
学校名
対象番

号
路線名 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 県道128号 大曽根２９１７付近 見通しが悪い。 カーブミラーの設置 当該箇所には、カーブミラーが設置されています。

2 大曽根小学校 2 県道128号 大曽根２９１７付近～大曽根２１９１－１付近 道路が狭く、歩道がない。 歩道整備 歩道整備には用地及び家屋等移転の協力が必要です。

3 大曽根小学校 3 県道128号 大曽根３４３９－１付近 信号をまつ場所がない。 歩道整備、信号まちの場所の整備 歩道整備には用地及び家屋等移転の協力が必要です。

4 前野小学校 1 ５３号線 大穂幼稚園周辺 交通量が多い。夏場は草が生い茂るため、歩道が歩き辛くなる。 ガードレールの設置。こまめな除草作業。
・直線部の歩道には、原則としてガードレールの設置はできません。
・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）

5 要小学校 1 ２－１４５５号線ほか
つくば市要

土田ブドウ園から西沢、口の堀
方面市道

西沢地区の児童が増え、通学路となったが、交通量もあり、歩道の整備がないので危険。 簡易歩道整備。

・簡易的な歩道の整備（外側線外にカラー舗装）を施すには、通学児童が
多いところなどから、優先順位を決め、順次整備を計画し、実施予定で
す。
・路面標示等の対策を検討します。

6 要小学校 2
県道藤沢
豊里線

つくば市要
県道藤沢豊里線

西大通り立教下～丹羽自動車

歩道両側の草が生い茂り、視界が遮られたり、接触して足や腕に切り傷を負ったりして危険。ま
た、凸凹や舗装の剥がれがあるので、修繕が必要。

定期的な除草作業。歩道整備。
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）

7 要小学校 3 市道１級３２号線 つくば市要
校庭南側から大平橋まで市道

校庭南側から記念病院への市道には両側に簡易歩道が整備されていますが、その先の大平
橋まで徒歩で登下校する児童が多く、注意が必要。

簡易歩道整備の延長。
簡易的な歩道の整備（外側線外にカラー舗装）を施すには、通学児童が
多いところなどから、優先順位を決め、順次整備を計画し実施予定です。

8 　吉沼小学校 1 県道赤浜谷田部線 つくば市吉沼７９０付近 道幅が狭いが交通量が多いため危険である。
・歩道整備
・速度抑制を呼びかける「交通安全啓発看板」や「屋外路面シート」の
設置

・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。
・歩道整備には用地及び家屋等移転の協力が必要です。

9 　吉沼小学校 2 旧県道つくば古河線 つくば市西高野１０７２－１付近 道幅が狭いが交通量が多いため危険である。
・歩道整備
・速度抑制を呼びかける「交通安全啓発看板」や「屋外路面シート」の
設置

・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。
歩道整備には、拡幅用地として隣接地権者の協力が必要となることから、
地権者の用地提供に係る同意書を添えて、区会からの要望書の提出をお
願いします。
・速度制限などの注意喚起が設置されており、薄くなっている箇所につい
ては、再度、実施致します。

10 大穂中学校 1 ２－２２４６号線 つくば市篠崎（大穂中南側道路）
停止線が消えかかっている。
自転車、自動車ともに一時不停止が多くなっている。

停止線の整備 点検時には既に整備済みでした。

11 大穂中学校 2 市道１級２５号線 つくば市篠崎995付近
朝晩の交通量も多く、壁に挟まれているので道路の状況が把握しずらい。昨年、事故もあった
場所である。

横断歩道の整備 歩行者溜まりが確保できず、設置できません。

12 大穂中学校 3 ２００９号線 つくば市筑穂２丁目
小学生の通学路と中学生の通学路が同じであるため、通行者が多い中、自転車が走行してい
て危険である。

自転車専用レーンの整備

対象路線は、区画整理事業で整備した区域の歩道であるため拡幅を変更
することが難しい状況です。そのため、分離して自転車専用レーンを設け
る整備は、困難となることから、自転車の走行にあたっては、学校側から生
徒に、自転車の安全運転を行って頂くよう指導をお願い致しました。

13 沼崎小学校 1 県道200号線 紺橋（つくば市沼崎）
3-1203号線付近～3-1202号線

道路の幅も狭く、交通量も多い。 ガードレールの設置。 直線部の歩道には、原則としてガードレールの設置はできません。

14 沼崎小学校 2 3-1520 酒丸交差点側道 酒丸交差点の側道であり、信号の状況に構わず左折していく車両が多い。 歩行者用ミラーや歩道を表すラインを含めた歩道整備。
・外側線の復旧【対応済み】
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

15 沼崎小学校 3 3-1773 東光台入口
セブンイレブン横の側道（砂利道）であり、常陽銀行方面からの直進者や側道から出入りする
車が危険とされる。

道路整備、停止線、そのほか標識などの設置。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。
・バリケード及び矢印の表示を設け、横断道路上を車両が走行しないよう
に誘導致します。（完了済み。）

16 今鹿島小学校 1 3-3064号線 今鹿島小学校北門付近

北門と道路を挟んで向かい側に本校のプールおよび学童クラブがあり、下校時には約１００名
の児童が横断している。市道は両方向がカーブになっていて見通しが悪くまた交通量も多い
が、横断歩道の設置のみである。

信号機設置は困難との回答を昨年いただいたところであるが、依然と
して危険であるため、警察による立哨等、何か可能な安全対策をお
願いしたい。

横断歩道のカラー化と、横断者注意の路面標示を実施致します。（完了済
み。）

17 今鹿島小学校 2 県道
つくば・真岡線
下宿～皆畑

今鹿島地区内の主要な道路であるが、横断歩道および「スクールゾーン」の表示が非常に不
鮮明である。

横断歩道塗り直し、「スクールゾーン」表示の整備
・横断歩道塗り直し実施予定です。
・スクールゾーン再塗装を検討します。

　　平成30年度　通学路安全点検箇所一覧
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18 今鹿島小学校 3 3-1199号線 五斗蒔
多数の児童の通学路であるが、側溝のふたがない。荒天時に自動車が側溝に落ちるなどの事
例もあり、危険である。

側溝のふたの整備

つくば市内には同様な側溝が多数あり、通学児童の多い箇所から順次整
備を行っている状況となります。このことから、応急対応といたしまして、外
側線を設けるなどして、通学児童の通行スペースを確保する安全対策を
実施致します。(完了済み。)

19 上郷小学校 1
つくば下総広域
農道アグリロード

つくば市上郷６７７６付近交差点
以前も報告したが、その後、家が建ち、道路がカーブしていることもあり見通しがより悪くなり、
横断が危険である。９月３日に親子登校で保護者5名が確認し、信号機の設置を強く要望され
た。

押しボタン式の信号機をつけてほしい。（横断者注意等の路面標示、
カラー舗装）

・現時点の状況では信号機の設置は難しい。
・横断歩道のカラー化と、横断者注意の路面標示を実施致します。（完了
済み。）

20 豊里中学校 1
主要地方道土浦

境線
土浦境線とつくば真岡線の交差点付近 冬季の降雪後、歩道の雪が凍り、除雪が難しいため、登下校時自転車での通行が危ない。 降雪後の除雪をお願いしたい。 実際に除雪が必要となったときに連絡をいただき、対応します。

21 谷田部小学校 1 5-3225号線 つくば市谷田部２９５０番地
・急カーブがあり、児童の姿が確認しずらい。
・スピードを出す車が多い。

横断歩道の前にスピードを抑制する標識等を設置してほしい。 交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

22 谷田部小学校 2 国道３５４号線 谷田部市民球場付近 雑草が生い茂り車から歩道の人が見えない。 除草してほしい。
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 谷田部中学校 1 県道３号線
つくば市谷田部２２３３

（福田坪）
道幅が狭く、車両の通行量が多い。信号機もなく横断歩道もない。 横断歩道の設置 歩行者溜まりが片方しかないため、設置できません。

24 谷田部中学校 2 国道１９号線 つくば市谷田部６８８２ 歩道の凸凹が多い。 歩道の整備 歩道の段差箇所の補修を実施します。

25 　柳橋小学校 1 市道３３号 つくば市柳橋 優先道路が違うため、車が一時停止しない。登下校中危険である。 止まれの路面表示新しくしてほしい。 路面標示塗り直し実施予定です。

26 　柳橋小学校 2 サイエンス通り つくば市柳橋
みずほ前の交差点で朝、通勤の自転車、通学の自転車が混み合う。また、車の交通量も多く、
登校時危険である。

警察による、朝の立哨指導をお願いしたい。
類似した箇所は市内に多数あるため、ここのみ立哨指導を行うということは
できません。

27 　柳橋小学校 3 市道1023号 つくば市上横場 冬に日暮れが早く、下校時に危険である。 外灯を設置してほしい。 当該箇所には、防犯灯が設置されています。

28 真瀬小学校 1 市道
田園地帯から県道に登ってくる細道（鍋沼新田から

高須賀方面にかけて3カ所）
カーブや竹やぶで見通し悪く、一時停止線なし　車が上ってきてヒヤッとした経験のある児童あ
り

一時停止線指示表示（3か所） 一時停止規制がないため、停止線の表示はしません。

29 真瀬小学校 2
県道赤浜谷田部

線
高須賀２１２付近の坂道 一部に歩道なく、塀沿いは地震時に危険あり 歩道の整備 H30年度歩道整備完了予定です。

30 真瀬小学校 3 市道 鍋沼新田410-1付近 一時停止線なし 一時停止線指示表示 一時停止規制がないため、停止線の表示はできません。

31 真瀬小学校 4 市道 鍋沼新田107-5付近 側溝ふたが一部欠けており、小さい子の足が挟まる可能性あり 修復（合同点検前に道路整備課に依頼済み） 完了済み。

32 真瀬小学校 5 市道 真瀬新田1509付近 道路が狭くラインがないうえ、わきの草が被い茂っている。 除草作業 除草作業で対応します。

33 島名小学校 1 県道45号線
鬼ケ窪農村集落センター（鬼ケ窪1119）～鬼ケ窪

1202付近
道路幅が狭く、通学時間帯に車の交通量が多い。歩道が狭いため、歩いていると車に接触す
る可能性がある。

歩道の整備をお願いしたい。 歩道整備には用地及び家屋等移転の協力が必要です。

34 島名小学校 2 県道45号線 榎内交差点～島名十字路
道路幅が狭く、通学時間帯に車の交通量が多い。歩道（両側）がほとんどないため、登下校の
際、大変危険である。

歩道の整備をお願いしたい。
外側線の引き直し

・歩道整備には用地及び家屋等移転の協力が必要です。
・外側線の引き直しを実施します。

35 島名小学校 3 市道5‐4761号線 中別府580番地付近 住宅と住宅の間の林間で人気が少なく、薄暗い。 街路灯の設置をお願いしたい。 当該箇所には、防犯灯を１基を設置します。

36  高山中学校 1 市道５－１５５９号線 つくば市水堀２０７番地１
・周囲に人家や街路灯がないため暗くて危険である。
・道路の両側が樹木に覆われ、見通しが悪い。

・街路灯設置
・樹木の伐採

・防犯灯を設置できる場所がありません。
・見通しが悪い件については、道路脇に生えているシノが原因と思われま
すので、除草作業で対応します。

37  高山中学校 2 市道５－４４９９号線 つくば市真瀬２５番地１６
・周囲に人家や街路灯がないため暗くて危険である。

・街路灯設置 防犯灯を設置できる場所がありません。
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38 葛城小学校 1
5-1900号線
5-1228号線

苅間・辻十文字
車両の通行量が多い。見通しが悪く信号が変わっても無理に曲がってくる車もあり危険であ
る。また、横断歩道の白線が薄くなっていることから危険がある。

歩行者用の信号機を設置してほしい。
横断歩道が薄くなっているので、書き直してほしい。

・横断歩道塗り直し実施予定です。
・歩行者用信号機設置要望を上申予定です。

39 葛城小学校 2 5-1280号線 小学校西門前・苅間689番地
西門前の道路は車輛の通行量が多いが、西門前には横断歩道がない。学校より西の住宅か
ら登校する児童は、横断歩道を渡ろうとすると歩道のない道路を歩き、50m先の正門（南門）ま
で歩くことになるためかえって危険であるので、現在は横断歩道のない所を横切っている。

横断歩道を設置してほしい。
・歩行者溜まりがないため、設置できません。
・通学路を工夫していただくことで対応していただくようお願いします。

40 葛城小学校 3 7-3039号線 学園南3丁目５７－１付近
登下校で多くの児童数利用していいるが、カーブで見通しが悪い。ミラーの設置もなく、車を運
転していも曲がってみないと子供に気づくことができないことがある。

ミラーを設置してほしい。 この箇所は見通しが悪くないことから、カーブミラーの必要がありません。

41
手代木南小学

校
1

5-2068号
(P)

手代木南小学校　西側遊歩道
松代4丁目-２４

樹木が多く、台風の時期は枝が折れて落下したり、秋は落ち葉が積もり、児童が落ち葉で滑っ
たりする。

学校西側の遊歩道の樹木の剪定、落ち葉の時期の清掃をお願いし
たい。

定期的に樹木の剪定、路面清掃を行っていきます。

42
手代木南小学

校
2

5-2069号
(P)

手代木南小学校　南側遊歩道
松代4丁目-２４

校庭南側の側溝があふれやすく、大雨が降ると水があふれ、登校時に滑りやすい。
側溝が小さいため、泥等がたまりやすい。側溝があふれないような工
夫をしてほしい。

定期的に土砂撤去を行っていきます。

43
手代木南小学

校
3 5-2062号

手代木南小学校　東側車道
松代4丁目-２４

樹木が大きくなり、信号が車道から見えにくい。横断歩道を児童はわたるので、信号が見える
ようにしてほしい。

樹木の校庭東側の車道にはみ出た樹木の剪定をお願いしたい。 剪定対応済みです。

44 松代小学校 1

１　　５-１４８２号線
１１　５-２０３０号線
１５　５-２０５３号線
１６　５-６１１９号線
２４　５-２０３９号線

別地図番号１　松代１丁目付近
　１１　　小野崎付近

１５　　松代３丁目付近
１６　　松代３丁目付近

２４　　小野崎付近

歩道や白線がなく、抜け道として交通量が多い道路等、白線ペイント及び薄くなった白線のペ
イント修繕が必要である。

道路のペイント

・該当の場所につきましては、通学路の対象路線ではないことから、別途
案件として、検討してまいります。
・現在、旧研究学園地区においては、側溝の敷設しを行い、歩行者帯を
設置する事業を計画的に実施しております。

45 松代小学校 2
７　  ５-２１７４号線
２４  ５-２０３９号線

別地図番号　　７、２４
松代橋をおりたところ（１丁目側）

２丁目と小野崎の間のＴ字路

見通しが悪く、車が一時停止せずに通過するので交通事故の危険性が極めて高い通学路で
ある。

カーブミラーの設置 T字路正面の電柱にカーブミラーを設置します。

46 松代小学校 3 １４　５-２０６４号線 別地図番号　１４
松代公園から手代木南小方面への遊歩道

立ち枯れしている樹木があり、強風時に大きな枝が折れて落ちていることがある。児童に当た
るなど事故につながりかねない。

遊歩道の枯れ木調査と枯れ木や枯枝の除去 定期的に樹木の剪定・路面清掃を行っていきます。

47 手代木中学校 1 ５－２０６８号線

松代４－２４～松代５－１５までの遊歩道 小学生、中学生、保育所や幼稚園へ行く幼児や保護者など、特に朝の時間帯は混在してい
る。中学生や大人の自転車も遊歩道を利用しているため、歩行者と自転車の接触が懸念され
る。

歩行者と自転車の通行レーンを分ける線を引き、通行帯を分離する
などの工事をして欲しい。

歩道幅員が狭いため、通行帯を分離するのは困難となります。

48 手代木中学校 2 ５－２１５６号線

松代５－１５付近
手代木南幼稚園、保育所の前の遊歩道

樹木が多く、日陰が多いため路面（レンガ）にコケが生える。雨天時は、水溜りができるためそ
こを通る自転車がスリップして転倒する事故が起きる。

樹木の剪定など日当たりを調節してもらうとともに、自転車の通るとこ
ろを、滑らない材質のものでコーティングするなどして欲しい。

定期的に樹木の剪定・路面清掃を行っていきます。

49 手代木中学校 3 土浦学園通り

松代２丁目ステーキ宮のところにかかる歩道橋 自転車用スロープが、スピードが出やすい構造になっているので、転倒事故が数件あった。 架け替えのときにスロープの構造を工夫して欲しい。

・歩道橋の架け替えにつきましては、現在、予定がありません。ただし、つ
くば市橋梁長寿命化修繕計画に位置づけ、今後、長寿命化に向けた修
繕を計画を予定してまいります。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

50 二の宮小学校 1
市道
2級

35号線
小野川児童公園前 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 カーブミラーの設置を検討します。

51 二の宮小学校 2
市道

4-4226
号線

二の宮4丁目ライオンズマンション前歩道橋 自転車の利用が多く、坂道でスピードも出て危険
自転車、歩行者のエリア分け
スピードダウン効果のあるペイント

歩道橋の通行帯上、歩行者と自転車レーンを分離することは行っておりま
せん。さらに、看板にて注意喚起を設置してあるため、ペイントの要否は検
討してまいります。

52 二の宮小学校 3

市道
5-2980
5-2106
号線

二の宮3丁目ウェルシア裏道路
萬年喜鮨～ウェルシアへの道路が、抜け道として使われるため、交通量も多くスピードを出す
車が多い。

凹凸舗装
注意看板
グリーンのラインなど、通学路であることの表示

・住宅付近で、凸凹舗装を施したために、通行する際の騒音や振動の苦
情が考えられるため、この様な舗装は現在、実施しておりません。また、車
道部路側帯にグリーンのラインを設置してしまうと、道路幅員が狭くなって
しまうため、通行上支障をきたすことから、施すのは困難となります。
・道路に土砂が堆積し、草が繁茂していたため、除草と土砂撤去の作業を
依頼しました。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

53 東小学校 1
市道

4－??16
号線

つくば市東２丁目
・児童の通学時に速度オーバーの自家用車が目立つ。
・横断歩道のない市道が１００名以上通る通学路になっている。

道路にスクールゾーンの標識の塗装 交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。
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54 東小学校 2
市道

4－43??
号線

つくば市梅園２丁目
・朝通学時によそ見運転の事故があった。
・歩道のない市道が１００名以上通る通学路になっている。

道路にスクールゾーンの標識の塗装 スクールゾーン再塗装を検討します。

55 東小学校 3
つくば市
東・梅園・
稲荷前

学区内 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 スクールゾーン再塗装を検討します。

56 九重小学校 1
市道

4-2239

土浦境線を横切る押しボタン信号のある横断歩道
付近

東岡岡村新田付近

横断歩道の白線がほとんど消えている。
安全のための学童人形が破損している。
標識が折れたと思われるパイプの土台が残っている。(幟等を立てるためのパイプかもしれな
い）

白線の引き直し
学童人形の交換、または撤去
パイプの撤去、必要な標識の設置

交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

57 九重小学校 2 県道２０１号線
流星台入り口

東岡２２９付近
今後、新道が開通したら、幅の広い道路を横断することになる。

道路を横断する部分が黄色く塗られているが不十分。横断歩道、信
号を設置してほしい。

信号機・横断歩道ともに、今後の交通量の状況を見て検討します。

58 九重小学校 3 県道２０１号線 上ノ室2169-2
崩れかかった廃屋があり、歩道との間にバリケードがあるが、破れており、児童が入らないか心
配である。

廃屋の撤去。または、歩道との間のバリケードを堅固なものにする。 何度か指導しているが、再度の指導を住宅政策課に依頼済みです。

59 栗原小学校 1
県道１２８号
県道２００号

台坪ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟのある交差点
・朝、夕の交通量が多い。
・コンビニへの車の出入りも多く、歩行者が巻き込まれる危険性がある。

歩車分離式信号 歩者分離式信号にはできません。

60 栗原小学校 2 県道200号 学校前信号機付近 カーブに差し掛かり、見通しが悪いが、坂の下であるため車のスピードも出ている。 スクールゾーン スクールゾーン路面表示の設置を検討します。

61 栗原小学校 3 県道１２８号 台坪ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟから
つくば特別支援学校への道路

・歩道の幅が狭い。
・バスなどの大型車もたくさん通るがまっすぐな道なので、車もスピードが出ている。

速度規制の工夫
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。
・減速注意喚起の路面標示を設置済み。追加対策の実施について検討し
ます。

62 栄小学校 1
市道

１－４５
栄小正門前横断歩道
つくば市金田５４付近

　道路を横断する際、車の合間をぬって渡るので危険である。 　信号機の設置 設置基準に満たないため信号機設置は難しい。

63 栄小学校 2
市道

４－２４７０
桜幼稚園～栄小裏門
つくば市金田５４付近

　道幅は狭いが、車や自転車の交通量は多い。歩道がないために、児童の登校が危険であ
る。

　歩道の整備
・道路幅員が狭いため、南側の住宅地側の歩行者が通るスペース分に当
たる箇所に路側帯の設置の検討を致します。
・付近の横断歩道が消えかかっているため、塗り直し予定です。

64 桜中学校 1 県道藤沢荒川沖線 つくば市東岡 ・横断歩道、信号機がなく横断することが困難。 ・横断歩道の整備 近接に横断歩道があるため、設置できません。

65 桜中学校 2 県道土浦大曽根線 つくば市栗原 ・道が狭く、交通量が多い。 ・歩道の整備 歩道整備には用地及び家屋等移転の協力が必要。

66 竹園東小学校 1 県道123号線 本田十字路
押しボタン式信号のボタンが車道付近にあり、押すときに車道側に出なければならない。交通
量も多く、道も細いため危険である。

押しボタンの位置の変更はできないとの回答を28年度にいただいた
ところであるが、依然として危険であるため、何か可能な安全対策を
お願いしたい。

位置変更実施済みです。

67 竹園東小学校 2
４－４１１６号線
４－４１１７号線

竹園３丁目２５番地交差点 通学時に、徒歩の児童と、自転車に乗った中高生が交差するため危険である。 信号の設置を希望。（横断歩道塗り直し）
・設置基準に満たないため、信号機設置は難しい。
・横断歩道が消えかかっているため、塗り直し予定です。

68 竹園東小学校 3 ４－４０６４号線 吾妻４丁目三叉路 見通しが悪く、危険である。 カーブミラーと横断歩道の設置を希望。
・この箇所は見通しが悪くないことから、カーブミラーの必要がありません。
・横断歩道の設置はしません。
・学校側で安全確認、目視の指導を願う。

69 竹園西小学校 1 ２０２１号線 一誠商事本社前
（竹園1丁目東信号）

交差点の車の交通量が多く、マンション建設に伴い、子供たちの人数が増え、登校する時間
帯になると、信号待ちで歩道がいっぱいになる。また、レーベンから交差点までのガードパイプ
のない狭い道まで列になることがあり、車や自転車と接触事故となる危険がある。

完全歩車分離式へ変更（青時間の延長）
近接の信号機が歩車分離式になっており、交通に支障をきたすため、歩
車分離式への変更及び青時間の延長はできません。

70 竹園西小学校 2 ２０２１号線 早稲田アカデミー前
（竹園１丁目北信号）

登校する時間帯になると信号待ちで歩道がいっぱいとなる。道幅が狭い歩道にまで列になる
と、駐車場の出入り口もあるため、危険である。

完全歩車分離式へ変更（青時間の延長）
近接の信号機が歩車分離式になっており、交通に支障をきたすため、歩
車分離式への変更及び青時間の延長はできません。

71 竹園西小学校 3 竹園西公園
多目的トイレのガラスが割れていて半分だけガムテープが貼られている。ガラスの割れている
部分が露出しており危険である。木が生い茂り、見通しも悪い。また、人通りも少ないため、死
角となり危険である。

トイレの撤去
・トイレの撤去はしませんが、窓ガラスは修復済みです。
・樹木の剪定等の管理は定期的に行っていますが、急を要する場合は連
絡いただければ可能な範囲で対応します。

72 竹園東中学校 1
吾妻４丁目-4

桜交通公園出口
樹木が生茂り見通しが悪く、公園から出てくる自動車が、歩行者や自転車に気づきにくい。
横断歩道の劣化

樹木の伐採（剪定）と横断歩道の塗り直し
・点検時には既に剪定済みでした。
・横断歩道塗り直し実施予定です。

73 竹園東中学校 2 ４－４０９９号線
竹園３丁目-21

竹園ショッピングセンター西側交差点
竹園ショッピングセンター西側の信号のある交差点の横断歩道の劣化 横断歩道の塗り直し 横断歩道塗り直し実施予定です。
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74 竹園東中学校 3
つくば公園通り

（遊歩道）
竹園２丁目-20

遊歩道出口と南大通側歩道の合流地点
自転車同士の事故が多発。坂道でスピードが出やすく、左側に石垣があり、歩道を走る自転
車に気づきにくい。

自転車通行者のためにミラー等の設置 カーブミラーの設置を検討します。

75 桜南小学校 1 4-3454号線 つくば市上広岡
・人気が少ないうえ、竹やぶに覆われており暗くて危険である。
・竹やぶの竹が倒れていることもある。

道路整備
街路灯設置

当該箇所には、防犯灯が設置されています。

76 桜南小学校 2 4-3586号線 つくば市大角豆
・交通量は激しくはないが、歩道がないため注意が必要である。
・道路脇の排水溝に蓋がされていないので、危険である。

道路整備

蓋の設置ができるタイプの側溝ではないため、側溝の入替えが必要となり
ますが、現状の場所は、通行者も交通量も少ないため、交通量の多い場
所から順次整備を進めている状況ですので、該当路線は、優先順位が低
くなります。

77 桜南小学校 3
市道2級
29号線

つくば市下広岡
・交通量が多く、かなりのスピードで車が坂を下ってくるため危険である。
・道幅がとても狭く、歩道がない。

道路整備
現状は、道路の幅員を広げる事が出来ないため、拡幅や歩道の整備は困
難となります。このため、注意喚起の路面標示を実施致します。(完了済
み。)

78 並木小学校 1
４－3205

号線
大角豆１４７４付近十字路 見通しが悪い。 カーブミラーの設置 当該箇所にはカーブミラーが設置されています。

79 並木小学校 2
４－4237

号線
並木２丁目並木公園東側

公園池の周りを散策するため停車している車があり、横断の際見通しが悪くなる。
駐停車禁止の表示 現時点の駐停車禁止の必要性は認められません。

80 並木小学校 3
４－3319

号線
並木３丁目付近道路 通勤時間に限らず、スピードを出す車が多い。 「スピードを落とせ」の表示 交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

81 並木中学校 1 4-4288号線 梅園二丁目 １０１７号線との丁字路で一時停止線が車道よりで危険 停止線を歩道の分下げる 施工実施済みです。

82 並木中学校 2
並木公園内遊歩

道
並木二丁目 石畳が破損している（剥がれている）所が数カ所あり、特に自転車での通行が危険な状態。 石畳の補修

通行に支障をきたすほどではないため、今回は現状維持とします。
なお、公園利用者の安全確保のため、公園内の自転車での通行はご遠
慮願います。

83 並木中学校 3 県道２０１号線 大角豆９７４－１
うえの整形外科からアルク美容室の間の道から県道２０１号線を渡る際、横断歩道がないので
危険。

横断歩道の設置
（平成28年度と同内容）
歩行者溜まりがなく、設置できません。

84 並木中学校 4 4-4251号線 並木３－８
1017号線と4-4251号線の交差点で、4251号線を並木中方面から並木小方面へ渡る際の二輪
車用横断ボダンのライトが切れている（「おまちください」が表示されない）

横断ボタンの修繕 修繕済みです。

85 吾妻小学校 1 吾妻２丁目７００棟公園周辺
宿舎廃止に伴い、環境が悪化している。
樹木がうっそうとしている。スズメバチなどの害虫が発生している。

植栽の手入れ 関東財務局筑波出張所に依頼済みです。

86 吾妻小学校 2 中央公園内ペデストリアンデッキ
道幅が広い一方で分岐や植栽によって道形状が複雑である。
通勤・通学時間帯の自転車の通行量が多い。

公園内における歩車分離
ペデストリアンデッキ部において、歩行者と自転車の通行帯を分離するの
は容易ではなく困難であるため、検討を要する案件となります。

87 吾妻中学校 1 国道４０８号 「吾妻西」信号
歩車分離の信号で、車用の信号から歩行者用の信号が変わる時間が早いため、信号が変
わって、歩行者信号が青になっても進行してくる車が多く危険。

信号の長さのバランスの見直し 交通状況を確認して検討します。

88 吾妻中学校 2
４－４４５５
４－４４５６
４－４０９３

つくば市吾妻１丁目
１丁目住宅、ろくまる公園周辺。公務員宿舎の廃止に伴い、草木が生い茂り、街灯が点灯して
いない箇所が多い。人気がなく、児童の一人歩きなど不安。

・街灯の設置、整備をお願いしたい。
・定期的に草木の剪定をしてほしい。

関東財務局筑波出張所に依頼済みです。

89 吾妻中学校 3
４－４４５２
４－４４５３
４－４４４５

つくば市吾妻２丁目
２丁目住宅、ななまる公園、吾妻公園周辺。公務員宿舎の廃止に伴い、草木が生い茂り、街灯
が点灯していない箇所が多い。人気がなく、児童の一人歩きなど不安。

・街灯の設置、整備をお願いしたい。
・定期的に草木の剪定をしてほしい。

関東財務局筑波出張所に依頼済みです。

90
茎崎第一小学

校
1 ６－２１７６号線 つくば市高崎２２９０番地付近

交差点が四方八方から入り組んでおり、信号も　　横断歩道もなく、児童が横断するのが非常
に危険である。

横断歩道の設置 幅員が狭く、歩行者溜まりもないため設置できません。

91
茎崎第一小学

校
2 市道１級６６号線 つくば市高崎１７９４番地付近

「いかりや商店」前の横断歩道を横断する際、車がなかなか止まってくれないため、危険であ
る。

信号の設置 歩行者溜まりがないため、設置できません。

92
茎崎第一小学

校
3 県道谷田部・牛久線 つくば市高崎４２－２付近 登校時、通勤時間帯と重なり、交通量が多いが横断歩道がないため、非常に危険である。 横断歩道の設置 近接に横断歩道があり、設置できません。

93 高崎中学校 1 市道６－２１５１号線 つくば市高崎
高崎中学校生徒通用門付近

道路が狭く、見通しが悪い。登下校時に交通量が多く、スピードを出す車も多いため危険。
スクールゾーンの設置
速度制限の見直し

・スークルゾーン表示ではなく、交通安全啓発立て看板を配付します（申
請が必要）。
・速度抑制の路面標示を検討致します。
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94
茎崎第三小学

校
1 ６－３２００号線 宝陽台 道幅が狭く、歩道も白線もないため、自動車との接触が心配される。 歩道整備

・現状は、道路の幅員を広げる事が出来ないため、拡幅や歩道の整備は
困難となります。
・歩道整備には用地提供の協力が必要となり、路線には補償のかかると思
われる物件があることから事業化は困難であると思われます。今回の要望
路線のすぐ隣に歩道付きの道路があり、そちらを通っても距離は大きく変
わらないことから、そちらを通学路として使うよう検討願います。

95
茎崎第三小学

校
2 市道２級４８号線 房内

長い坂道のため、自動車がスピードを出して通過する場所である。児童が徒歩で登下校する
道路なので心配である。

歩道整備

・現状は、坂道で、道路の高低差が大きく、法面から形成しなければなら
ないことから、歩道帯が確保できる道路拡幅は困難となります。
・歩道整備には用地提供の協力が必要となり、当該路線は延長が長く、橋
梁が含まれるため、事業費が高額になることが予想されることから事業化
は困難だと思われます。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

96 茎崎中学校 1 市道１級６６号線
つくば市小茎563-1

（南消防署茎崎分署前の道路）
茎崎三小方面から、自転車で登校してきた生徒が、消防署側から反対側へ横断する際、自転
車横断帯や標識がなく危険である。

自転車横断帯・標識の設置 新設道路を通る等、通学路の変更を検討してほしい。

97 茎崎中学校 2 市道１級６６号線 小茎
（茎崎中学校校門前）

正門から自転車も車も出入りしており、見通しが悪いため、登下校時など正門から出るほうも入
るほうもお互いに見えずに危険である。

茎崎中の正門の左右から正門が確認できるようなミラーの設置
・この箇所は見通しが悪くないことから、カーブミラーの必要がありません。
・一時停止をすれば、歩行者を明確に確認できるため、カーブミラーは必
要ないと判断し、学校から出るときに注意していただくことで納得された。

98
春日学園義務

教育学校
1

市道1級
52号線

つくば市下平塚１６０
自転車が多数横断する場所であるが、横断歩道もなく危険である。また、交通量も多く、スピー
ドを出す車も多く見受けられるため危険である。

横断歩道の設置及び、注意喚起の標識等の設置。
・横断歩道ではなく、一時停止を設置予定です。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

99
春日学園義務

教育学校
2 市道5-1861号線 つくば市研究学園7丁目４５－１０ 子どもたちが多数横断する場所であるが、横断歩道がなく危険である。 横断歩道の設置。 見通しが悪く、歩行者溜まりもないため、設置できません。

100
春日学園義務

教育学校
3

市道5-
1131号線

つくば市春日3丁目９－１１ 子どもたちが多数横断する場所であるが、横断歩道がなく危険である。 横断歩道の設置。 歩行者溜まりが民地となってしまうため、設置できません。

101
秀峰筑波義務

教育学校
1 県道４５号線 つくば市作谷１８３３

旧作岡小付近
道幅が狭く、見通しが悪いところがある。

道路わきの除草
歩道の設置

29年度点検箇所と同内容。
除草工事年２回で対応します。
歩道整備は、道路幅が決まってしまっているため、拡幅や歩道の確保は
困難である状況です。歩道整備は用地取得困難（家屋あり）

103
秀峰筑波義務

教育学校
3 国道１２５号 巡見橋上 橋の上に樹木の枝が伸びている。自転車の通行の妨げになる。 樹木の枝の伐採 歩道の通行に支障のある枝の剪定等を実施します。

104
秀峰筑波義務

教育学校
4 国道１２５号 小田十字路 車の通りが激しい。道幅が狭い。 標識等の設置 （学校側）バス乗り場の位置を検討する。（通学路の変更など。）

105
秀峰筑波義務

教育学校
5 県道長高野北条線

つくば市北条２４７番地から５２０９番地までの道路
抜け道として利用する車が多い。 「スクール―ゾーン」か「通学路」の標識の設置

29年度点検箇所と同内容。
・スクールゾーン表示は学校から半径500ｍ以内です。
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

106
秀峰筑波義務

教育学校
6 市道２級３号線 つくば市神郡 りんりん道路と市道が交差し、見通しが悪い。 定期的な除草 29年度点検箇所と同内容。除草工事年２回で対応します。

107
秀峰筑波義務

教育学校
7 県道４２号 つくば市国松８０４番地 ガードレールがなく、跡地を車が横切ることがある。 標識等の設置

・民地指導を行った後に、指導を仰ぎ設置を検討します。
・民地の通り抜けを防止するために、道路に構造物等の設置をすることは
できません。

108
秀峰筑波義務

教育学校
8 国道１２５号 つくば市北条5123番地付近 自転車通学の生徒が右折する際、田んぼに落ちるケースが2度あった。 柵の設置 転落防止柵の設置を予定【対応済み】

109
秀峰筑波義務

教育学校
9 国道１２５号 つくば市北条5044番地付近 雨天時に水はけが悪く、歩道に水たまりができてします。 排水路の整備 水たまり解消のための施設の設置予定です。

110
学園の森義務

教育学校
1

市道
7-3019

学園の森２丁目
茨進付近横断歩道

横断歩道で児童が信号待ちをしている際、車道に近づきすぎて危険。雨天時には信号待ちの
際に傘が車道にはみ出ることもある。

歩道に注意喚起のペイント貼付か信号待ちの待機線を引いてほし
い。

一般的に歩行者用信号がある交差点においては、歩道内に待機線等の
設置は実施しておりません。
（学校対応）車道にはみ出ないように、安全確認の指導をお願いします。

111
学園の森義務

教育学校
2

市道
5-1752

学園の森２丁目
遊歩道南横断歩道

横断歩道で児童が信号待ちをしている際、車道に近づきすぎて危険。雨天時には信号待ちの
際に傘が車道にはみ出ることもある。

歩道に注意喚起のペイント貼付か信号待ちの待機線を引いてほし
い。

一般的に歩行者用信号がある交差点においては、歩道内に待機線等の
設置は実施しておりません。
（学校対応）車道にはみ出ないように、安全確認の指導をお願いします。

112
学園の森義務

教育学校
3

市道
7-3019

東光台東交差点
ミニストップ付近

横断歩道で児童が信号待ちをしている際、車道に近づきすぎて危険。雨天時には信号待ちの
際に傘が車道にはみ出ることもある。

歩道に注意喚起のペイント貼付か信号待ちの待機線を引いてほし
い。

一般的に歩行者用信号がある交差点においては、歩道内に待機線等の
設置は実施しておりません。
（学校対応）車道にはみ出ないように、安全確認の指導をお願いします。
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113
学園の森義務

教育学校
4

市道
5-1752 学森２丁目～ウエリス（研学４）付近T字路 下校時、裏道として該当のT字路を利用する車が多く、児童が横断歩道を渡るときに危険。

「学童多し注意」や「通学路につき注意」の看板設置などの注意喚起
の対策を考えてほしい。

交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。

114
学園の森義務

教育学校
5

市道
7-3210

学園の森２丁目
学園の森キッズクリニック北側T字路

北進時、両側に家や外壁があるため見通しが悪い カーブミラーの設置希望
設置する場所が民地のため、土地の所有者に確認し承諾が得られました
ら設置します。

115
学園の森義務

教育学校
6

市道
5-1895

学園の森２丁目
セキュレア入口付近

中学生の自転車通学路になっており、セキュレアから出てくる車の見通しが悪い カーブミラーの設置希望 この箇所は見通しが悪くないことから、カーブミラーの必要がありません。

116
学園の森義務

教育学校
7

市道
7-3244

学園の森２丁目
はま寿司から東進した遊歩道の横断歩道

車から歩行者や自転車の見通しが悪い。これから家が建ち始めていくとさらに見通しが悪くな
る。

カーブミラーの設置希望 この箇所は見通しが悪くないことから、カーブミラーの必要がありません。

117
学園の森義務

教育学校
8

市道
7-3019

研究学園３丁目
小野酒店付近T字路

T字路付近に家や外壁があるために見通しが悪い カーブミラーの設置希望 当該箇所には、カーブミラーが設置されています。

118
学園の森義務

教育学校
9

市道
7-3079

研究学園３丁目
こなら公園付近

車が裏道として付近の道を利用している。速度を出す車が多く、下校時に危険を感じる。
カーブミラーの設置希望
「ゾーン３０」か「スクールゾーン」の道路ペイント希望

・この箇所は見通しが悪くないことから、カーブミラーの必要がありません。
また、スクールゾーン路面表示の設置は学校から半径500ｍ以上で設置で
きませんが、「通学路につき注意」等の交通安全啓発立て看板は配付しま
す（申請が必要）。
・ゾーン30は規制標示であり、現時点の設置はしません。

119
学園の森義務

教育学校
10

市道
7-3076

研究学園３丁目
GU裏Ｔ字路

車が裏道として付近の道を利用している。速度を出す車が多く、下校時に危険を感じる。
カーブミラーの設置希望
「ゾーン３０」か「スクールゾーン」の道路ペイント希望

・この箇所は見通しが悪くないことから、カーブミラーの必要がありません。
また、スクールゾーン路面表示の設置は学校から半径500ｍ以上で設置で
きませが、「通学路につき注意」等の交通安全啓発立て看板は配付します
（申請が必要）。
・ゾーン30は規制標示であり、現時点の設置はしません。

120
学園の森義務

教育学校
11

市道
7-3068

研究学園３丁目
１５～６番地南北の道路

車が裏道として付近の道を利用している。速度を出す車が多く、下校時に危険を感じる。
カーブミラーの設置希望
「ゾーン３０」か「スクールゾーン」の道路ペイント希望

・要望のあった４箇所の内、北側の２箇所につきましては、設置する場所が
民地のため、土地の所有者に確認し承諾が得られましたら設置します。南
側の２箇所については見通しが悪くないことから、カーブミラーの必要があ
りません。また、スクールゾーン路面表示の設置は学校から半径500ｍ以
上で設置できませが、「通学路につき注意」等の交通安全啓発立て看板
は配付します（申請が必要）。
・ゾーン30は規制標示であり、現時点の設置はしません。

121
学園の森義務

教育学校
12

市道
7-3068

研究学園３丁目
ばんどうたろう北側付近

車が裏道として付近の道を利用している。速度を出す車が多く、下校時に危険を感じる。
カーブミラーの設置希望
「ゾーン３０」か「スクールゾーン」の道路ペイント希望

・当該箇所には、カーブミラーが設置されています。また、スクールゾーン
路面表示の設置は学校から半径500ｍ以上で設置できませが、「通学路
につき注意」等の交通安全啓発立て看板は配付します（申請が必要）。
・ゾーン30は規制標示であり、現時点の設置はしません。

122
学園の森義務

教育学校
13

市道
7-3079

研究学園３丁目
こなら公園前道路

直線のため車のスピードが出やすく、下校時に危険。
「ゾーン３０」か「スクールゾーン」の道路ペイント及び、「学童多し注
意」の看板設置希望。

・スクールゾーン路面表示の設置は学校から半径500ｍ以上で設置できま
せんが、「通学路につき注意」等の交通安全啓発立て看板は配付します
（申請が必要）。
・ゾーン30は規制標示であり、現時点の設置はしません。

123
学園の森義務

教育学校
14

市道
7-3139

学園の森１丁目
棟匠Ｔ字路西進後のカーブ

住宅地のため見通しが悪いが、スピードを出す車が多い。 「スクールゾーン」か「学童多し注意」の道路ペイント
・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。
・例えば、学童多し注意などの路面標示につきましては、設置を検討致し
ます。

124
学園の森義務

教育学校
15

市道
7-3019

研究学園４丁目
ケーズデンキ出入り口

街路樹が茂っていて、自動車と歩行者の見通しが悪い 街路樹の剪定 今後交通に支障があることが確認できれば対応します。

125
学園の森義務

教育学校
16

県道
取手・つくば線 学園の森１丁目交差点～遠東 自動車事故が多発していて、事故時に車が歩道に突っ込んでくる可能性がある。 ガードレールの設置 直線部の歩道には、原則としてガードレールの設置はできません。

126
学園の森義務

教育学校
17

市道
5-1752 学園の森２丁目～来夢の杜（研学５）に至るカーブ 速度を出す車が多く、事故の際に歩道に乗り上げてくる可能性がある。 ガードレールの設置

矢印の標示版設置は完了済みです。
学校側より実施した対応で問題ないことの了承を得ています。
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127
学園の森義務

教育学校
18 県道 学園の森中央交差点 交通量が多く、事故時に交差点付近歩道に車が乗り上げてくる可能性がある。 ガードレールの設置 縁石が設置されており、原則としてガードレールの設置はできません。

128
学園の森義務

教育学校
19

市道
7-3068

研究学園３丁目
小野酒店付近

車が裏道として付近の道を利用している。速度を出す車が多く、下校時に危険を感じる。
「学童多し注意」や「通学路につき注意」の看板設置及び道路ペイン
ト塗布をしてほしい。

・当該箇所には、交通安全啓発立て看板が設置されています。
・例えば、学童多し注意などの路面標示につきましては、設置を検討致し
ます。

129
学園の森義務

教育学校
20

市道
7-3019

東光台東交差点 車道側信号が赤になってからも交差点内に侵入してくる車があり、横断歩道信号が青になって
も交差点内で車が通行している状態がある。

車道側信号が赤になってから、横断歩道信号が青になるタイミングを
遅らせてほしい。

交通指導、取り締まり、警らの実施にて対応します。

130
学園の森義務

教育学校
21

市道
7-3021 コストコ付近押しボタン信号 横断歩道の青信号の時間が短いので、登校班が渡り切る前に赤に変わってしまう。 青の時間を１５～２０秒にしてほしい。

現場実態調査を実施したところ、100名以上が横断している状態であり、時
間を長くしてもすべては横断できない。現時点は現状維持とします。

131
学園の森義務

教育学校
22

市道
7-3021 学園の森中央交差点 東西の横断歩道で西進時左折の車が多く、横断歩道が２５秒の青信号で渡り切れない。 青信号の時間を長くするか、歩車分離式の信号にしてほしい。

現場実態調査を実施したところ、3班45名が別々に横断している。1班5名
（保護者2名）2班28名（保護者2名）3班7名（保護者1名）。
2班の時、渡り終える間際に青色灯火が点滅するが渡りきれない状態では
ないので、現時点は現状維持。歩車分離式への変更については、右左折
の車両が横断を妨げている状態も認められないので、現時点で歩車分離
への変更上申はしません。

132
みどりの学園
義務教育学校

1 7-1113 つくば市飯田２１２付近
街灯がなく冬季下校時は暗くなってしまう。
高速道路側道の樹木が道に覆いかぶさっている。

街灯をつけていただければありがたい。
樹木の剪定を要望したい。

・当該箇所には、防犯灯を２基を設置します。
・樹木についてはNEXCOで対応していると思われる。市道に生えた草に
ついては、除草作業で対応します。

133
みどりの学園
義務教育学校

2 5-3660 みどりの中央１２付近 信号機がなく、横断が危険である。 学校前に信号機をつけていただけたらありがたい。
・歩道部の切下げにつきましては、実施済みです。
・横断歩道をＨ31年2月に設置済みです。信号機は、今後の交通状況を
見て検討します。

134
みどりの学園
義務教育学校

3 主要地方道つくば野田線 みどりの南７６付近 大きい道路にもかかわらず、信号機がなく危険である。 信号機をつけていただけたらありがたい。 今後の交通状況を見て検討します。

135
みどりの学園
義務教育学校

4 7-1004 みどりの２丁目１７付近 交通量が多いにもかかわらず横断歩道がない。 横断歩道をつけていただけたらありがたい。 歩行者溜まりがなく、設置できません。

136
みどりの学園
義務教育学校

5 7-1251 みどりの南１１１付近 トンネル内であるため、昼間でも薄暗く歩道がない。 歩行者の通路を確保していただきたい。
ずい道内の照明は現在既に設置されています。また、歩道者の通行帯確
保につきましては、ずい道の幅員を広げる事が出来ないため、拡幅や歩
道の整備は困難となります。

137
みどりの学園
義務教育学校

6 主要地方道つくば野田線 みどりの南４３付近 道幅が広く横断するのに危険である。 横断歩道をつけていただけたらありがたい。 歩行者溜まりがなく、設置できません。

138
みどりの学園
義務教育学校

7 7-1054 みどりの中央５１付近 交通量が多いにもかかわらず横断歩道がない。 横断歩道をつけていただけたらありがたい。 歩行者溜まりがなく、設置できません。

139
みどりの学園
義務教育学校

8 5-3661 みどりの１丁目６１付近
街灯がなく冬季下校時は暗くなってしまう。 街灯をつけていただければありがたい。 （１３３番に連動）小学生も通行するようになれば、ずい道内照明設置の検

討を致します。

140
みどりの学園
義務教育学校

9 5-3654 みどりの１丁目５３付近
国道に抜ける道が通っており、児童が横断する際に横断歩道がなく危険。また、歩道や白線も
ない。

駅方面側からクルム方面への横断歩道を設置していただけるとありが
たい。また、路肩線を引いてもらえるとありがたい。

クルームヒルズ（団地）内は、区画線を引くとされる道路幅員がないことから
困難となります。
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