
学校名
対象番
号

該当箇所・住所 通学路の状況・危険の内容 要望事項 点検結果

1 大曽根小学校 1 稲荷神社（大曽根３０５４）の南に面した道路 道路が狭く歩道がないため危険である。
スクールゾーンにして、午前７時４５分から午前８時まで通行止めにし
て欲しい。

・通行止めにするためには、付近住民からの承諾が必要であるため、現時
点で規制をかけることはできません。また、現地調査をした結果、通行車
両の多くは子どもを送りに来た車でした。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

2 大曽根小学校 2
すぎのや本陣（つくば大穂店）からペットサロンつく
ばルーシー（大曽根4071-6）にかけての道路

道路が狭く歩道がないため危険である。
スクールゾーンにして、午前７時４５分から午前８時まで通行止めにし
て欲しい。

・通行止めにするためには、付近住民からの承諾が必要であるため、現時
点で規制をかけることはできません。また、現地調査をした結果、通行車
両の多くは子どもを送りに来た車でした。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

3 大曽根小学校 3
大曽根小学校体育館から石井美容室にかけての
道路

道路が狭く、見通しが悪く危険である。
スクールゾーンにして、午前７時４５分から午前８時まで通行止めにし
て欲しい。

・通行止めにするためには、付近住民からの承諾が必要であるため、現時
点で規制をかけることはできません。また、現地調査をした結果、通行車
両の多くは子どもを送りに来た車でした。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

4 大曽根小学校 4 武蔵商事株式会社(大曽根3791）に接する十字路 路地から出て道路を横断する際、両側がブロック塀になっていて危険である。
児童が安全に横断できるように、スクールゾーンのような表示を付け
て欲しい。

交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

5 要小学校 1 要（口ノ堀）
西大通りから県道への抜け道として使うため、登校時の交通量が大変増えている。停止線が消
えているため、スピードを緩めずに曲がる車が多く危険である。

車が必ず止まるように、停止線を引き直すか、児童の通学路であるこ
と強調する標識等の設置を要望したい。

一時停止規制がかかっている場所ではなく、また、標識を設置するような
スペースがない状況です。

6 要小学校 2 要（口ノ堀陸橋脇）
西大通りから県道への抜け道として使うため、登校時の交通量が大変増えているにも関わら
ず、白線も歩道もないので危険である。

車道との色分けや白線を引く等、歩道の整備を要望したい。
令和元年8月末に時速30kmの速度規制を設定し、速度規制の路面標示
を設置しましたので、しばらくはこちらで様子をみることで了承を得ました。

7 要小学校 3 要（猿壁）
道路が狭い上に、車道と歩道の区別をする白線も歩道もない。また、T字路に停止線がないの
で車が飛び出してきて危険である。

T字路部分に停止線を引くこと、また、T字路から学校に向かう道路に
白線か色分けを要望したい。

停止線の塗り直し実施予定です。
※色分けの要望は無しとのことでした。

8 吉沼小学校 1 つくば市西高野1100-12 道路脇の側溝に蓋がなく、歩行時危険である。 側溝に蓋をつけてほしい。 令和2年度以降、側溝の蓋かけを行う予定です。

9 大穂中学校 1 つくば市長高野６５４－１
県道５６号線を大穂中に向かって通学する際、道幅が狭く左側に歩道がないので、生徒は右
側を通行する。ファミリーマートの前で信号待ちをしているときや横断するとき、前から来た車と
接触しそうになる。

ガードレールの設置。あるいは、時差式信号の設置
・十字路交差点における時差式信号機の設置はできません。
・ガードレールの設置は困難なため、道路鋲等の安全施設を設置を検討
します。

10 大穂中学校 2 つくば市篠崎４７５
大穂中の北側道路を通って東向かう生徒は、道幅が狭いので、自転車が列を作ってしまう。そ
こに、前から車が来ると自転車が詰まるので、気が付くのが遅れた生徒が前の自転車と接触し
て田んぼに落ちてけがをする。

道幅の拡張。車両の通行止め（下校時）

・通行止めにするためには、付近住民からの承諾が必要であるため、現時
点で規制をかけることはできません。
・道路整備には拡幅用地の取得が必要となり、隣接地権者の用地及び家
屋等移転の協力が必要になるため、区会等に御相談いただき、用地提供
の同意書を添えて、要望書の提出をお願いします。

11 沼崎小学校 1 つくば市沼崎
・交差点の横断歩道が消えかかっている。
・歩道がなく危険である。

・横断歩道の塗り直し
・通学路表示の標識設置

・横断歩道の塗り直し実施予定です。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

12 沼崎小学校 2
つくば市酒丸

つくば資料センター付近
ゆるやかなカーブで見通しが悪く危険である。 ガードレールの設置

同路線内の歩道部内にガードレールが設置されている箇所があることから
設置の要望を受けましたが、同様な施工を行うと、歩道が狭くなり、自転車
等の通行の妨げにもなることから難しいため、代替案として歩車道境界ブ
ロック上にラバーポールの設置を検討します。

13 沼崎小学校 3 つくば市東光台1丁目 交通量が多く、横断が危険。 「学童横断」の旗と箱の設置 交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

14 今鹿島小学校 1
つくば市立今鹿島
（新田～椿本）

路側帯などの道路標示が消えかかっている。 塗装の塗り直し
該当箇所で水道工事が行われていることから、工事の完了を待って、対応
します。

15 今鹿島小学校 2
つくば市立今鹿島
（新田信号付近）

横断歩道が消えかかっている。 塗装の塗り直し 横断歩道の塗り直し実施予定です。

16 今鹿島小学校 3
つくば市立今鹿島
（旧「桂川」付近）

つくば真岡線との丁字路。大穂方面の抜け道で交通量が多いが、歩行者からも運転者からも
見通しが悪い。停止線や「とまれ」表示が不明瞭。

・植栽の伐採
・塗装の塗り直し

・私有地の生け垣が道路上に越境しているわけではなく、通行に支障を来
しているとはいえないため、指導は難しい状況です。T字路部分のミラーを
活用して安全確認をしていただくようお願いしました。
・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。

　令和元年度　通学路安全点検箇所一覧
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17 上郷小学校 1
上郷

市道3-2189号線と市道3-2660号線の交差点
児童館への下校時、車も歩行者も見づらい交差点があり、危険である。 一時停止やその位置等のペイント及び危険を知らせる方法の検討

・横断歩道の塗り直し実施予定です。
・反対側は停止指導線の設置、歩行者注意の表示などを検討します。

18 上郷小学校 2
手子生

市道3-2227号線と市道3-2682号線の交差点
見通しがよい交差点であるが、登校時の横断に配慮を要する。 一時停止や横断歩道のペイント 一時停止の塗り直し実施予定です。

19 上郷小学校 3
上郷

市道1級39号線と市道1級40号線交差点　及び
　　市道1級39号線と市道3-2296号線交差点

交通量が特に通勤時間に多く、横断に配慮を要する。(現在、道路補修工事中） 一時停止やその位置等のペイント及び危険を知らせる方法の検討 一時停止の塗り直し実施予定です。

20 豊里中学校 1 つくば市今鹿島4312～4314の歩道 歩道に雑草が生い茂り、自転車通学者がすれ違うことが困難な状況である。 雑草の除草
除草作業については、年２回実施しています。
（時期等の調整については要相談）

21 豊里中学校 2 つくば市高野1155～142の歩道 歩道に雑草が生い茂り、自転車通学者がすれ違うことが困難な状況である。 雑草の除草
除草作業については、年２回実施しています。
（時期等の調整については要相談）

22 豊里中学校 3 つくば市酒丸46～330の歩道 歩道に雑草が生い茂り、自転車通学者がすれ違うことが困難な状況である。 雑草の除草
除草作業については、年２回実施しています。
（時期等の調整については要相談）

23 谷田部小学校 1
つくば市谷田部2938
谷田部小学校前

横断歩道が消えかかっている。抜道になっており、児童の登校時には特に交通量が多く危険
である。

横断歩道の塗り直し 点検時には塗り直し済みでした。

24 谷田部小学校 2
つくば市台町1丁目

サカイ引越センター前の反対車線側の歩道
樹木が茂っているため、通行に支障がある。 歩道に出ている部分の樹木の伐採

歩道の通行に支障がある箇所について、枝払いを実施します。

25
谷田部南小学

校
1 つくば市境田１９１

六叉路になっている信号付近の歩道がせまく危険である。朝の登校時間帯の交通量が多く、
とても危険である。

車止め等の設置
・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属
製ポール設置は困難です。
・道路鋲等の安全施設を設置を検討します。

26
谷田部南小学

校
2 つくば市境田４３４９－２

県道19号線と交差する十字路で、交通量が多く歩道の一部が狭く危険である。また、車止めに
なるものがなく、車が飛び出してきたときに遮るものがなく危険である。

車止め等の設置
・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属
製ポール設置は困難です。
・道路鋲等の安全施設を設置を検討します。

27 谷田部中学校 1 つくば市谷田部4774-18
交差点付近の歩道が窪んでおり、雨が降ると歩道全域が水たまりとなり、歩行者の通行に支障
をきたす。

歩道の改修 原因を調査し、対策を検討します。

28 谷田部中学校 2 つくば市谷田部4324～4633
常磐道谷田部IC下を通る歩行者・自転車専用階段(スロープ)の滑り止めが老朽化し、さらに雑
草や土が堆積していることで、滑りやすい。特に路面が湿っている場合は、危険である。

滑り止めの修繕および整備 階段部の清掃実施します。

29 谷田部中学校 3 つくば市谷田部の県道19号線沿線の歩道全域
春から夏にかけて雑草が生い茂り、歩行者のすれ違いができないほど著しく通行に支障をきた
している。特に、海道南交差点以北及び谷田部IC出口から谷田部牛久線との交差点にかけて
が危険である。

歩道の整備及びまたは拡張
除草作業については、年２回実施しています。
（時期等の調整については要相談）

30 　柳橋小学校 1 つくば市新新井１９付近 背丈の高い草が茂っているため、見通しが悪い。 草刈り
除草作業については、年２回実施しています。
（時期等の調整については要相談）

31 　柳橋小学校 2
つくば市柳橋360

（柳橋小学校前横断歩道）
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実施予定です。

32 真瀬小学校 1 つくば市真瀬２７６－１付近 止まれの白線が消えかかっているせいか、止まってくれない車がある。 濃く書き直してほしい。
・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。
・外側線破線が薄いため、塗り直しを実施します。
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33 島名小学校 1 つくば市鬼ケ窪１１１６付近の交差点 車通りが激しく、危険である。
・信号機の設置
・ガードレールの設置

・道路幅員が狭いため、信号機の設置はできません。。
・道路幅員が狭く、ガードレール設置により歩行スペースが確保できなくな
るため、設置は困難です。

34 島名小学校 2
つくば市香取台

香取台公園隣の交差点
・車通りが激しく、危険である。
・多くの子供が登下校で使う。

信号機の設置 信号機設置要望箇所として県警本部に報告します。

35 島名小学校 3 つくば市島名２７９９付近のカーブ
・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。

ガードレールの設置
道路幅員が狭く、ガードレール設置により歩行スペースが確保できなくな
るため、設置は困難です。

36  高山中学校 1 つくば市下河原崎５０３
・草が生えていて通行に妨げになっている。
・歩道の幅が狭くすれ違うのが難しい。

除草と歩道の拡張
・除草については、年２回の実施をしています（繁茂がひどくなった際には
要相談）。
・今後、歩道の拡幅実施予定です。

37  高山中学校 2 つくば市鍋沼新田 街灯が少なく暗くて危険 街灯の設置
周囲に街灯は設置されていますが、必要な箇所があれば個別に対応しま
す。

38 葛城小学校 1
学園南3丁目５
学園南3丁目６

抜け道になっているため、朝夕の通勤時刻にスピードを出している車が多い。年に数回交通
事故がある。横断して学校へ行くので、とても危険。

・「通学路につき危険」の看板の設置
・運転者に気づいてもらえる表示の工夫

・集合場所を変更した方が安全と思われます（点検後、集合場所を変更済
み）。
・交差点部内が危険であることから、ラバーポールを設置します。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

39 葛城小学校 2
つくば市苅間１４２２－１

大野歯科前
見通しが悪く、道路も狭いのにスピードを出す車が多い。小中学生の横断も多いのでとても危
険である。車の衝突事故も年に数回起こる。

横断歩道か、「学童多し」の看板の設置
・横断歩道は設置基準に満たないため、設置できません。
・「学童注意」などの看板を設置します。

40 葛城小学校 3
県道123号線
つくば市西大橋

朝の交通量が多く、車のスピードが速い。緩やかなカーブであるが、見通しが悪く危険。横断
歩道はあるが、抜け道となっているからか、減速しないまま曲がってくる車があり危険である。

信号機、または減速帯、「通学路につき危険」の看板の設置
・信号機設置要望箇所として県警本部に報告します。
・カーブミラーの鏡面が老朽化により視界不良であることから、新しい鏡面
に交換しました。

41
手代木南小学

校
1 つくば市松代4丁目千上公園前

・緩いカーブのためスピードを出す自動車が多く危険である。
・横断歩道が消えかかっている。

横断歩道の塗り直し 点検時には横断歩道塗り直し済みでした。

42
手代木南小学

校
2

つくば市松代5丁目善心会ほのぼの荘つくば前横
断道路

道路を横断するために、交通量が多く、横断歩道だけでは危険である。 手押し信号機の設置
・付近の信号機との距離が近いため、設置できません。
・横断歩道の塗り直し実施予定です。

43
手代木南小学

校
3 つくば市手代木研修センター入口前横断道路 カーブで見通しが悪く、さらに交通量も多いため、横断歩道だけでは危険である。 手押し信号機の設置

・カーブであることと交通量が基準に満たないため、設置できません。
・追加要望として、横断旗ケースの撤去依頼がありましたので撤去します
（学校付近北側）。

44 松代小学校 1 松代3丁目東の五叉路（松代3丁目７～８付近） 車の通りが多く、速度を落とさないので危険。見通しが悪い。横断歩道がない。 通学路の標識がほしい。

・路面表記で「歩行者注意」等を検討します。
※標識ではなく路面標示希望とのこと。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。
・スクールゾーンの塗り直し実施予定です。

45 松代小学校 2 仁愛内科付近（曲がり角） 道路が狭いが、車の通りが多く、速度を落とさないので危険。出てくる車がわからない。 見通しよく広くしてほしい。

・当該箇所の生垣については、地権者が定期的に剪定する等、適正な管
理をしている状況です。
・道路の拡幅を要望する場合は、拡幅用地の取得が必要となり、隣接地権
者の用地及び家屋等移転の協力が必要になるため、区会等に御相談い
ただき、用地提供の同意書を添えて、要望書の提出をお願いします。

46 松代小学校 3 松代２丁目児童館西側道路 一部歩道がないところがある。 歩道をつけてほしい。

・当該地は既に住宅が立地しているため、歩道整備は困難と思われます。
歩道整備にあたっては、拡幅用地の取得が必要となり、隣接地権者の用
地及び家屋等移転の協力が必要になるため、区会等に御相談いただき、
用地提供の同意書を添えて、要望書の提出をお願いします。

3



学校名
対象番
号

該当箇所・住所 通学路の状況・危険の内容 要望事項 点検結果

　令和元年度　通学路安全点検箇所一覧

47 手代木中学校 1 松代4丁目
ＵＲ松代3丁目住宅周辺の押しボタン式信号、赤信号無視の車もあるため危険、歩道がないと
ころがあり歩行者が車道に入るため危険

歩道の整備

歩道整備には拡幅用地の取得が必要となり、隣接地権者の用地及び家
屋等移転の協力が必要になるため、区会等に御相談いただき、用地提供
の同意書を添えて、要望書の提出をお願いします。なお、今回の要望路
線には片側に歩道が整備されていることから、そちらを引き続き通学路とし
て使うよう検討願います。

48 手代木中学校 2 松代1丁目 理容ナガミネ近くのカーブ、道が狭く危険、カーブミラーがない。 カーブミラーの設置をしてほしい。 カーブミラーの設置要望個所には、既存ミラーが設置されています。

49 手代木中学校 3 松代３丁目 サンビレッジアビー側にカーブミラーがあるが、死角があり自転車が通るのがわからない。 カーブミラーの調整をしてほしい。
カーブミラーの視界が良好であることから、学校より保護者に再度確認を
行う。

50 手代木中学校 4 松代3丁目、４丁目
４車線の道路の中央分離帯の樹木、草の背が高く、車の運転手が横断歩道を渡る人影に気
づかない。

中央分離帯の樹木の剪定、除草をお願いしたい。 ７月上旬に剪定、除草済みであることを確認。見晴らしも良好である。

51 二の宮小学校 1 松野木薬局～二の宮眼科～小野川方面市道 道幅が狭く、車がすれ違う時に通学中の児童が危険
横断歩道や歩道の設置
車両通行制限

・歩行者レーン、区画線（外側線）消えかかっている部分の引きなおしを今
年度実施予定です。
・歩行者溜まりがないため、横断歩道の設置はできません。
・車両通行制限は、付近住民からの承諾が必要であるため、現時点で規
制をかけることはできません。
・スクールゾーンの塗り直し実施予定です。

52 二の宮小学校 2 小学校南側ｳｲﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝT字路
登下校時の送迎車の路上駐車が後を絶たず、追越車があり危険。横断歩道があっても車が停
止しないことが多い。

信号機の設置 付近の信号機との距離が近いため、設置できません。

53 二の宮小学校 3 二の宮１丁目・2丁目付近の道路全体
・歩行者通路と自転車通路の表示が消えている
・歩行者用白線がない。「とまれ」表示の消滅
・横断歩道や「とまれ」標識の消滅

表示や標識の再度書き直し
歩道のライン引き

・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。
・区画線（外側線）を新設予定です。

54
谷田部東中学

校
1 洞峰公園付近から赤塚公園にかけての遊歩道

該当が少なく、暗い。
落ち葉で滑りやすい。枝等が落ちていて危険。

・街灯を増やす。
・清掃の機会を増やす。

・当該路線については、街路灯の整備が完了しているため、街路樹の剪
定等により明るさを確保します。
・防犯灯の設置要望箇所については、無電柱化エリアで周囲に電柱がな
いため、設置できません。
・年間の維持管理にて、落葉などを含めた路面清掃で対応します。

55
谷田部東中学

校
2 茗溪学園中・高第2グランド付近 車道と歩道の区別がなく、道幅も狭い。車の通りも多い。 車歩分離

歩道整備には拡幅用地の取得が必要となり、隣接地権者の用地及び家
屋等移転の協力が必要になるため、区会等に御相談いただき、用地提供
の同意書を添えて、要望書の提出をお願いします。
※通学路の変更を検討するとのこと。

56
谷田部東中学

校
3 市道1級65線と5-2820号線の交差点 一時停止を無視する車が多い。 一時停止をするような表示、段差等の手立てを講じる。

・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。
・外側線の引き直しを今年度、実施予定です。
※チャッターバーなどでの段差は、振動や騒音の苦情が多く寄せられるた
め、行いません。

57 九重小学校 1
つくば市上ノ室

ファミリーマートつくば上ノ室店前十字路
朝夕登下校時の交通量が多いが、交差点が狭く、事故が多い。６月になってからも児童の登
校時刻直前によそ見して車が突っ込む事故があった。

・児童が横断するために待機するスペースの確保
・ガードレールの設置

・区画線引き直しを実施します。
・交差点部に安全施設を設置します。

58 九重小学校 2
つくば市上ノ室
北側歩道

空き家が放置されていてそこに侵入しないための簡易フェンスが取り付けられているが、その
フェンスが歩道側に傾いている。

フェンスの補修
できればもう少し丈夫なものを設置

所有者に適正管理の指導を行いました。

59 栗原小学校 1
つくば市春風台

ミニストップの交差点
・車の通行量が多く、信号が青の時はスピードが出ている。
・角にコンビニがあり、車の出入りに巻き込まれる可能性あり。

歩車分離式信号の設置 現時点で歩車分離には変更できません。

60 栗原小学校 2
つくば市台坪

ミニストップから栗原小へ向かう歩道
歩道の幅が狭い。子どもが遊びながら歩いた時、歩道の外に押し出される可能性がある。 ガードレールの設置

カーブ及び坂道により見通しの悪い箇所について、安全施設を設置しま
す。

61 栗原小学校 3
つくば市桜１丁目
鹿島神社の近くの道

樹木が茂り、見通しが悪い。事故も起きている。 樹木の剪定 点検時に、所有者に剪定をお願いしました（その後剪定済み）。
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学校名
対象番
号

該当箇所・住所 通学路の状況・危険の内容 要望事項 点検結果

　令和元年度　通学路安全点検箇所一覧

62 栄小学校 1 つくば市横町１１３
・スピードを出す車が多い。
・歩道がない。(白線のみ）

・スクールゾーンの表示
・「通学路　スピード落とせ」の看板の設置あるいは路面標示

・スクールゾーンの設置を検討します。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。
・速度標示の塗り直し実施予定です。

63 栄小学校 2 つくば市松塚１０２８－３
・S字カーブでドライバーにとっても見通しが悪い。
・歩道がない。（白線のみ）

「通学路　スピード落とせ」の看板の設置あるいは路面標示
・横断歩道を強調するように塗装を検討します。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

64 桜中学校 1
つくば市東岡
東岡公民館付近

道幅が狭く、車や自転車の通行量が多い。縁石を乗り上げる車の事故が多い。 車道及び歩道の整備
・歩道整備や道路拡幅は用地及び家屋等の移転が必要となり、関係地権
者の同意が必要となります。
・道路鋲等の安全施設の設置を検討します。

65 桜中学校 2
つくば市妻木
柴崎橋周辺

道幅は広いが、車の通行量が比較的多い。ガードレールがないため、自転車の通行で田畑に
落ちてしまう恐れがある。

ガードレールの設置 転落防止柵の設置を検討します。

66 竹園東小学校 1
吾妻手押し信号

（つくば市吾妻4丁目）
信号機の上方が木々で覆われ、東大通りからの視界が非常に悪いため、登下校時の児童に
気付くことが遅くなりがちである。

信号機を覆っている木々の伐採。
樹木の剪定を今年度実施します。また、信号機が見えにくくなった際に
は、連絡いただく様に学校にお願いしました。

67 竹園東小学校 2
２５番地交差点

（つくば市竹園3丁目）
登下校時に自転車や車の通行量が多いにもかかわらず、信号がない。

車のスピードが出ないようにするため、横断歩道のコンパクト化を図る
とともに、停止線の位置、横断歩道の位置を前にし、見通しをよくす
る。

交差点のコンパクト化は実施できません。代わりに注意喚起看板等の設置
を依頼されましたが、現況にも注意喚起看板が複数設置されているので、
追加の設置はできない旨を説明し、学校にも了承を得ました。

68 竹園西小学校 1
CASA前交差点

（つくば市竹園２－20－１）
特にデイズタウンつくば側は、登校時に児童がたまるポイント。児童はカピオ面とミオカステー
ロ方面の両方向から集まるため、人数も多く、車道へのはみだしが予想される。

歩道と車道の間にガードレールかポールの設置 歩車道ブロックの上にラバーポール等の設置を検討します。

69 竹園西小学校 2
カメイ・プルミエール前交差点
（つくば市東新井26－８）

道路に設置されている注意喚起の車止めが陥没してしまっている。 車止めの再設置
陥没しているわけではなく、これ以上高くするとかえって危険なため、現状
維持で了承いただきました。

70 竹園西小学校 3
竹園1丁目東交差点及び

関財竹園2丁目住宅（805‐815）側歩道
街灯がきれていたり、または設置されていなかったりする場所であり、防犯上危険を伴う。 街灯や防犯灯の設置 当該路線については、令和２年度に街路灯を整備する予定です。

71 竹園東中学校 1
竹園東中学校前の道路
（つくば市竹園3-11)

登校・出勤時に通学者・交通量が多く、横断等が混雑することが多い。横断歩道の表示が薄く
なってきている。

横断歩道・自転車横断帯の表示の塗装
・舗装の打ち替えを実施予定です。
・舗装の打ち替え後、横断歩道の塗り直し実施予定です。

72 竹園東中学校 2
竹園東中学校前の道路
（つくば市竹園3-11)

草木が生茂っており、道路がカーブしているので見通しが悪くなっている。 雑草等の伐採 管理者である筑波技術大学に対応を依頼しました。

73 竹園東中学校 3
土浦学園線と4-4099号線の交差点

(つくば市竹園3-5)

・登校・出勤時に通学者・交通量が多く、横断等が混雑することがあり、危険である。
・信号待ちの人がたくさんいる場所であるのにガードレールがなく、車との接触の危険性があ
る。

・歩者分離型信号の設置
・車との接触を避けるため、ガードレールを設置

・現時点で歩車分離にはできませんが、歩行者用青信号の時間変更予定
です。
・交差点部にガードレールを設置すると見通しが悪くなるため設置困難で
す。
道路鋲等の安全施設の設置を検討します。

74 桜南小学校 1 下広岡71-2
・歩道がない通学路で危険
・角に家があり見通しが悪い

・道路上の白線もしくは黄色線引き直し
・道路標示

横断歩道の塗り直し実施予定です。

75 桜南小学校 2 上広岡116-1
・三叉路の複雑な交差点部分が大変危険である。
・県道の抜け道が多く車両の交通量が多くて危険

・速度を落としてもらう為の道路標示・道路標識の設置
・交差点の横断歩道・停止・止まれ白線の引き直し

・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。
・区画線及び路面標示の引き直しを実施します。

76 桜南小学校 3 大角豆873-1 歩道が整備されていないため危険
・歩道の舗装
・ガードレールの設置

歩道整備には拡幅用地の取得が必要となり、隣接地権者の用地及び家
屋等移転の協力が必要になるため、区会等に御相談いただき、用地提供
の同意書を添えて、要望書の提出をお願いします。

77 並木小学校 1
並木2丁目付近

（並木小学校周り遊歩道）
人家や街路灯がないため、暗くて危険である。

・街路灯の設置
・明るくするための除草、樹木の剪定

・当該路線については、街路灯の整備が完了しているため、街路樹の剪
定等により明るさを確保します。
・防犯灯の設置要望箇所については、無電柱化エリアで周囲に電柱がな
いため、設置できません。
・除草、樹木の剪定を今年度実施予定です。

78 並木小学校 2 並木３丁目付近
・横断歩道が消えかかっている。
・スピードを出す車が多い。

・横断歩道の再塗装
・道路へのグルービング

・横断歩道、一時停止、速度標示の塗り直し実施予定です。
・道路へのグルービングは実施できません。

79 並木小学校 3 並木２丁目付近
・ミラーの傾きがずれて、確認できないものがある。
・樹木が伸び、見通しが悪く危険である。

・カーブミラーの一括点検
・視界を妨げている樹木の剪定もしくは低木への改植

・要望を受けた箇所のカーブミラー点検を実施します。
・樹木の剪定を今年度実施します。また、スピード落とせの再塗装を今年
度実施予定です。
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学校名
対象番
号

該当箇所・住所 通学路の状況・危険の内容 要望事項 点検結果

　令和元年度　通学路安全点検箇所一覧

80 並木中学校 1 つくば市並木４丁目４ 昼間でも薄暗く人気がないため危険。 街路灯の設置

・当該路線については、街路灯の整備が完了しているため、街路樹の剪
定等により明るさを確保します。
・防犯灯の設置要望箇所については、無電柱化エリアで周囲に電柱がな
いため、設置できません。

81 並木中学校 2 つくば市並木4丁目８ 街灯が少なく夜間の通行が危険。 街路灯の設置

・当該路線については、街路灯の整備が完了しているため、街路樹の剪
定等により明るさを確保します。
・防犯灯の設置要望箇所については、無電柱化エリアで周囲に電柱がな
いため、設置できません。

82 並木中学校 3 つくば市下広岡６００ 自動車の通行量が多く、事故が起こっており危険。
・ミラーの設置
・減速帯の設置

・カーブミラーの設置を検討します。
・チャッターバーなどでの段差は、振動や騒音の苦情が多く寄せられるた
め、行いません。

83 吾妻小学校 1
公務員官舎跡地や道路沿い

(吾妻２丁目３付近）
見通しが悪く、交通面・防犯面で危険である。
害虫も発生している。

草木の伐採
現在、通学路として使用していない状況とのことですが、現地を確認し、必
要であれば対応します。

84 吾妻小学校 2
エキスポセンタ北側三叉路信号

（吾妻３丁目1付近）
通学児童数が増加しており、信号での安全性を向上させたい。

・歩行者横断の時間延長。（青から点滅までの時間を２秒延長、赤信
号に変わるまでの時間を４秒延長してほしい）
・歩車分離信号機の設置

点検時には青時間延長を実施済みでした。

85 吾妻小学校 3
吾妻小学校南の歩道
（吾妻２丁目７付近）

凹凸が見られ、児童が安全に歩行できるようにしたい。 路面の凹凸の整備 舗装補修を実施します。

86 吾妻中学校 1
つくば市吾妻３－１０－１

交差点
道路が凸凹しており、転倒する危険がある。 道路の整備

・今後舗装の修繕を検討します。
・横断歩道の塗り直し実施済みです。

87 吾妻中学校 2
ダイアパレス～筑波学院大学

（中を抜ける道）
つくば市吾妻３－１－１

夕方、夜になると薄暗い。 街路灯の設置

・当該路線については、街路灯の整備が完了しているため、必要に応じて
街路樹の剪定等により明るさを確保します。
・防犯灯の設置要望箇所については、無電柱化エリアで周囲に電柱がな
いため、設置できません。

88
茎崎第一小学

校
1 高見原5丁目4番地ミニストップ前 横断歩道がないので危険である。 横断歩道の設置 横断歩道設置予定です。

89
茎崎第一小学

校
2 高見原1丁目セブンイレブン前 横断歩道のラインが薄くなっている。 横断歩道の再塗装 横断歩道の塗り直し実施予定です。

90
茎崎第一小学

校
3

高崎笠井整形外科駐車場前
高見原3丁目付近

スクールゾーンがよく見えない。 スクールゾーンの再塗装 スクールゾーンの塗り直し実施予定です

91
茎崎第一小学

校
4 高見原2丁目ローソン前 歩道未設置であるため、安全対策をお願いしたい。 信号機の設置 歩行者溜まりがないため、信号機の設置はできません。

92
茎崎第二小学

校
1 つくば市梅ヶ丘～上岩崎付近

梅ヶ丘団地から上岩崎（茎崎第二小学校）に向かう道路には歩道がなく、垣根がはみ出してか
なり狭いところが3か所ある。トラックや車の往来が激しく非常に危険である。

交通事故などに巻き込まれないようにするためにも、通学路としての
歩道整備を切望している。

歩道整備や道路拡幅は用地及び家屋等の移転が必要となり、関係地権
者の同意が必要となります。

93
茎崎第二小学

校
2 つくば市上岩崎付近

レイクサイドを曲がったところからあしび野に向かう道路の歩道が片側だけになっていて大変危
険である。通勤車の抜け道になっており、児童生徒の朝夕の登校時間帯が心配である。

交通事故などが起こらないうちに、通学路としての両側の歩道整備を
お願いしたい。

歩道整備には拡幅用地の取得が必要となり、隣接地権者の用地及び家
屋等移転の協力が必要になるため、区会等に御相談いただき、用地提供
の同意書を添えて、要望書の提出をお願いします。なお、今回の要望路
線には片側に歩道が整備されていることから、そちらを引き続き通学路とし
て使うよう検討願います。

94
茎崎第二小学

校
3 つくば市上岩崎１０６７番地

児童生徒の通学路であるが、横断歩道や通学路のしるしが消えかかり、走る車からはまったく
見えない非常に危ない道路である。

走る車から見ても、はっきりわかるようにしっかり塗り直しをお願いした
い。

・区画線および路面標示(イメージハンプ)の塗り直しを行います。
・横断歩道予告マーク塗り直し実施予定です。
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95 茎崎中学校 1 小茎４５０
登下校の時間帯は自動車の通行量が多く、両車線の車が止まってくれないと横断することが
できない。車が途切れた際に横断しようとしてもカーブの為、見通しが悪く、判断が難しい。

押しボタン式信号機の設置
・付近の信号機との距離が近いため、信号機の設置はできません。
・付近の横断歩道の塗り直し実施予定です。

96 茎崎中学校 2 小茎２１６－５付近 縁石もなく、歩道も狭いため、車道にはみ出てしまう。 歩道の拡張、縁石の設置
歩道整備や道路拡幅は用地及び家屋等の移転が必要となり、関係地権
者の同意が必要となります。

97 茎崎中学校 3 茎崎４０４付近 歩道に雑草が生い茂り、自転車通行の妨げになっている。 雑草の除去
除草作業については年２回実施しています（時期等の調整については要
相談）。

98 茎崎中学校 4
つくば市小茎５６３－１

（南消防署茎崎分署付近の新しい道路）
茎崎三小方面から、自転車で登校した生徒が、消防署方面から反対側に横断する際、自転車
横断帯がなく危険である。

自転車横断帯、押しボタン式信号機の設置

・横断が可能な場所ではないため、横断注意の看板、路面標示等は設置
することはできませんので、通学路の変更の検討をお願いします。
・付近の信号機との距離が近いため、信号機の設置はできません。
・付近の横断歩道の塗り直し実施予定です。

99
春日学園義務

教育学校
1 つくば市東平塚395番地付近 横断歩道がないため危険である。 横断歩道の設置 横断歩道設置予定です。

100
春日学園義務

教育学校
2 つくば市春日3丁目27-7付近 「止まれ」が消えかかっている。車両の一時停止無視が多いので危険である。 「止まれ」の塗り直し 一時停止の塗り直し実施予定です。

101
春日学園義務

教育学校
3 つくば市西平塚153～163番地付近 道幅が狭くカーブが多い。見通しも悪く大変危険である。 減速を促す路面標示

・減速を促す路面標示を設置します。
・速度標示の塗り直し実施予定です。

102
秀峰筑波義務

教育学校
1

北条5049番地
交流センター入り口付近

水はけが悪く、すぐ水たまりができるところがある。 水はけをよくする工事 水たまり解消のための施策を検討します。

103
秀峰筑波義務

教育学校
2

泉2159番地
山木橋３００ｍ（125号線側）T字路

横断歩道がない場所を横断している。近くに横断歩道がない。 横断歩道の設置 横断歩道設置済みです。

104
秀峰筑波義務

教育学校
3

小田1889番地
ファミリーマート小田店付近交差点

車の往来が多い。大型車も通る。 歩行者待機場所にポールの設置

・交差点部にガードレールを設置すると見通しが悪くなるため設置困難で
す。
・道路鋲等の安全施設の設置を検討します。

105
秀峰筑波義務

教育学校
4

小田3225番地
小田十字路付近

右折左折の際、膨らんでくる車がある。
・道路に矢印を描く。
・歩行者待機場所にポールの設置

・交差点形状を確認した結果，交差点内の路面標示により交通に危険を
及ぼす可能性があるため、路面標示の設置はできません。
・歩行者待機箇所にラバーポールを設置します。

106
秀峰筑波義務

教育学校
5 北条4408番地 道路拡幅に向けて、市所有地の整地されておらず樹木が生い茂っている。 整地及び樹木の伐採 点検時には、樹木剪定及び伐採済みでした。
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107
学園の森義務

教育学校
1

学園の森２丁目
学園の森キッズクリニック脇交差点

住宅地から、指導への出入り口のため表示がないと危険である。 キッズクリニック脇に横断歩道の設置 横断歩道設置予定です。

108
学園の森義務

教育学校
2

東光台東交差点
ミニストップ筑波研究学園店前交差点

・歩行者の青が短く、低学年児童の集団が渡り切れない。
・5-1752線での右折車両が、信号の変わり際にスピードを上げて侵入してくる。
・大津市の事故と同様、信号待ち者への安全対策がない。

・歩行者信号の青の時間を通学時間に延長
・歩行者用信号のカウントダウンの設置
・車用右折信号の新設
・信号待ち者への安全対策「ガードポール」などの設置

・信号機については現場の状況を確認しながら改良予定です。
・ガードポールは通行の障害となる場合もあるため、箇所や位置等の条件
を考慮して設置の検討を行います。

109
学園の森義務

教育学校
3

学園の森２丁目
ウエリス筑波研究学園レジデンス脇道路 ゆるやかなカーブのため、スピードを出す車両が多い。 注意喚起の路上ペイント

矢印の注意喚起看板の増設と、減速を促す路面標示を設置します。さら
に、矢羽根等のスピードを抑制させる路面表示を設置します。

110
学園の森義務

教育学校
4 研究学園駅入口交差点付近

・大津市の事故と同様、信号待ち者への安全対策がない。
・信号の無い交差点が隣接しているため、スピードを出して抜ける車両がいる。

・信号待ち者への安全対策「ガードポール」などの設置
・信号の無い交差点は、路上への注意喚起のカラーペイント

・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属
製ポール設置は困難です。
・道路鋲等の安全施設の設置を検討します。
・右折車両に対する注意喚起看板の設置と、歩車共存道路は、歩行者通
行空間の路面の塗り直しを行います。

111
学園の森義務

教育学校
5 研究学園西交差点

・歩行者用青信号の時間が低学年の児童にとっては短い。
・大津市の事故と同様、信号待ち者への安全対策がない。

・歩行者信号の青の時間を通学時間に延長
・歩行者用信号のカウントダウンの設置
・信号待ち者への安全対策「ガードポール」などの設置

・信号機については現場の状況を確認しながら改良予定です。
・ガードポールは通行の障害となる場合もあるため、箇所や位置等の条件
を考慮して設置の検討を行います。

112
学園の森義務

教育学校
6 学園の森中央交差点

・県道19号の右折車が、信号の変わり際にスピードを上げて侵入してくる。
・大津市の事故と同様、信号待ち者への安全対策がない。

・車用右折信号の新設
・信号待ち者への安全対策「ガードポール」などの設置

・信号機については現場の状況を確認しながら改良予定です。
・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属
製ポール設置は困難です。
・道路鋲等の安全施設の設置を検討します。

113
学園の森義務

教育学校
7 のぼり眼科クリニック脇合流 「とまれ」のペイントが消えかけているので、一時停止する車が少ない。 路面表示の塗り直し。 点検時には塗り直し済みでした。

114
みどりの学園
義務教育学校

1 みどりの１丁目３６－４ 細い道にもかかわらず、車の抜け道になっており、交通量が多い。 車のスピードを落とさせるようなものがあればありがたい。
車に対して注意喚起を促すための路面標示（イメージハンプや「スピード
落とせ」等）を実施します。

115
みどりの学園
義務教育学校

2 みどりの中央１１－２ 交通量が多く、横断する児童生徒数も多い。右左折の車が多く、危険と感じる。
歩車分離の信号および歩行者を守るポールのようなものがあるとあり
がたい。

・現時点で歩車分離にはできません。
・現地にて交差点の歩道内にガードパイプ設置の要望を受けましたが、設
置することで自転車の通行上、障害となり接触事故を誘発する危険性があ
ることから難しい状況です。代替案として歩車道境界ブロック上にラバー
ポールの設置を検討します。

116
みどりの学園
義務教育学校

3 みどりの2丁目１７－１２ 車のスピードがとても速く、歩道で待っていても危険を感じる。 歩行者を守るポールのようなものがあるとありがたい。

・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属
製ポール設置は困難です。
・道路鋲等の安全施設の設置を検討します。
・現地にて交差点の歩道内にガードパイプ設置の要望を受けましたが、設
置することで自転車の通行上、障害となり接触事故を誘発する危険性があ
ることから難しい状況です。代替案として歩車道境界ブロック上にラバー
ポールの設置を検討します。

117
みどりの学園
義務教育学校

4 みどりの中央３９－１ 公園が近く、子供の通行も多いが、ミラー等がなく危険と感じる。 ミラーを付けていただけるとありがたい。 点検前にカーブミラー設置済みです。
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