が消えかかっている。 ・横断歩道の塗り直し。 ・点検時、横断歩道の塗り直しが完了していることを確認しました。

1 県道202号
・トンネルの出入口に、県道202号線につながる道路がある。カーブミラーはあ
るが、見通しが悪く危険である。

・道路にスクールゾーンの標識の塗装。
・危険飛び出し注意の看板の設置。

・スクールゾーンの設置については、学校から半径500m以上のため設置で
きません。速度を落とす旨の注意喚起に係る路面表示を設置します。
・交通安全啓発立て看板の配布を行いました。
・付近の横断歩道の塗り直しを上申しました。

2 市道1024号線

・旧道は道幅がとても狭く、朝・夕の交通量が多い。
・スピードを出す車が多く危険。
・横断歩道はあるが信号がない。
・ガードレールがない。

・道路にスクールゾーンの標識の塗装。
・危険飛び出し注意の看板の設置。

・スクールゾーンの設置については、学校から半径500m以上のため設置で
きません。車両の減速を促す路面標示を検討します。
・交通安全啓発立て看板の配布を行いました。
・付近の横断歩道、速度表示の塗り直しを予定しています。

3 市道２級35号線
・歩道が狭く、大変危険である。
・雨の日に傘をさすと危険である。

・歩道整備。
・歩道を設置するためには道路を拡幅する必要があるため難しい状況で
す。外側線が薄くなっていたため、外側線の塗り直しを行います。

4 市道２級43号線
・スケートボードをする若者がおり、登下校時に危険である。また、ゴミのポイ捨
て等も問題になっている。

・防犯カメラの設置。
・パトロールの強化。

・防犯カメラにつきましては、不特定多数の者が利用する道路、公園、広場
かつ、犯罪が多発し、防犯上必要と認められる場所に設置しています。今
後、つくば警察署と設置について協議いたします。
・パトロールの強化を、付近の交番、派出所等に依頼します。

1 市道４－4301号線 ・通学時間帯の交通量が多い。歩道が狭く、車との距離が近くなり、危ない。 ・スクールゾーンの緑色の表示。
・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、ス
クールゾーンの路面標示については、実施できません。
・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。

2 市道2022号線 ・信号のない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く危険。 ・スクールゾーンの緑色の表示。

・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、ス
クールゾーンの路面標示については、実施できません。
・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。
・付近の横断歩道の塗り直しを上申しました。

1 市道5-2735号線
・常磐自動車道下のトンネルから、市道を自転車で横断する時、市道を通る車
と衝突の危険性が高い。

・車に対し注意喚起の標識設置、または「横断者あり注意」等の道路への表
示をお願いしたい。

・T字または十字マークの路面設置を検討しています。

2
市道4-4300号線と

市道4-4317号線の交差点
・登校時は信号待ちをする小中学生が非常に多い。中学生の中には、痺れを
切らし横断歩道を渡らず、道路を渡ってしまう生徒もいて危険である。

・朝の時間帯（7時45～8時15分）は歩行者横断時間を長く設定してほしい。
・歩者分離の信号であるため、サイクル変更はできません。横断歩道の再塗
装を上申しました。

3 つくば公園通り
・路面の凹凸している。
・タイル張りで滑りやすい。
・木が多く茂っていて薄暗い。

・路面の整備、樹木の伐採をお願いしたい。
・市では、樹木の伐採は原則行うことはできません。路面整備については、
要望する路線延長が長いため、生徒の行き来の多い学校正門付近に滑り
止め対策が期待できる施工法の検討を行います。

つくば市南中妻３５２
常磐自動車道下トンネル出入口

上横場バス停

小野川小入口交差点

つくばJC下小さいトンネルの通路

谷田部東中

つくば市北中妻付近
常磐自動車道下トンネル

東２丁目谷田部東中北

つくば公園通り（洞峰公園から赤塚公園にかけ
て）

東小

鍛冶が台児童公園(東２丁目）から南側道路

鍛冶が台児童公園（東２丁目）から南側道路へ
向かう2つ目の交差点

手代木中

松代２丁目交差点

松代５丁目、手代木中学校正門わき・テニスコー
ト前のカーブミラーの修復

松代５丁目、メゾン松代付近

二の宮小

二の宮４丁目、市道５－2314号線との交差点

二の宮４丁目

上原地区、市道５-6110号線との交差点

小野川小



学校名 対象番号 路線名 通学路の状況・危険の内容 要望事項 「現状及び今後の対応、方針」

令和４年度通学路安全点検調査表

該当箇所・住所

1 県道藤沢豊里線
・歩道の側面の土砂が崩れそうになっている。一部はコンクリートで補強してい
るが、土砂がむき出しの場所もある。災害時が不安である。

・柵等の設置などによる転落防止措置。 ・法面部分の境界及び土地所有者を確認し、対応します。

2 上野側道
・注意喚起の看板は設置してあるが、柵等がない箇所もあり、誤って転落してし
まう危険がある。

・土砂の落下や崩れ防止措置。
・学校より、土地を管理している土地改良課に柵の設置などを依頼していた
だくよう、お願いしました。

1 市道４－2225号線 ・度々停車している車があり、見通しが悪く危険。 ・駐車禁止の看板や立札の設置。 ・外側線塗り直しを検討します。

2 市道４－2239号線 ・スピードを出す車が多く、カーブもあり、大人でも恐怖を感じるほど危険。 ・移動オービスの設置。
・この場所はカーブで下り坂のある道路であることから、移動オービスは設置
できません。

3 市道４－2303号線 ・常に暗がりで危ない。幾度か不審者情報もある。 ・街灯の昼間点灯。
・隋道内照明の照度確保を検討します。
・付近の横断歩道の塗り直しを行います。

4 市道４－2278号線 ・オオスズメバチが栗畑に出没し、登校中の児童に接近する。 ・近隣にあると思われるスズメバチの巣を撤去してほしい。
・学務課にて、先生と現地を確認いたしましたが、ハチの存在を確認できま
せんでした。再度目撃した場合は、まず、学校にご相談ください。

栄小 1 市道１号51号線
・路肩がカラーリングされて歩行者用と判別できるようになっているが、道幅が
狭く、児童の安全が確保できない。

・一部オレンジの棒が立てられており、棒の増設をしてほしい。または、車道
部分に運転者への注意喚起をするような表示を行う。

・ポストコーンの増設や路肩の塗色を検討します。また、付近の横断歩道の
塗り直しを上申しました。

桜中 1 市道１級45号線
・雨天時、道が坂道になっていて、下校時路面が濡れていて自転車通学者が
滑り、転倒することがあり危険である。

・グレーチングの設置等。
・昨年度、一部をコンクリート蓋に変更し、雨天時に水が溜まらないことを確
認しました。今年度は、残りの蓋についてもコンクリート蓋に変更し、滑り止め
対策を行います。

1 市道2019号線

・街路樹の根上がりにより、舗装に段差ができている。とくに西半分のブロック
舗装については、ブロックが浮いて3-4cmの段差ができており、ブロックを踏む
と沈み込む箇所が複数ある状況。
・街路灯が少ないことから、夕暮れ時は薄暗く躓く危険がある。

・舗装の修繕。
・街路灯の設置。

・R4年７月にタイル補修を実施し、今回の通学路点検でも段差が数か所確
認できたため、補修を行います。
・街路灯の設置については、現在、無電柱化エリアにおいて整備しており、
要望路線については、設置の計画はありません。
・防犯灯の設置につきましては、電柱が既に設置してある住宅地から優先的
に防犯灯を整備しております。設置後の眩しい等の御意見が多数あるた
め、学校、周辺住民と協議し設置を検討します。

2
市道４－4136号線
市道４－4137号線

・登校に加え、日常生活でも児童が徒歩や自転車で通行することが多い通りで
ある。当該地域は住宅、店舗、クリニック等が混在し、住民以外の車両通行が
多く見られる。歩道がない上に、対向車とすれ違える程度の道路幅員があるこ
とからスピードを出す車両が多いため、交通事故が懸念される。加えて、交差
点手前の停止線や横断歩道が薄くなっている状況。

・停止線や横断歩道の塗り直し。
・ハンプや狭さくの設置など、通行車両の減速を促す対策。合わせて、歩行
者や自転車が安全に通行できるよう路肩部を着色。

・横断歩道、停止線の塗り直しを上申しました。
・外側線の再設置を検討します。

3 市道４－4052号線（Ｐ）

・自転車の停止を促すペイントがはがれている。また、坂道を下った箇所の停
止線がはがれている。
・自転車が陸橋からスピードを落とさずに坂道を下ると、歩行者とぶつかる危険
あり。舗装損傷による段差、フェンスの損傷もある。

・はがれたペイントの塗り直し、フェンスの補修。
・アスファルト舗装の修復。

・ペイントの塗り直しを行いました。フェンスの補修を行います。
・アスファルトの穴の補修を行います。

1 市道４-4102号線
・自転車の交通量が多く、接触の危険性がある。
・駅方面からの自転車も多い。

・歩行者と自転車のレーンを分ける。または、目立つ注意書きを設置する。 ・歩行者と自転車への注意喚起を促す路面標示を実施します。

2 県道土浦坂東線
・交通量が多いが、車が減速しない。
・止まれの表示が薄い。

・スクールゾーンや減速を促す表示を設ける。
・表示の塗り直し。

・減速表示をカーブ内にまで設置できるか検討します。スクールゾーンの設
置については、学校から半径500m以上のため設置できません。
・止まれの表示の塗り直しを行います。

3 市道４－4115号線 ・「学童注意」の文字、停止線、横断歩道ありのマーク（◇）が消えかけている。 ・表示の塗り直し。
・停止線、横断歩道の塗り直しを上申しました。
・学童注意の路面標示の再設置を行います。

1 市道４-4116号線
・登下校の時刻になると、自動車や自転車の通行が多く、危険である。自転車
の近くを自動車が早い速度で通過している。

・自転車通行帯の設置。 ・外側線の再設置を検討します。

2 市道４-4116号線 ・交通量は多いが信号機がなく、危険な交差点である。 ・信号機の設置。
・交通量が少ないため、信号の設置はできません。
・付近の横断歩道の塗り直しを上申しました。

3 市道４-4198号線 ・道路が波打っていて非常に危険な状態である。 ・道路の舗装工事。
・舗装打ち換えを行う際に、マンホールの蓋交換・高さ調整を行い、改善を
図ります。

竹園東中

竹園東中学校前の道路

つくば市千現１丁目

つくば市千現１丁目

竹園東小

三角公園～太鼓橋

土浦タクシー前道路

竹園交流センター付近交差点

竹園西小

つくば市東新井19

つくば市竹園2丁目

千現通り陸橋　JAXA側坂道

栗原小

きくら荘脇歩道の側面

上野池の周り

妻木神社横

妻木神社横大通り

土浦学園線をくぐるトンネル内

吉瀬交差点～
三日月神社坂上

東岡・商工会桜支所の裏

九重小

金田池付近



学校名 対象番号 路線名 通学路の状況・危険の内容 要望事項 「現状及び今後の対応、方針」

令和４年度通学路安全点検調査表

該当箇所・住所

1 県道藤沢荒川沖線
・現在設置されている滑り止めの劣化、段差の端に行けられている金属により、
滑りやすく危険である。
・コンクリートが割れていて危ない箇所がある。

・滑り止めと金属の交換。
・コンクリート割れの修復。

・滑り止め(ゴム部分)の交換が可能か確認し、検討します。
・コンクリート割れの修復を行います。

2 市道４－3312号線 ・朝の交通量が多く、道幅が狭いため、危険である。
・歩行者用道路の確保。もしくは、道路にスクールゾーンの表記等、運転者
に通学路であることを訴える道路標示の設置。

・要望区間については、地元区会からも道路を広げてほしいとの要望書と同
意書が提出されていますので、今後、要望書及び同意書を精査し、事業化
について検討します。
・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、ス
クールゾーンの路面標示については、実施できません。
・学童注意の路面標示の再設置を行います。

1 市道４-4237号線 ・全体的にさび付いており、看板の溶接がはがれてしまっている。 ・看板の修繕。
・錆びた看板の補修を行います。
・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。

2 市道４-4247号線
・見通しが悪く、児童から車が見えにくい。
・車側からも児童の姿は見えにくい。

・「児童横断注意」など注意を促す看板、または標識の設置。 ・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。

3 市道４-4248号線
・横断歩道が消えかかっている。
・横断歩道になっている部分の道路が凸凹している。

・横断歩道の塗り直し。
・道路の補修。

・横断歩道の塗り直しを上申しました。
・道路パトロール等で劣化状況を注視し、舗装の安全性等を鑑みた上で、
今後、補修等を検討します。

1 市道４-3619号線 ・トンネル側から桜南小へ向かう車と出会い頭になり危険。 ・飛び出し注意などの道路標示の設置。 ・外側線の再設置を検討します。

2 国道201号線
・桜南小、並木接骨院の間を抜ける道へ行くための横断歩道。車から見通しが
いいのにも関わらず、止まる車が少ないため、とても危ない。

・横断歩道の線の塗り直し。 ・横断歩道の塗り直しを上申しました。

3
市道４-4290号線
市道４-4287号線

・住宅街から出てくる車が建物で全く見えない。 ・カーブミラーを設置してほしい。
・カーブミラーにつきましては、設置が困難なため申請に応じて交通安全啓
発立て看板の配布を行います。

4 市道４-4241号線 ・並木小脇の通りの街灯が暗い。 ・街灯の設置。
・街灯の設置はできないため、周辺に伸びている樹木を伐採することで、明
るさを確保します。

1 市道４-4457号線

・青信号の点灯時間が短いため、児童が渡りきる頃には点滅してしまい、急い
で渡るので危ない。
・登校時の信号待ちの列が歩道にあふれてしまい、自転車と接触する危険が
ある。

・登校時の午前7：30～8：00ぐらいの30分間、青信号点灯時間の延長。 ・すでに最大限に延長しているため、対応できません。

2 市道４－４４６６号線
・推奨通学路ではないが、鍵を持っていない児童が下校時に多数駐車場前を
通る。下校時は銀行の営業終了時刻と重なるため、出てくる自動車も多く危
険。

・「学童多し注意」等の看板設置。 ・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。

3 市道４－4093号線（Ｐ）
・タイルが滑りやすくなっている。
自転車の転倒が多くみられ、歩行者も転ぶ危険あり。

・滑りにくい路面へ変更。
・R4.6に路面清掃を実施したが、雨天時の状況を含めて、引き続き監視して
いきます。

1 市道４−４０４３号線
・T字路の停止線、「とまれ」の文字がほぼ消えている、または消えかかってい
る。車が一旦停止をしないと歩行中の生徒と接触する可能性があり危険。

・停止線、とまれの道路表示の再塗装。 ・停止線、止まれの塗り直しを上申しました。

2 市道４−４４５７号線
・公園側の歩道と車道の高低差が大きく、雨天時には広範囲に渡って深い水
溜りができる。水溜りを避けて歩くには横断歩道をはずれ、車道に出て渡る必
要がある。

・道路を舗装して高低差をなくす。 ・横断歩道設置箇所に水が溜まる状況があるため、道路工事を検討します。

3 市道４−４０５２号線（P）
・９０度ほどに出っ張る植木で見通しが非常に悪い。 通行量が多く、自転車は
スピードを出していることもあり、歩行者が接触すると危険。

・カーブミラーの設置。

・植栽を剪定することで、視界が確保できるためカーブミラーの設置は行い
ません。
・視認性が向上するように、樹木剪定の検討を行う。また、自転車や歩行者
への注意喚起のため、路面標示シールを設置します。

並木小

並木2丁目黄色の標識

並木3丁目

並木3-１、横断歩道

桜南小

つくば市大角豆
桜南小前歩道橋

つくば市大角豆
にじ色保育園沿いの市道

吾妻中

天久保１丁目　吾妻中学校（駐車場側）とセブン
イレブンの間の道路

吾妻２丁目　吾妻小学校北側　コーヒーファクト
リー前の横断歩道（信号あり）

吾妻２丁目　エキスポセンター出入口からダイア
パレス側への遊歩道

並木中

つくば市大角豆ガレージタキカワ付近Ｔ字路

並木3丁目

下広岡１０５４－３６

並木２－１２

吾妻小

小学校前横断歩道（中央公園出口付近、吾妻
2-16）

常陽銀行研究学園都市支店前（吾妻1-14-2）

時の公園付近（吾妻1-16-1）



学校名 対象番号 路線名 通学路の状況・危険の内容 要望事項 「現状及び今後の対応、方針」

令和４年度通学路安全点検調査表

該当箇所・住所

1 県道１４３号線 ・児童が通る横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し。 ・横断歩道塗り直しを上申しました。

2 県道１４３号線 ・児童が通る横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し。 ・横断歩道塗り直しを上申しました。

1 県道201号線 ・横断歩道が一つもない。交通量が多い県道を渡るのは大変危険である。
・横断歩道の設置。
・通学路看板の設置。

・横断歩道の新設を検討しています。
・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行いました。

2 県道201号線
・横断歩道で通学時間帯の交通量が多く、なかなか車が止まってくれず、渡る
のが大変である。

・横断歩道に押しボタン式信号の設置。 ・カーブの道路であるため、押しボタン式信号は設置できません。

3 県道201号線 ・歩道が狭く、ガードレールや縁石がないので危険である。 ・ガードレールや縁石の設置。 ・グリーンライン部に置きガードレールの設置を検討しています。

4 県道46号線
・交通量が多いのに、横断歩道の白線が消えていて渡るのに危険である。歩
道の白線もない。

・横断歩道の塗り直し。
・歩道に白線を引く。

・横断歩道の塗り直しを上申しました。
・外側線の設置を行います。

1 市道6-3139号線
・登下校の際に横断歩道を使用するが、坂道でカーブになっているため、見通
しが悪い。スピードを出している車が多く、児童やボランティアが待っていても
止まらずに通過する車が多い。

・警察による取り締まり強化（7:10～7:30）、制限速度規制
・取締、制限速度規制は幅員が狭く、実施できません。一時停止線の塗り直
しの上申を予定しています。
・坂道下部にイメージハンプ等の設置を検討します。

2 市道6-3139号線
・天宝喜ポンプ場から歩道が狭くなっている。天宝喜２５６－１付近で道路を横
断するが、スピードを出している車が多いので横断が困難である。

・歩道確保。（土砂等の整備含む）
・通学路標識設置。
・スピード規制表示設置。

・歩道を設置するためには、沿道に隣接する用地の確保が必要となります。
これに伴い、土地所有者の同意も必要となることから、地元区会に御相談を
お願いします。
・法面からの草により、歩行スペースに支障が出ることが原因と考えられるた
め、適宜除草による対応を行います。（主に夏季　草が伸びる時期に対応）

3 市道６－4074号線
・歩道に窪みがあるため、集中豪雨があると水が歩道全体にたまってしまい、
歩道を歩くことができない（正門から２本目の桜付近）。坂上から正門までの歩
道に凹凸があり、転倒する危険がある。

・歩道の凹凸補修。 歩道の舗装補修工事を行います。

高崎中 1 県道143号線 ・交通量が多く、自転車で車道を通行するのは危険を伴う。 ・自転車も歩道を通行できるよう、標識等の設置を要望する。
・幅員が狭く、警察で規制を行うことはできません。
・ローソン敷地と県道市道交差部があいまいになっている部分について、歩
道巻込のような形で区画線を設置します

1 野田牛久線県道46号線
・付近の樹木が伸びると、生徒が自転車走行する際に枝が体にぶつかる高さ
になり、目に入って怪我をすることがあった。

・樹木の剪定、伐採。保護者や地域の方からの依頼が多い場所で、今年度
も道路管理課に連絡・依頼してから対応までに１か月以上かかった。

・樹木の伐採を行います。

2 野田牛久線県道46号線
・道が狭く歩道がなくなる場所では車と接触しそうになり危険である。また、急な
カーブの坂道で歩道が狭いため、自転車のスピードが出やすく事故が多発す
る場所である。

・縁石やガードレールの設置、減速などの安全標識の設置。
・大きなカーブミラーの設置。

・現在の道路幅で縁石、ガードレール、安全標識等を新しく設置すると、生
徒の通行している路肩幅がさらに狭くなり危険となるため、設置は困難で
す。可能性としては歩道の新設が考えられますが、用地協力が必要となりま
す。これについては今後、事業化の可否を検討します。
・見通しは確保されているほか、上記と同じ道路幅の関係でカーブミラーの
設置はできません。

3 野田牛久線県道46号線 ・縁石がなく、車と接触しそうになる場面がある。 ・縁石やガードレールの設置。
・縁石等を設置し、歩道を確保するためには幅員が足りないため、拡幅が必
要となります。

1 市道５－1143号線

・現在、市道52号線から、市道５－１１３２号線、市道５－１１４４号線を通学路と
している。その場合、５－１１３２号線の横断歩道を渡って車と接触しそうになり
ながら右側通行をして、５－１１４４号線に入って通学することになる。接触事故
の危険を減らすため、５－１１３２→５－１１４３のルートに通学路を変更する予定
である。その場合、５－１１４３号線に入ってすぐのカーブのところの視界がよく
ない。

・カーブミラーの設置。 ・カーブミラーの設置を行いました。

2
市道５－1125号線
市道５－1133号線

・三叉路になっていて、歩行者、自転車、車が交錯する場面が多くあり、危険
である。

・カーブミラーの設置。
・横断歩道の塗り直し。

・見通しが良いためカーブミラーの設置はできません。
・横断歩道の塗り直しを上申しました。

3
市道５－1143号線
市道５－1146号線

・横断歩道が見えにくい。 ・横断歩道の塗り直し。 ・横断歩道の塗り直しを上申しました。

4
市道５－1146号線
市道５－1133号線

・通学路として使用しているが、横断歩道がわかりにくい状態。 ・横断歩道の塗り直し。 ・横断歩道の塗り直しを上申しました。

5
市道５－１１４６、１８５５

～５－１１４６、１１４２号線
・市道５－１１４６号線の、市道５－１８５５とのT字路から市道５－１１４２とのT字
路のところまで、あまり見通しがよくない。

・「通学路」の標識の設置。 ・申請に応じて、看板の設置を行います。

茎崎第一小

高見原２丁目ローソン前

高見原２丁目ローソン前、ヤックスドラッグ前

高見原4丁目付近

茎崎中

つくば市茎崎
・バス停「茎崎高校入口」付近

茎崎第二小

小山２３２４－２～小山２２９９－１

自由ヶ丘キグナス（GS）付近

上岩崎セレモニーいおり付近

上岩崎1019番地付近の十字路

茎崎第三小

つくば市宝陽台北公園下
横断歩道

つくば市天宝喜ポンプ場～
天宝喜２５６－１

茎崎第三小学校前歩道

つくば市森の里
・バス停「森の里団地入口」から坂を上がった付

近

つくば市六斗～小茎

春日学園義務教育

つくば市春日二丁目４３－８

つくば市春日三丁目８－６

つくば市春日二丁目４２－２

つくば市春日二丁目４５－６

つくば市春日二丁目２６－７



学校名 対象番号 路線名 通学路の状況・危険の内容 要望事項 「現状及び今後の対応、方針」

令和４年度通学路安全点検調査表

該当箇所・住所

1
市道１－3125号線
市道１－3094号線

・深い用水路にも関わらずロープが張られているだけで危険。
・雑草の背丈が高く、児童が隠れてしまうため、車から視認しづらく危険。

・用水路に蓋を設置、または柵の設置。
・除草、カーブミラーの設置。

・入口付近や曲り角付近への柵の設置を検討します。
・11月に対象路線の除草を実施致しました。植栽を剪定することで、視界が
確保できるため、カーブミラーの設置は行いません。

2 市道１－4438号線
・側溝の蓋が設置されていない場所が多く、その上に草がかかっていて側溝を
視認しづらいため、バス停までの徒歩中に危険。

・蓋の設置。
・除草。

・構造上蓋の設置は不可能です。
・次年度より定期的な除草を実施していく予定です。

3
市道１－4172号線
市道１－4169号線

・朝の通学の時間帯に細い道を下妻方面への抜け道に使う車が多いため、自
転車通学者や歩行者が危険。

・時間指定のスクールゾーンに設定するなど、抜け道にならないような措置。
・スクールゾーンの設置については、学校から半径500m以上のため設置で
きません。利用する生徒数の関係上、規制を設けることはできません。

4 笠間つくば線
・横断歩道はあるものの、道が坂とカーブになっており見通しが悪い。さらに、
車が減速しないため危険。

・横断歩道があることや通学路を知らせる標識等の設置。 ・路面標識(スピード落とせ)の塗り直しを検討しています。

5 市道１－2388号線 ・側溝の蓋が大きく破損して穴が開いているため危険。 ・蓋の修繕。 ・11月に蓋の修繕を行いました。

6 県道筑波山公園線
・点滅信号がなくなる。
・車がスピードを出しやすく危険。

・信号をなくさない。なくなるのであれば対応策を。
・点滅信号の撤去は中止できませんが、代替案として、信号撤去に合わせ
て一時停止規制標識を設置します。

市道7-3022号線

市道7-3022号線

2 市道５－１８９５号線
・パークハウス来夢、サーパスの学園生が登下校する通学路だが、横断歩道
がなく、危険である。

・横断歩道の設置。 ・横断歩道の新設を検討します。

3
市道７－３１３９号線
市道７－３１６３号線

・通学時に多くの児童が横断する道路だが、抜け道として高スピードで利用す
る車が多く、部分的に見通しが悪い部分もあり、危険である。

・区内の車両最高速度　30ｋｍ/時区域の指定 ・交差点の表示（+、Tなど）を実施します。

4 市道5-1752号線
・自動車のスピードが出ていて、歩道に乗り上げる危険あり。
・子どもが道路にはみ出す可能性がある。

・縁石の内側に、ガードレール、及びポールなど、歩行者を守るもの防護柵
の設置。
・道路へ速度制御を促す路面標示（例：オプティカルドットシステムのような）
の設置。

・防護柵設置を検討しております。
・当該道路付近に、「スピード落とせ」、減速を促すドットライン表示、スクール
ゾーンの路面標示が行われているため、新規の路面標示は難しい状況で
す。

5
市道７-3073～3079号

市道７-3079号

・研究学園全体の交通量が増え、抜け道として多く使われている。「危険」看板
はあるが、スピードを落とさず走行しているバイク・車が多い。歩行者ギリギリに
走る車があり、カワチ沿い以外は歩道帯がない道路のため、危険である。

・歩行優先、減速を促す路面表示の設置。 ・減速を促す路面表示を検討します。

6 市道７－3023号線 ・横断歩道がないが、横断者の多い道路である。 ・横断歩道の設置、点滅信号の設置。
・横断歩道の新設を検討します。
・点滅信号は、現地にて要望がなかったこと、今後新設する予定がないこと
から、設置できません。

1 市道５-3638号線 ・交通量の多い道へ出るところが危険である。 ・看板の設置。 ・申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行いました。

2 主要地方道取手つくば線沿い ・暗くて防犯・交通安全上危険である。 ・街灯の設置。

・本県の方針として、一定の間隔で設置する形式の道路照明灯の新設は原
則として行っておりません。(交差点部分にはすでに設置されております)
・防犯灯の設置につきましては、電柱が既に設置してある住宅地から優先的
に防犯灯を整備しております。設置後の眩しい等の御意見が多数あるた
め、学校、周辺住民と協議し設置を検討いたします。

3 市道２級３８号線沿い ・車のスピードが速く、危険である。 ・一時停止線などの設置。
・要望路線には減速対策として既にイメージハンプや「スピード落とせ」の路
面標示が設置されており、住宅街のためハンプの設置も実施していないこと
から、これ以上の減速対策は難しい状況です。

4 市道7-1126号線 ・見通しが良くなく、危ない。 ・「とまれ」の標識などの設置。 ・一時停止設置を検討します。

5 市道5-3656号線 ・出会い頭の衝突の危険性が高い。
・トンネル内のミラー設置。
・光るポールの設置。

・視界の悪いところでは左右の安全確認をするよう交通安全教育、啓発活動
を今後も行ってまいります。
・カルバート内および歩道上にポストコーンを設置するなど、自転車の減速
を促し、衝突事故の防止を図る対策を検討します。

・横断歩道の設置。

まんりょう公園前 学園の森3丁目

・信号まで距離があるため、道路を渡って公園に行くが、年々交通量が増え危
険である。

みどり公園前 学園の森3丁目

南遊歩道東側・よつば出入り口

学園の森1丁目

サトウ歯科前から学校前遊歩道まで続くカーブ
（空き地前）つくば市学園の森２丁目１２

つくば市研究学園3丁目一帯

研究学園3丁目サンキから学園の森1丁目みな
も公園方面

・横断歩道は、カーブが間近にあるため、設置できません。看板の設置と併
せて減速を促す路面表示を検討します。

秀峰筑波
義務教育

みどりの学園義務教育

みどりの2丁目トヨタカローラ・TAIYO付近

みどりの東セブンイレブンからみどりの中央ロー
ソンまでの通り

みどりの中央のホテル「ルスティカーナ」付近

みどりの東２４番あたり

みどりの1丁目の学校へのTXのトンネル

学園の森義務教育

1

つくば市北条５０７３
秀峰筑波プール側の農道

新白水団地内
つくば市安食2536近辺

125号線田中の交差点付近
元愛児園跡地側道

笠間つくば線
つくば市沼田118-4付近

つくば市北条４５３５
高橋商店向かい

県道筑波山公園線
神郡の点滅信号


