
学校名 対象番号
路線名

 （地区名）
該当箇所 現　状 要望事項

1 大曽根小学校 1 市道1005号線
花畑３丁目　大森畳店東側Ｙ
字路

見通しの悪いT字路で横断歩道の「止まれ」の白線が消えかかってい
る。

横断歩道の白線と「止まれ」の白線を改めて引いて欲し
い。

2 大曽根小学校 2
県道128号土浦大曽
根線

大曽根焼き鳥みき西側Ｔ字路
交通量が多く、見通しの悪いT字路である。道幅の狭く、危険であ
る。

県道128号線に危険を喚起する表示があると望ましい。

3 大曽根小学校 3
県道128号土浦大曽
根線

大曽根ビレッジハウス大穂西
側十字路

交通量が多く、見通しの悪い十字路である。道幅の狭く、危険であ
る。

県道128号線に危険を喚起する表示があると望ましい。

4 前野小学校 1
認定道路2-2340号線
～前野小学校前の道
路

つくば市長高野832-2付近～主
要地方道つくば千代田線（前
野小入口）～前野小学校前道
路

・排水用側溝の未整備
・街路樹や雑草が車道まで茂っており、歩道が歩きづらい。
・歩道の白線や標識が薄く、消えかかっている箇所がある。
・交通量が多く、歩道も狭いため、危険である。
・停留所及びベンチが老朽化している。

・停留所及びベンチの修繕
・除草作業及び歩道整備
・白線及び標識の塗り直し
・ガードレールやポールの設置

5 前野小学校 2
市道2級19号線と主
要地方道つくば千代
田線の交差点

つくば市篠崎557-1（つくば市
立大穂幼稚園）付近

・交通量が多く、信号を待つ場所が狭い。
・歩道に雑草が多く、歩道が歩きづらい。

・交差点付近にガードレールやポールの設置
・除草作業

6 前野小学校 3 認定道路2-2024号線
前野小学校～長高野1462（長
高野排水機場付近）の道路

雑草や植木が車道まで茂っており、歩道が歩き
  づらい。

除草作業及び歩道整備

7 要小学校 1 県道藤沢豊里線 つくば市要
歩道の草が生い茂り、ドライバーも子供も視界が悪くなり危険であ
る。

定期的な除草作業を年間２回から３回に要望します。

8 要小学校 2
市道（要小南側道
路）

つくば市要 スピードを出す車が多い。細い道なので、登下校は危険を伴う。 歩行者通行帯を定期的に塗り直すことを要望します。

9 沼崎小学校 1 県道45号線
つくば市百家
(百家十字路付近）

朝の交通量が多く、百家地区全域で歩道がないため、歩行者が危険 歩道・縁石の設置

10 沼崎小学校 2 県道24号線
つくば市高野
(加藤工務店付近）

・交通量が多いが信号も横断歩道がなく、児童だけで横断するのが
難しい。
・保護者が手を挙げていても車がとまってくれない状況である。

横断歩道の設置

11 沼崎小学校 3 アグリロード つくば市土田

・歩道を歩くために道路を横断する必要があるが、信号も横断歩道
もない。
・保護者が交代で立哨にあたっているが、交通量が多く児童だけで
は横断するのが危険である。

信号・横断歩道の設置

12 今鹿島小学校 1 今鹿島
つくば市今鹿島
五斗蒔地区

五斗蒔地区の児童が通学で使用している交通量の多い学校の前まで
つながる道路で、両側の側溝にふたがない。歩く歩道のすぐそばな
ので、スピードの速い車を避けて通る際、非常に危険である。

ふたをつけ、安全に通行できるようにしてほしい。

13 今鹿島小学校 2
今鹿島
1768-1付近

つくば市今鹿島
小学校の北側の道路

付近の同規模道路と比べても交通量が多く、頻繁に車（大型車も）
や人が通行しているが、真岡線45号から入ってくるところの左にあ
る標識が、車が２台すれ違う際の通行の妨げとなり、児童が通って
いる際には危険な状況になっている。

標識をもっと左端に寄せるか、標識の棒状の形状を変えた
ものを設置し、車や人の通行の妨げにならないようにして
ほしい。

14 今鹿島小学校 3
今鹿島2423・
1812付近

つくば市今鹿島
小学校の南側と西側の
道路の交差点

小学校の南側の道路と西側の道路の交差する箇所の見通しがきかな
い。南側道路から進むと、西側の道路との出合で、西側道路北方面
から車等が来るのが見えず、大変危険である。

カーブミラーの設置等で、見通しをよくしてもらいたい。

15 上郷小学校 1
県道133号赤浜谷田
部線

上郷・田倉境界 カーブになっており、歩道も狭い。 歩道の整備

16 上郷小学校 2
県道133号赤浜谷田
部線

上郷・田倉間
歩道白線が消えている箇所が多い。草が生い茂り歩道を遮断すると
ころがある。

歩道の白線の塗り直し、定期的な除草

17 上郷小学校 3 市道
上郷小・児童館、旧上郷高校
北側通路

路面が陥没している。雨が降ると、雨水が溜まる。 路面の整備

18 豊里中学校 1 つくば真岡線
つくば市野畑717-1
増田建材出入口付近

増田建材出入口付近の歩道が、ダンプ等の出入り等により、陥没し
ている。応急処置をしていただいたが、自転車通学の生徒が危険で
ある。

歩道の整備をしていただきたい。

19 豊里中学校 2 つくば真岡線 つくば市高野交差点付近
歩道に林の樹木や雑草が生い茂り、自転車通学の生徒が危険であ
る。

樹木の伐採や雑草の除草をしていただきたい。

20 豊里中学校 3 土浦境線
つくば市高野１２１３
豊里中学校付近歩道

歩道が片側にしかなく、場所によっては幅がせまく路面の凸凹も目
立つ。自転車通学の生徒が危険である。

自転車がすれ違える程の幅の拡張と路面の整備をしていた
だきたい。
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21 谷田部小学校 1 国道３５４号線 つくば市谷田部5887番地付近
歩道に生い茂る樹木で見通しが悪く、児童の歩行の邪魔になってい
る。中学生もそこを通るため、すれ違いが困難である。

定期的な樹木の伐採と歩道の整備・拡張をお願いしたい。

22 谷田部小学校 2 認定道路1024号線
つくば市上横場2342番地１
（シュガーレディー前道路）

今年度から学区になり、通学路として道路を横断する人数も増え
た。朝は通行する車も多く、横断するのに危険である。

・横断歩道の設置
・通学路の表示看板

23 谷田部小学校 3 認定道路5-3214号線 つくば市谷田部3979番地1
児童がいても車が止まらず見通しも悪い丁字路。横断歩道の線も消
えている。

・横断歩道の線の引き直し
・歩道の整備
・注意喚起の看板

24 谷田部南小学校 1
主要地方道取手つく
ば線

つくば市谷田部4343番地付近
・セブンイレブンから茎崎寄りに一本入った十字路
・信号機がない
・朝夕の交通量が多く危険。

信号機の設置

25 谷田部南小学校 2 県道19号線 つくば市谷田部4347番地付近
・セブンイレブン前の歩道
・車の出入りが多く、特に朝が危険。

標識等の設置

26 谷田部南小学校 3 県道谷田部藤代線
つくば市境田４３８８番地付
近

・境松方面へ向かう栗林前道路
・街灯が1つしかないため、暗くて怖い。

街灯の増設

27 柳橋小学校 1
茨城県道１９号取手
つくば線サイエンス
大通り

つくば市柳橋９１付近歩道 歩道の崩れ 歩道の整備

28 柳橋小学校 2
茨城県道１９号取手
つくば線サイエンス
大通り

つくば市柳橋４９６反対側歩
道

歩道の広範囲に深めの水たまりができてしまう。同時刻に３０人以
上が通るため信号待ちのスペースが少なく危険。

歩道の整備

29 柳橋小学校 3
茨城県道１９号取手
つくば線サイエンス
大通り

つくば市柳橋
つくば中央インター入口の歩
道橋

歩道橋（サイエンスブリッジ）の視覚障碍者用の点字ブロックの破
損

点字ブロックの修理

30 谷田部中学校 1 つくば市小白硲
つくば市小白硲615-9から小白
硲613にかけての路肩

自転車で下校する際に道幅が狭く危険。自転車が通行すると車のす
れ違いができず、無理な追い越しをする車もある。

自転車専用通行帯または、それに準ずるような自転車が通
行できる道幅の確保。

31 谷田部中学校 2 つくば市小白硲 つくば市小白硲613前の車道
車通りが多く、見通しが悪い。登校時に横断する際、自動車との事
故が心配される。

横断歩道の設置。

32 谷田部中学校 3 つくば市小白硲
つくば市小白硲516鹿島神社付近の交

差点
交通量の多い横断歩道で、福田坪方面からの左折者も多く、本校生徒が
渡るタイミングを判断するのが難しい。車との接触事故が心配される。

福田坪方面からの道路に「止まれ」の標識があるが、路面にも
「止まれ」の表示が必要である。

33 真瀬小学校 1 市道 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。

34 真瀬小学校 2 市道
つくば市真瀬新田１５０９付
近

道路が狭く、ラインがないうえ、脇の草が被い茂っていて対向車が
見えづらい。

除草作業
保護者からも要望あり。

35 真瀬小学校 3 市道
つくば市真瀬真瀬１０７－５
付近

反対歩道に渡る、横断歩道がないため、児童が歩道無しのところを
渡り危険である。

反対歩道に渡る、横断歩道をつけてほしい。
保護者からも要望あり。

36 島名小学校 1 つくば真岡線
鬼ケ窪１０４３－１　熊谷組
つくば技術研究所前交差点付
近

・真岡線の歩道脇の草が生い茂っている。
・セブンイレブンが建設工事中で、車の出入りが多く危険である。
開店後も心配である。

・草刈り、樹木伐採
・スクールゾーン設置
・セブンイレブン駐車場付近の歩道整備

37 島名小学校 2 ５－４８０８号線
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。
・多くの子どもたちが登下校で通る。

・信号機の設置

38 島名小学校 3 つくば真岡線
島名小学校（島名５３７－
１）
近くの島名十字路

多くの子どもたちが通るが、歩行者用の信号の青の時間が短く、全
員が通過するのに時間がかかる。

歩行者用の信号が青の時間を、もう少し長くしてほしい。

39 高山中学校 1 市道５－４３５５号線
つくば真岡線と市道５－４３
５５号線が交わる十字路（つ
くば市島名６６５付近）

生徒が自転車で横断する通学路となっているが、朝の登校時間帯に
車の通行が多い。下校時も車の通行が多くなり、生徒が自転車で横
断するので危険である。

押しボタン信号の設置
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40 葛城小学校 1 ５－１９００
つくば市西大橋
学園南３－３０辺り横断歩道

車の交通量が多く見通しのよい道のため、スピードを出している車
が多い。子供たちが登下校の際、横断歩道を使用するが信号も無い
ため大変危険である。

・信号機の設置、もしくは車がスピードを落としてくれる
ように減速帯や路面表示の設置対策をお願いしたい。
・横断歩道・停止線の白線が薄くなってしまっているの
で、塗りなおしをお願いしたい。

41 葛城小学校 2
５－１７１３
５－１７５８
５－１７８３

学園南２丁目パークハウスさ
くら～研究学園南交差点の西
側歩道

・夕方からとても暗い。すれ違う無灯火自転車、歩行者が見えな
い。
・南からくる車のライトがまぶしくて、すれ違う自転車、歩行者が
見えにくい。
・歩道わきの雑草が子供の背丈以上になり、見通しが悪く危険。

・街灯設置希望

42 葛城小学校 3 ５－１８１９
学園南3丁目
学園南３－３６－６０辺り

カーブのところを横断するので車からも子供からも安全確認が難し
く危険。

横断歩道、看板の設置、減速を促すための路面表示など。

43 松代小学校 1 5-2062号線
松代３丁目
（手代木プラザ付近）

・手代木プラザの天井、壁、看板等が剥がれ落ちそうになってい
る。この下が歩道になっているので、登下校する児童が危険。
・篠が道路まで出ていて危険。

・危険物の撤去。
・草刈り

44 松代小学校 2 5-2053号線
松代３丁目
（松代小学校の南側道路～国
道４０８号線付近）

・松代公園のトイレ付近からの横断歩道。時間帯によって交通量が
多い。
・松代公園のトイレ付近の横断歩道～国道４０８号線へ向かうと、
南側に歩道が無くなる。児童がここを通るので危険。
・国道４０８号線へ向かって車を運転するとき、パークサイドつく
ばの集合所前が見づらい。カーブミラーはあるが、スピードを出し
ている車があるので危険。

・一時停止の看板の設置。
・横断歩行を目立つようにする。

45 松代小学校 3
5-2174号線
5-2171号線

松代１丁目、２丁目
（松代橋を降りた１丁目側の
交差点と松代橋の下バス停付
近）

・松代橋から降りてくると、スピードが出てしまい止まりにくい。
・松代橋の下に、バス停があり、自転車の置き方が気になる。（放
置自転車？）

・児童も車も一時停止ができるようなものを設置。
・自転車置き場の整頓
・放置自転車の撤去。
・草刈り

46 手代木南小学校 1 市道２級34号線
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、もともと朝夕の交通量は多かったが、一昨
年、サイエンス通りから408号線の抜け道となる道路が開通したた
め、以前に増して登下校時間帯の交通量が増し、スピードを出す車
も多く、非常に危険なため。

手押し信号機の設置の依頼

47 手代木南小学校 2
松代４－１９－１（タイラヤ
前）

横断歩道があるが、かなりラインが消えてきたため。 横断歩道塗り直しの依頼

48 手代木南小学校 3
松代５丁目１３番地
（西向児童公園）

看板は設置されているが、老朽化により、表示そのものもわからな
い状態であるため。

新看板の設置

49 手代木中学校 1
松代橋
松代2丁目

松代橋のコンクリートプレートが剥がれたり、動いたりしている。
樹木が大きくなり、通行の妨げとなっているところがある。

松代橋のコンクリートプレートの補修と樹木の剪定、松代
幼稚園前の左側通行の動線整備

50 手代木中学校 2
小野崎
ララガーデン南側の五差路

道路幅が狭い。
未舗装の道路からT字路になるところの見通しが悪い。

民家の樹木の剪定を依頼していただきたい。

51 手代木中学校 3 松代3丁目
カーサデナガモリというメキシコ料理店に入るテナントの壁が剥が
れている。

崩れると危険なので修繕を依頼してほしい。

52 二の宮小学校 1
松野木公園前
５-２２９６号線

つくば市二の宮４-９-１付近
小学校側より車が左折して入ってくる際に角にあるアパートで死角
ができ、子供たちが巻き込まれそうで危険である。

左折者が見やすい位置に、アパートにより死角になる箇所
が見えるミラーの設置または、注意看板の設置

53 二の宮小学校 2 学園西大通り
二の宮１丁目
ウエストハウス・白畑児童公
園脇の市道

歩行者がいるのに、右折・左折してくる車が多い。横断歩道の線が
消えているところがある。

通り全体で横断歩道や止まれ等が消えかかっている。書き
直しを公共機関にお願いしたい。

54 二の宮小学校 3 小野川児童館公園前 小野川７-３０付近 視界が悪く、車が確認できない カーブミラーの設置。危険飛び出し注意看板の設置

55 東小学校 1
1017号線と4-4317号
線の交差点

東２丁目
谷田部東中北

歩車分離の交差点信号になっているが、青信号の時間が短く、２段
階での信号待ちになるため、交差点付近の狭い歩道に多数の児童が
待機状態になる。

歩行者青信号時の交差点スクランブル化による斜め横断

56 東小学校 2 4-4300号線
対象番号１と鍛冶ケ台公園の
区間

多くの児童が登下校の際、利用しているが、路側帯が狭く、通学路
としての利用されていることが運転者に伝わりづらい状態で危険で
ある。

路側帯のカラー化、スクールゾーンの路上表示

57 東小学校 3 1017号線
つくば市稲荷前
セブンイレブン付近

道路のスクールゾーンの標識が見えなくなっている。 道路のスクールゾーンの標識の再塗装

58 谷田部東中学校 1 5-2117 つくば市二の宮3丁目21付近
路面標示「とまれ」が消えかかっている。以前、登校途中に本校生
徒と乗用車との接触事故が起きた。

路面標示の塗り直し
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59 栗原小学校 1 県道藤沢豊里線 栗原２８５９番地付近 信号を待っている場所が狭い。交通量も多いので危険である。
歩道の整備してほしい。歩行者信号の時間を長くしてほし
い。

60 栗原小学校 2 桜3丁目 桜3丁目　県営桜アパート脇 道幅が狭いく危険である。 歩行者と車を分けるラインを引いてほしい。

61 九重小学校 1
県道
藤沢荒川沖線

つくば市流星台３６付近　交
差点

・信号無し、横断歩道なし（黄色い横断帯のみ）。通学時交通量が
多く、横断時危険である。下校時は一時停止しない車も見られ危険
である。

・信号機の設置
・横断歩道の設置
・スクールゾーン等の表示の設置

62 栄小学校 1
県道土浦大曾根線

桜分署の西側～
ファミリーマート金田店前信
号機

桜分署西～信号機間の白線がうすくなっている。（信号機を横断す
るため、歩道の方は使用していない。）

白線を塗り直す。

63 栄小学校 2 4－２４７１線
桜幼稚園～本校グラウンド北
側

側溝の蓋の間が空いている箇所が数か所あり、児童の足が挟まりや
すい。

側溝の蓋を直す。

64 栄小学校 3 市道１級４６号線 桜幼稚園北側の十字路
・横断歩道がうすくなっている。
・「横断歩道あり」（菱形）が消えている。
・見通しが悪い。

・横断歩道を塗り直す。
・「横断歩道あり」（菱形）を塗り直す。
・っ歩行者用カーブミラーを設置する。

65 桜中学校 1 市道1級45号線 つくば市桜の杜32番地 「止まれ」の文字と停止線が消えかかっている。 「とまれ」の文字と停止線の塗り直し。

66 竹園西小学校 1 2019号線 竹園一丁目西
舗装がガタガタ。特にマンホール周辺がガタガタ
で子供たちが登下校中に躓く。

舗装工事を行い修理をしてほしい。

67 竹園西小学校 2 4-4161号線 東新井23 反対側にわたる際に車道を直接横断する人が多い。 横断歩道設置希望。

68 竹園西小学校 3 4-4161号線 東新井19 車の速度が速く事故が多発している。 横断歩道設置希望。

69 竹園東小学校 1
旧NTT社宅(公務員宿舎）及び
遊歩道（つくば市竹園３丁目
３）

柵が破損して外れ、敷地内に入れる場所があり、人や車の出入りが
ある。かなりの草が茂り、防犯対策が必要である。

・パトロール等の防犯対策
・柵の再設置、草木の刈込

70 竹園東小学校 2
土浦学園線上の歩道橋（太鼓
橋）（つくば市竹園３丁目
３）

吾妻方面から多くの児童が道に広がって登校する児童と行き来する
自転車が衝突する可能性があり非常に危険。

歩行者と自転車の通行する幅を区切る白線等の塗装

71 竹園東小学校 3 4-4099号線
K25番地交差点
（つくば市竹園３丁目）

自動車の往来と共に、交差点を右折してきた自転車の中･高校生と、
横断歩道を渡り終えた児童との間に縦横の流れがあり衝突の危険が
大きい。

朝の登校時間帯のみ通常作動する点滅信号の設置

72 竹園東中学校 1
市道
4-4116号線

竹園東中学校前の道路
（つくば市竹園3-11)

登校時に通学者・交通量が多く、横断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。

横断歩道の表示の塗装

73 竹園東中学校 2
市道
4-4116号線

竹園東中学校前の道路
（つくば市竹園3-11)

登校時に通学者・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。

横断歩道の表示の塗装

74 竹園東中学校 3
市道
4-4071号線
4-4098号線

吾妻４丁目の交差点
（つくば市吾妻4丁目９）

登校時に通学者・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。

横断歩道の表示の塗装
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75 桜南小学校 1 県道201号線
県道201号藤沢荒川沖線（ク
リーニング専科脇）のT字路

・Ｔ字路に東大通方面からくる車が、一時停止しない。一時停止の
標識はある。
・横断歩道の線が消えかかっている。

・信号機の設置
・横断歩道の塗りなおし

76 桜南小学校 2 市道1-51
桜南小学校前(消防詰所前)・
梨畑の横断歩道（市道１級５
１号線）

・側溝にふたをつけてほしい。 側溝にふたをつけてほしい。

77 桜南小学校 3 市道4-3303
上広岡　黒坂・黒坂登り口
（4-3303号線）

・スピードを出している車が走っていて危険。
・黒坂の登り口は折れかかった竹がそのままぶら下がっている。

・飛び出し注意などの道路標示の設置
・竹の伐採

78 並木小学校 1
認定道路
4-4243号線（ｐ）

並2丁目付近
（並木小学校周りの遊歩道）

・人家や街灯がないため危険
・時期になると蜂も多く飛散している。

除草・樹木の剪定

79 並木小学校 2
市道
4-4237号線

並木2丁目付近 樹木が伸び、見通しが悪い。 除草・樹木の剪定

80 並木小学校 3
県道
藤沢-荒川沖線

セブンイレブンつくば並木店
と
東洋フロア販売との間の歩道
への信号設置

カーブがあり、見通しが悪く、スピードを出している車両もあるた
め、横断の危険防止対策が必要

横断歩道に信号機の設置

81 並木中学校 1 4-3471号線 つくば市下広岡633 スピードを出したまま走行する自転車や自動車がある。 一時停止の表示の設置

82 吾妻小学校 1 吾妻３丁目
エキスポセンター北側ぺで横
断歩道（信号なし）

歩行者の利用と車道の交通量がともに多い。

・歩行者用信号設置
・取り締まり強化
・信号機設置
・防犯カメラの設置
・ハンプの設置

83 吾妻小学校 2 吾妻公園付近
吾妻幼稚園吾妻公園から官舎
へ横断歩道（信号なし）

スピードの速い車両がよく通り、路駐車も多いので歩行者は安心し
て渡ることができない。

・歩行者用信号
・標識の設置
・防犯カメラの設置
・ハンプの設置

84 吾妻小学校 3 吾妻２丁目
吾妻小と吾妻西児童館の間の
歩道

遊歩道から車道沿いの歩道に飛び出して、通行してきた自転車にぶ
つかりそうになる児童がいる。遊歩道と歩道の双方に対策をしても
らいたい。

「とまれ」の路面ペイント
「とまれ」の標識を設置

85 吾妻中学校 1 ２０１６号線 天久保松見公園東側歩道
植え込みを撤去して舗装整備したが、ガードレールがないので車が
突っ込む可能性がある

ガードレール設置

86 吾妻中学校 2
吾妻１・２丁目廃止官舎
（603、701～713）

廃止官舎敷地内で草木が伸びており、防犯上危険．また、スズメバ
チなど、有害生物の発生が懸念される．

除草、剪定作業

87 吾妻中学校 3
吾妻2丁目官舎敷地内歩道
（81１周辺）

筑波大官舎とKEK官舎の間の歩道が夜間非常に暗く、大人でも歩くの
が怖い．

街灯の設置

88 茎崎第二小学校 1 県道２１０号線
つくば市自由が丘１６５番地
付近
自由ヶ丘薬局前

歩道と車道の境界に縁石はなく、ビニール製のポールのみで危険で
ある。

ガードレールの設置

89 茎崎第二小学校 2 県道２１０号線
つくば市上岩崎１０３３番地
付近
信号

横断歩道が消えかかっている。 横断歩道の塗り直し

90 茎崎第二小学校 3 県道２１０号線
つくば市梅ヶ丘８ー２
宮尾サイクル前T字路

交通量が多い道路だが、横断歩道がなく、児童が横断するのに危険
である。

横断歩道の設置

91 茎崎第三小学校 1 6‐4142号線
小茎506－3前
森の里団地から登り切ったと
ころの横断歩道

Ａ茎崎中脇のセブンイレブンから森の里団地へ降りていく道路の降
り口で、クランクしている個所に横断歩道がある。クランクしてい
るので見通しが悪く、交通量も比較的多い。横断歩道も消えかかり
始めており、車との接触の危険がある。
Ｂ同セブンイレブンの角の手押し式信号付近の側溝蓋（金属製網目
状）に土砂が入り、降雨時に歩道が冠水してしまう。ひどいときに
は、水たまりを避けるために、車道を歩かなくてはならないことも
ある。

Ａ
・横断歩道の整備
・注意喚起の看板や表示の設置
Ｂ
・側溝の清掃・整備

92 茎崎第三小学校 2
6‐4251号線
～
6‐3096号線

城山43－1下　他
茎崎中下～城山団地下道路

Ａ茎崎中下から城山団地下へは、両側が水田で高低差もあり、日陰
もなく、強風時にはあおられてしまい転落する危険性がある。
Ｂ城山団地下も片側が水田で高低差があり、団地側からの見通しが
悪く、危険が伴う。車の通りも比較的あり、この区間に歩道はな
い。
Ｃ住宅わきの側溝が土砂により埋まりかけており、降水時にあふれ
ることがある。側溝の道路側にも土砂が堆積し、草が生えたままに
なっているため、車が通行者側へ膨らんできて危険が伴う。

A・B
・歩道整備は難しいので、路側帯等の整備
・注意喚起の看板や表示の設置
Ｃ
・側溝の清掃・整備
・路側帯の清掃

93 茎崎第三小学校 3
6‐3200号線
～
6‐3175号線

天宝喜748－6下
厳島神社脇の道路
NOK（株）つくば作業場下
宝陽台団地入口歩道

歩道もなく、植物が伸び放題で、路側帯も確保できず、車との接触
が危惧される。宝陽台入り口に歩道側のり面は、樹木が植えられて
いるが、地震時等に崩れないという確証はない。

・厳島神社脇の道路は路側帯の清掃・整備
・団地入口ののり面は所有者があり、整備はできないと考
えられるが、地震等の際の危険回避の方策の検討
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94 茎崎第一小学校 1 県道谷田部牛久線
高見原2丁目１－１０ローソン
前

牛久方面に向かって左折する際、道幅が狭く交通事故の起こる可能
性が高い。

登校時間や下校時間の際の交通気鋭（自動車制限等）

95 茎崎第一小学校 2 市道 茎崎第一小学校北門前
横断歩道の線が消えかかっており、交通事故の起こる可能性が高
い。

横断歩道の線の引き直し

96 茎崎第一小学校 3 市道 牧園児童公園前十字路
信号がなく、本校児童が昨年トラックと接触事故を起こしている。
また、度々交通事故等の事案がある。

信号の設置

97 高崎中学校 1
６－２１５１
号線

つくば市高崎中学校
生徒通用門付近

道幅が狭く見通しが悪いのに、スクールゾーンや標識等の設置がな
い。そのため、通学時間帯にも関わらずスピードを出したまま走行
する車がある。

・スクールゾーンの設置
・速度制限標識の設置

98 高崎中学校 2
６－２１５１
号線

つくば市高崎中学校
生徒通用門付近

道路沿いの草の丈が長くなると、生徒が登下校する際に見通しが悪
くなったり、走行の邪魔になったりし危険である。学校側歩道沿い
は本校職員が除草したが広範囲のため負担が大きい。

定期的な道路（歩道）沿いの除草

99
春日学園義務教
育学校

1 市道1132 下平塚１６０付近

・信号がないため、速度を上げている車が多い。
７：５０～８：１０にかけて本校生徒の自転車通学者のピーク時に
は、横断歩道付近で車が渋滞することがあり、「交通整理をきちん
としてほしい」とクレームが入った。
・交通量が非常に多い。

・一本橋のＴ字路から横断歩道にかけて、通学区域である
ことを運転者に知らせるために道路の色を変えるなどし
て、注意を促したい。
・信号の設置。
・スクールゾーンの設置。

100
春日学園義務教
育学校

2 市道1144 春日2丁目４５－５
本校後期課程の通学路になっているが、横断歩道がないので危険で
ある。自転車通学と徒歩通学が混同しており、両側を生徒たちは
通っていく。

・横断歩道の設置。
・スクールゾーンの設置。

101
春日学園義務教
育学校

3 市道1121 春日3丁目１０－９
・この近辺の十字路の中では、やや大きめであるが、横断歩道がな
い。国道４０８号線に抜ける道であり、交通量も多い。
・以前、本校生徒が車と接触しそうになっている。

・横断歩道の設置。
・スクールゾーンの設置。

102
秀峰筑波
義務教育学校

1
洞下十字路
（洞下４９７付近）

バイパスが開通してから明野方面に向かった左折、筑波山方面への
右折車が増加して危険。

歩行者優先にならない現状を改善するための信号や標識の
対策を希望。

103
秀峰筑波
義務教育学校

2 １-１３６２号
臼井１番地
飯名神社駐車場
（スクールバスのバス停）

水はけが悪く通学路として水浸しになることがある。 水はけをよくする工事希望。

104
秀峰筑波
義務教育学校

3
１－３５２９号
１－３５３０号

小田中部地区
小田稲荷神社付近

樹木が生い茂り薄暗い状態。路面も悪く周辺道路の側溝もむき出し
の状態である。

整地や樹木の剪定を希望。また可能であれば側溝や溝の改
善希望。

105
秀峰筑波
義務教育学校

4

国道１２５号
及び
国道４０８号
合流点

田中交差点
（セブンイレブン田中店付
近）
田中１７５３番地付近

交通量が多いうえに道幅が広く危険。バイパスが開通したことによ
り右折車も増えたことやコンビニエンスストア利用の自動車も多数
あり危険。

交差点信号を歩車分離型に変更を希望。注意喚起の看板や
標識等の設置を希望。

106
秀峰筑波
義務教育学校

5 国道１２５号

北条歩道橋交差点
（セブンイレブン北条店付
近）
北条５０４１番地付近

車の出入りが多く自動車運転者も歩行者や自転車の確認ができてい
ない場合が多い。特に「７のつく日」のガソリンスタンドの混雑で
歩道にはみ出て停車する車もあり危険。

注意喚起の看板の設置。交差点の改善。

107
秀峰筑波
義務教育学校

6 １-２４２６号
旧筑波東中学校
テニスコート前
（北条４６６１番地付近）

樹木が伸び、枝が何本も電線にかかっている。
用水路は深く、ふたがなく危険。昨年１０月の台風で倒木被害あり

樹木の剪定。用水路に転落防止のためのふたを設置希望。
また、用水路にかかる橋の段差の補修希望。
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108
学園の森義務教
育学校

1 学校周辺
学校周辺横断歩道
（キッズクリニック前・茨進
前、遊歩道入口）

いずれも見通しの良い直線道路の押しボタン式信号が設置される横
断歩道。赤信号になり歩行者信号が青になっても止まらず、通過す
る車が多数ある。児童に交通ルールを教えても保護者が登下校を見
守っていても、こうした運転手がいるため危険が減らない。

・効果的な視覚効果のあるゾーンペイントの早期対応
・市、警察、自治会、学校、PTAの連携による啓発活動

109
学園の森義務教
育学校

2 県道19号

県道19号線　各交差点
（研究学園西交差点、つくば
市役所前交差点、研究学園駅
入口交差点）

県道19号線の延伸により交通量が急増。面野井台以西の道路では信
号がなく高速運転が常習化しており、その延長線となる」研究学園
地区でも通行速度の高速化が見られる。通勤時間帯と通学時間帯が
重なるため、一度事故が発生すると信号待ちの児童隊列に車両が
突っ込む恐れが高まっている。

・県道19号線市街区域での速度違反取締まりの強化
・各交差点におけるガードポール等による安全柵設置
・通学時間帯における信号タイミング調整

110
学園の森義務教
育学校

3 県道19号

県道19号線　各交差点
（コストコ南側交差点の信号
開設による影響、学園の森2丁
目東側道路、はま寿司へ抜け
る住宅街内部道路）

通学児童、生徒の多い道路が車両の抜け道となる可能性が高く、事
故の危険性を高く感じる。
住宅街内部の見通しが悪く死角の多い交差点が通学路と抜け道の交
差となることは非常に危険である。

・注意喚起の路上ペイント
・必要に応じ、一旦停止の新設

111
みどりの学園
義務教育学校

1
市道
5-3639

みどりの中央１１－２
登下校時間帯の通行量が非常に多い。無理に突っ込んでくる右左折
車も多く危険。横断歩道上に停車する車も多い。

歩車分離信号の実現。

112
みどりの学園
義務教育学校

2
国道
354号

みどりの１－３
通勤時間帯の渋滞により、横断歩道上に信号待ちの車が停車する。
大型車の場合、子どもの視界を遮り非常に危険。

歩道橋の設置

113
みどりの学園
義務教育学校

3
市道
5-3661

みどりの中央１１－２
学校正門前に横断歩道があるが大型車も含めた車の通行量が多く危
険。

押しボダン式信号の設置

114
みどりの学園
義務教育学校

4
市道
5-3119
延長線上

みどりの南78番地
片側２車線の広い道路を横断するが、付近に工業団地があることか
ら大型車の通行が多く危険。

信号の設置


