
資料②

学校名 該当地番 現状 要望事項 対応状況等 担当部署の回答

1 作岡小 山田うどん前 ・交通量の多い国道125号を横断する横断歩道，信号機がない。
・隣のコンビニエンスストアへの車が多く，危険である。

・横断歩道，押しボタン信号機を設置する。
・コンビニエンスストアから離れたところにバス停をつくるとともにガード
するポール等を設置する。

・信号機等は警察署と協議する。
・乗降場所は特別支援学校の乗降場所を参考とする。

不可。現状では信号機を設置するスペースの
確保が出来ない。また，直近が坂のため見通
しが悪く，安全な横断が確保出来ない。

2 作岡小 JAつくば市西支店 ・筑波西中からバス停までの道路が狭い。
・交差点の通行量が多い。

・JAから交差点まで歩道を設置する。
・１２５号線にガードレールを設置する。（東作谷～上作谷）
・１２５号沿いの雑草を除去する。

・県土木と協議する。

・歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。
・ガードレールを全区間に設置することは困
難です。具体的な設置箇所を協議願います。
・除草工事年2回で対応

3 作岡小 作谷交差点 ～ 西中入口

・筑波西中からバス停までの道路が狭い。
・見通しが悪く、スピードを上げて走る車が多い。
・作谷十字路を渡ってからガードレールがない
・125号線の信号を無視する車が多い。
・信号機の待ち時間が長い。

・通学用の道路とわかる表示を道路上に施す。または，スクールゾー
ンを路面に表示する。
・ガードレールの設置
・押しボタンを押したら早めに変わってほしい。

・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。
・ガードレールは県土木と協議する。
・信号調整は警察署と協議する。

・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。
・ガードレールを全区間に設置することは困
難です。具体的な箇所を協議願います。
・国道125号の交通円滑のため，路線内の信
号を系統づけて制御する方式にて運用して
いることから，設定の変更が困難。

4 作岡小 筑波西中西側 ・筑波西中からバス停までの道路が狭い。
・見通しが悪く、スピードを上げて走る車が多い。

・通学用の道路とわかる表示を道路上に施す。または，スクールゾー
ンを路面に表示する。
・街灯を設置する。

・表示は道路維持課と協議する。
・防犯灯は防犯交通課と協議する。

スクールゾーンは、学校から500ｍ程度の範
囲になりますので、要望箇所に新たに設置す
ることはできません。防犯灯につきまして、適
切な間隔で設置してありますので、設置は見
送らせていただきます。

5 作岡小 作岡小 ・作岡小前に横断歩道があるが，通勤・通学時間帯は特に交通量が多く，ス
ピードを上げて走ってくる車があり危険である。

・登下校時の立哨指導をする。
・歩道やガードレールを設置する。

・歩道とガードレールの設置は県土木と協議する。
・立哨指導は地域住民等の協力をお願いします。

・歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。
・ガードレールを全区間に設置することは困
難です。具体的な箇所を協議願います。

6 作岡小 作岡小前東側 ・小学校前に横断歩道があるが、信号機がない。
・朝、夕は通勤に使用する人が多く、車のスピードも出ている。

・押しボタン信号機を設置する。 ・警察署と協議する。
現状では信号機を設置するスペースの確保
が出来ない

7 作岡小 作岡小入口東側 ・県道45号（つくば真岡線）は、歩道が整備されていない。
・朝、夕は通勤に使用する人が多く、車のスピードも出ている。

・道路を整備する。 ・県土木と協議する。
・歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。

8 作岡小 宮島宅建付近（下作谷） ・人通りが少なく，街灯が少なく暗い。
・道路が狭く，曲がっていて見通しが悪い。

・街灯を設置する。
・道路を整備する。

・防犯灯は防犯交通課と協議する。
・道路は道路維持課と協議する。

・状況的に設置不可
・県道であり，開校後の利用人数を調査の
上、学校と再協議する。

9 作岡小 宮島宅建付近（下作谷） ・バス停の反対側の電柱にＬＥＤ照明の街灯があるだけで、かなり暗い。 ・街灯を設置する。 ・防犯交通課と協議する。
現状適切な間隔で防犯灯が設置してあります
ので、設置は見送らせていただきます。

10 作岡小 明石池付近
・カーブしている場所であり以前死亡事故があった場所である。
・それ以降雑草の草刈りを行ってくれているようですが、土地自体盛り上がっ
ている為、見通しが悪い。

・土地の整備 ・土地所有者との協議が必要になります。

11 作岡小 宮島宅建付近（下作谷） ・変形十字路の為、交通量も多く、見通しも悪い。
・木が生い茂っていて暗い。

・‟徐行"という標識を路面等に施す。
・街灯を設置する。

・徐行表示は県土木と協議する。
・防犯灯は防犯交通課と協議する。

12 作岡小 作谷3060番地付近 ・木が生い茂っていて暗い。 ・街灯を設置する。 ・防犯交通課と協議する。
樹木により防犯灯が隠れるため防犯灯を設置
しても効果がありません。土地所有者に樹木
の剪定管理を依頼してください。

13 作岡小 宮島宅建先（下作谷） ・交通量が多く道幅が狭く見通しも悪い。 ・道路を整備する。 ・県土木と協議する。
・歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。

秀峰筑波関係通学路安全点検結果
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14 作岡小 南作谷公民館前 ・朝は，スピードを上げて走る車が多い。 ・スピード対策として，スクールゾーンの表示を路面に施す。 ・スクールゾーンは学校から500㍍以内。 スクールゾーンは学校から500㍍以内。

15 作岡小 稲荷神社前十字路 ・バス停までの集合時間帯を含む（6：30～8：00）下妻↔つくば市街の抜け道
となり、車が制限速度以上（～60ｋｍ/ｈ）で走行している。

・スクールゾーン等の指定表示
・歩道区分を道路に表示
・定期的な除草作業
・横断歩道の表示（40-3）

・スクールゾーンは学校から500㍍以内。
・路面表示及び除草は道路維持課と協議する。
・横断歩道は警察署と協議する。

・スクールゾーンは学校から500㍍以内
外側線があるため歩道区分されています。
除草に関しては適時民地指導を行います。
・通学路の確定を待ち検討。同所を横断する
歩行者の数によっては設置を前提に検討。

16 作岡小 公民館前 ・バス停車は、道路の片側に寄り、停車すると予想される。足場が砂利（一部
土）で悪い。

・スクールバス停車位置の明確化
・待機位置足場設備
・待機位置屋根設置

・バス停表示の予定はありません。
・足場設備及び屋根設置の予定はありません。

17 作岡小 つくば設計付近 ・国道125号の交通量が多い。
・地区内を抜け道としてスピードを出して走る車が多い。

・待機場所にガードレールを設置する。
・用水路側にガードレールを設置する。

・道路維持課と協議する。
待機所と用水路側にラバーポールを設置済
み

18 作岡小 つくば設計先から産総研つくば北東側 ・道路があまり広くない上に、用水路がすぐ脇にある。 ・落下防止のストッパーを（ガードレール）の設置。 ・道路維持課と協議する。 ラバーポールを設置済み

19 作岡小 寺具940番地付近 ・抜け道として、スピードを出して走る車が多い。
・通学路がわかる表示と、通学バスの停留所とわかるものを設置して
ほしい。

・バス停表示の予定はありません。
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

20 作岡小 つくば設計付近 ・街灯が少ない為、暗い。 ・乗降場所に街灯の設置。 ・防犯交通課と協議する。 ３０年度中に設置予定

21 作岡小 安食字鹿島 畑郵ポスト 付近 ・交通量が多く，道幅が狭い。
・カーブで見通しが悪い。

・待機場所にガードレールと屋根を設置する。
・横断歩道を設置する。

・ガードレールは県土木と協議するが，屋根の設置は予
定ありません。
・横断歩道は警察署と協議する。

・ガードレールを全区間に設置することは困
難です。具体的な箇所を協議願います。
・屋根の設置はしない。
・カーブで見通しが悪く，横断者の安全が確
保出来ない。

22 作岡小 八坂神社～鹿島畑郵ポスト 付近 ・この範囲は蛇行が続き、見渡せない。
・道路を整備する。
・スクールゾーンを路面に表示する。

・県土木と協議する。
・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。

・歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。
・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。

23 作岡小 八坂神社～鹿島畑郵ポスト 付近 ・カーブがきつく、見通しが悪い。自動車がとばして往来する。
・道路を整備する。
・スクールゾーンを路面に表示する。

・県土木と協議する。
・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。

22と同じ。

24 作岡小 八坂神社～初沢酒店 付近 ・朝夕の交通量が多い。
・自動車が色々な方向から来て、危険。

・道路を整備する。
・スクールゾーンを路面に表示する。

・道路維持課と協議する。
・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。

・舗装工事は来年度以降に行います
・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。

25 作岡小 初沢酒店～鹿島畑郵ポスト 付近 ・交通量が多く、見通しがあまり良くない。
・道路を整備する。
・スクールゾーンを路面に表示する。

・県土木と協議する。
・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。

22と同じ
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26 作岡小 入会団地内 ・車の交通量が多く，スピードを上げて走る車がある。
・利用する予定の児童数が多い。（約５０人）

・押しボタン式の信号を設置する。
・安全に待機できる場所を確保してほしい。（公園内を利用する。）
・新白水の中の公園にもバス停がほしい。
・新白水の児童が増えるため，白水湖の近くにバス停を追加してほし
い。

・信号は警察署と協議する。
・Ｎｏ29を含めてバス停の位置変更は利用者全員と相談
してください。
・バス停の追加は予定しておりません。

・現状では信号機を設置するスペースの確保
が出来ない。

27 作岡小 作谷2515番地から259番地の南北道 ・交通量が多く、スピードを上げて走る車がある。
・通学用の道路とわかる表示を道路上に施す。または、スクールゾー
ンを路面に表示する。

・道路維持課と協議する。
・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。

・外側線の引き直しを下水道工事の本復旧後
に施工予定
・スクールゾーン表示は学校から500㍍以内。

28 作岡小 作谷2515番地から259番地の南北道 ・側溝にふたがなく、歩いている時に落ちる児童が多い。 ・側溝にふたをして安全に歩けるようにする。 ・道路維持課と協議する。
側溝が蓋がかからない構造であるため蓋の設
置はできません

29 作岡小 作谷2523番地 ・約50人の児童が待機できる場所がない。
・東京都に差し押さえられた土地のため、整備が難しい。緑で囲んだ
場所（43-3）に屋根を付け、バス停をそこに変更する。

・バス停の位置変更は利用者全員と相談してください。
・屋根の予定はありません。

バス停変更済み。

30 作岡小 別添　新白水43 ・街灯がない。 ・街灯の設置。 ・防犯交通課と協議する。
現状適切な間隔で防犯灯が設置してあります
ので、設置は見送らせていただきます。

31 菅間小 県道45号　　洞下上・下宿一帯
・朝夕の交通量が多いが，歩行者専用通路がない。
・歩行者通路として使用している排水溝の蓋は，老朽化のためガタガタな部
分も目立つ。

・歩行者が安心して通行できるよう，歩行者・自転車通路として両側
路肩の排水溝の蓋の整備補修。

・県土木と協議する。

・歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。
・側溝蓋の補修について，通行上危険な箇所
を優先して補修していきます。

32 菅間小 洞下中宿ゴミ集積所 ・ゴミ出しの日は，通勤途中にゴミ出しのために立ち寄る車が多く，スクール
バスが駐車できない恐れがある。

・ゴミ集積所前に時間指定の駐停車禁止表示（舗装面と看板）及び
地域への周知が必要。

・道路維持課と協議する。
回覧にて地域へ周知した。駐停車禁止につ
いては警察と今後協議する。

33 菅間小 洞下交差点，菅間小へ続く一方通行
・交通量が大変多い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・菅間小へ向かう
道路は一方通行であるにもかかわらず，強引に入り込む車があり危険。他の
バス停が近くても横切れない。

・将来的に考えて，洞下交差点菅間小に向かう道に横断歩道がほし
い。
・一方通行なのに無理に入り込んでくる車がいるので，交差点道路全
体をスクールゾーン舗装にしてほしい。
・整備が間に合わなければ，警察や交通安全指導員等の見守りを要
請してほしい。

・横断歩道及び安全指導は警察署と協議する。
・見守りは地域住民等の協力もお願いします。
・舗装は道路維持課と協議する。

・横断歩道設置済み。通学時間帯のセイフ
ティーパトロールを検討。
・塗装箇所は県道であり，開校後の利用人数
を調査の上、学校と再協議する。

34 菅間小 洞下下宿児童館西光寺付近
集合場所とする洞下下宿児童館まで，県道は狭く交通量が多いため，県道
より１本内側に入る私道を通学路として使用したい。その私道は雨天時には
ぬかるみになる。

・私道に砂利を敷くなどの整備。
・防犯灯の設置。

・土地所有者の承諾が必要となります。
・防犯交通課と協議する。

防犯灯設置済み

35 菅間小 洞下上宿（株）飯村組付近 交通量が多い上に，バスを停車するスペースが狭く，児童が待機する場所も
狭い。

・歩行者が安心して通行できるよう，路肩の排水溝の蓋の整備補修。 ・道路維持課と協議する。 バス停変更のため、再度学校と協議する

36 菅間小 上菅間墓地前空き地 墓地前広場に防犯灯等がない。 ・広場用の照明，周辺道路に防犯灯の設置。 ・防犯交通課と協議する。 防犯灯設置済み

37 菅間小 菅間小南方面 ・電柱貼り付けタイプのスクールゾーン表示が古く見づらい。 ・スクールゾーン表示を付け替える。 ・防犯交通課と協議する。
スクールゾーンは、学校から500ｍ程度の範
囲になりますので、要望箇所に設置すること
はできません。

38 菅間小 菅間小南方面 ・農業用排水溝に蓋がなく，ガードレール等もない。冠水時は道路との区別
がつかない恐れがある。

・排水溝と道路の境界が分かるような表示を設置。 ・道路維持課と協議する。

ラバーポール設置により道路幅員がさらに狭
くなるため、車両通行に支障が出る恐れがあ
る。区会から要望書を出す等、地元の理解を
得ていないと施工は難しい。
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39 菅間小 中菅間８７７番地（菅間小学校） ・現在は管理されているが，定期的なメンテナンスがないと，グラウンドでさえ
草で生い茂る。

・閉校後も菅間小の敷地を通り抜けできるようにしてほしい。また，通
行の障害とならないよう，樹木草の管理が必要。

・管理担当課と協議する。
・使用箇所等を含めて教育施設課と協議して
ください。
・教育施設課で樹木草の管理をします。

40 菅間小 福王地池田児童館 　
・農地に囲まれているため，人通りもなく，建物による死角がある。

・児童館敷地用の照明
・児童館までの農道に防犯灯設置。

・防犯交通課と協議する。 平成30年度中に防犯灯設置予定

41 菅間小 児童館東側の県道１２５号 ・「福王地児童館」に行くために，県道を横切るとなると，交通量が多く大変危
険である。

・「福王地児童館」に行くための信号設置。 ・警察署と協議する。
・現在の交通量では信号機の設置は困難。
※バイパス信号付近にバス停変更済み。

42 菅間小 訪問看護「なの花」付近 抜け道として使われているので危険 注意喚起の措置
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

43 菅間小 杉山板金付近 信号機，横断歩道はあるが交通量が多いので危険。 注意喚起の措置
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

44 菅間小 押しボタン信号付近 信号機，横断歩道はあるが交通量が多いので危険。 注意喚起の措置
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

45 菅間小 下田中児童館 （田中506） ・敷地内に街灯がなく暗い
・大型バスだと入口が狭く入りにくい。

街灯の設置 ・防犯交通課と協議する。
児童館敷地内につきましては、地区での対応
をお願いいたします。

46 菅間小 下田中地区メインストリート 道路が狭いが，朝晩の交通量が多く，スピード超過の車も多い。 注意喚起の措置
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

47 菅間小 田水山小学校坂下横断歩道 横断歩道のラインが薄い 横断歩道の引き直し ・警察署に依頼済み。 横断歩道の再塗装実施済み。

48 菅間小 水守地区メインストリート①
・道路が狭く，一部見通しが悪い箇所があるが，朝晩の交通量が多く，スピー
ド超過の車も多い。
・外側線が消えていたり，薄いところが多い。

・注意喚起の措置
・外側線の引き直し

・外側線は道路維持課と協議する。
・看板等は学校長，区長から防犯交通課に申請が必要
であり，土地所有者との協議も必要になる。

外側線を引き直す予定です。

49 菅間小 水守地区メインストリート②
・道路が狭く，一部見通しが悪い箇所があるが，朝晩の交通量が多く，スピー
ド超過の車も多い。
・外側線がない。

・注意喚起の措置
・外側線の設置

・外側線は道路維持課と協議する。
・看板等は学校長，区長から防犯交通課に申請が必要
であり，土地所有者との協議も必要になる。

対応済み（道路建設課）

50 菅間小 旧松崎商店前 「止まれ」標識が見えないため，事故が多い。 標識の設置箇所変更 ・警察署と協議中。 上申予定。標識の設置方法を改良。

51 菅間小 山木自販機コーナー跡地(山木451） スクールバスは東大通に路上駐車すると思われるが，東大通は交通量が多
くスピードも出しているため，路上駐車車両への追突事故も多い。

スクールバスのバス停があることを知らせる注意喚起の措置

・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。
・貸地の看板があり場所の変更が考えられる。
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52 田水山小学校 訪問看護「なの花」付近 抜け道として使われているので危険 注意喚起の措置
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

53 田水山小学校 杉山板金付近 信号機，横断歩道はあるが交通量が多いので危険。 注意喚起の措置
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

54 田水山小学校 押しボタン信号付近 信号機，横断歩道はあるが交通量が多いので危険。 注意喚起の措置
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

55 田水山小学校
下田中児童館
（田中506）

・敷地内に街灯がなく暗い
・大型バスだと入口が狭く入りにくい。

街灯の設置 ・防犯交通課と協議する。 児童館敷地内につきましては、地区での対応
をお願いいたします。

56 田水山小学校 下田中地区メインストリート 道路が狭いが，朝晩の交通量が多く，スピード超過の車も多い。 注意喚起の措置
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

57 田水山小学校 田水山小学校坂下横断歩道 横断歩道のラインが薄い 横断歩道の引き直し ・警察署に依頼済み。 横断歩道の再塗装実施済み。

58 田水山小学校 水守地区メインストリート①
・道路が狭く，一部見通しが悪い箇所があるが，朝晩の交通量が多く，スピー
ド超過の車も多い。
・外側線が消えていたり，薄いところが多い。

・注意喚起の措置
・外側線の引き直し

・外側線は道路維持課と協議する。
・看板等は学校長，区長から防犯交通課に申請が必要
であり，土地所有者との協議も必要になる。

外側線を引き直し済み

59 田水山小学校 水守地区メインストリート②
・道路が狭く，一部見通しが悪い箇所があるが，朝晩の交通量が多く，スピー
ド超過の車も多い。
・外側線がない。

・注意喚起の措置
・外側線の設置

・外側線は道路維持課と協議する。
・看板等は学校長，区長から防犯交通課に申請が必要
であり，土地所有者との協議も必要になる。

対応済み（道路建設課）

60 田水山小学校 旧松崎商店前 「止まれ」標識が見えないため，事故が多い。 標識の設置箇所変更 ・警察署と協議中。 上申予定。標識の設置方法を改良。

61 田水山小学校 山木自販機コーナー跡地(山木451）
スクールバスは東大通に路上駐車すると思われるが，東大通は交通量が多
くスピードも出しているため，路上駐車車両への追突事故も多い。

スクールバスのバス停があることを知らせる注意喚起の措置

・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。
・貸地の看板があり場所の変更が考えられる。

62 北条小 つくば市北条4395-5番地からの路地 筑波高校グランド南側道路
防犯灯等なく，暗くなる時間の通行に不安

防犯灯の新設 ・防犯交通課と協議する。 ３０年度中に設置予定

63 北条小 つくば市北条4451‐2番地から4409‐4番地に至る路地 路面のでこぼこ，未舗装 路面整備…舗装処理 ・道路維持課と協議する。
幅員が4ｍ以上ないため舗装できないため砕
石引きします。
舗装が悪い箇所においては補修します。

64 北条小 つくば市北条4661番地近く 筑波東中テニスコート南側
道幅狭く，見通し悪い

拡幅，路肩の樹木の伐採 ・道路維持課と協議する。
拡幅は道路維持課が担当です。
伐採に関しては適時民地指導を行います。
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65 北条小 つくば市北条4309‐12番地から4309‐2番地へ至る路地 舗装状況悪く，水たまり多く発現 舗装処理 ・道路維持課と協議する。 対応済み（道路維持課）

66 北条小 つくば市北条4376‐3番地から4381‐2番地へ至る路地
りんりんロードの側道
防犯灯等なく，暗くなる時間の通行に不安

防犯灯の新設 ・防犯交通課と協議する。 ３０年度中に設置予定

67 北条小 つくば市北条5113番地から5044番地へ至る国道125号の南側歩道
縁石のみ，草が伸びている
歩道に水たまり（深く，大きい）

ガードレールの設置，歩道の排水を含む舗装処理 ・県土木と協議する。

・ガードレールを全区間に設置することは困
難です。具体的な設置箇所を協議願います。
・水たまりの対応は検討中です。（舗装または
排水施設）

68 北条小 つくば市北条5123‐4番地向かい側から5093‐2番地へ抜ける農道
狭い路面の両側の草が茂っている
路面にデコボコあり，水たまり多い

舗装処理 ・道路維持課と協議する。
水たまり部分については補修します。
除草については適時民地指導を行います。

69 北条小 つくば市北条5015番地から下手地区へ向けた路地 砂利の新規農道が交差する地点 横断歩道の新設 ・警察署と協議する。 農道開通後，検討。

70 北条小 つくば市泉地区から下手地区への変則十字路 （何もない） 横断歩道の新設 ・警察署と協議する。 農道開通後，検討。

71 北条小
ラーメン名無し北側から北条1525‐3番

地近くNTT施設に至る農道
防犯灯等なく，暗くなる時間の通行に不安 防犯灯の新設 ・防犯交通課と協議する。 現在電柱の所有者と協議中

72 北条小 国道125号の歩道 草が伸びている 除草 ・県土木と協議する。 ・除草工事年2回で対応

73 田井小 筑波1022-3 現在バス停なしの場所
・割烹宝の駐車場で乗り降りできると助かる。丸忠駐車場まで歩くとな
ると車のとおりが多く一人で歩かせるのが心配。

・バス停の追加は予定しておりません。位置変更の場合
は利用者全員と相談してください。

74 田井小 神郡805番地付近 ・カーブで見通し悪いが車はスピードを出す。横断歩道等の路面標示が数
か所消えかかっている。

・路面表示の引き直し。
・新バス停昇降場の表示または立標識の設置を望む。

・路面標示は県土木と協議する。
・バス停表示の予定はありません。

今年度の通学路合同点検にて点検予定

75 田井小 神郡４３番地付近 ・朝夕交通量の多いＴ字路に昨年度の要望でポールが設置された。しかし，
反対側にはないので，まだ危険である。

・朝は右側通行なので，反対側にもポールを設置してほしい。 ・県土木と協議する。 詳細な設置位置を協議願います。

76 田井小 神郡111付近 ・道路が狭い。朝夕の車のとおりも多い。 ・待合場が必要です。 ・待合場の設置は予定しておりません。

77 田井小 神郡111付近 バス停の場所の表示がない
・スクールバス停の標識設置，スクールゾーンの表示，飛び出し注意
の表示板設置

・バス停表示の予定はありません。
・スクールゾーンは学校から500㍍以内。
・看板は学校長，区長から防犯交通課に申請が必要で
あり，土地所有者との協議も必要になる。
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78 田井小 神郡111付近 点滅信号に横断旗が設置されていない 横断旗と旗を入れるケースの設置 ・横断旗と旗を入れるケースは既に設置してありました。

79 田井小 神郡1801番地付近 ・人通り少なく冬季は街路灯がなく暗く危険である。通勤・ゴルフ場への車
が，朝夕はスピードを出すので，横断には注意が必要である。

・外灯の設置及び増設。バス昇降場ありの表示の設置を望む。 ・防犯灯は防犯交通課と協議する。
設置可能な電柱がなく、電柱等の新設も困難
であるため設置不可。

80 田井小 神郡1801番地付近 バス停の場所の表示がない
・標識を設置しスクールバス乗り場であることをわかるようにしてほし
い。また，地域の方にも回覧板でバス停ができることをお知らせして
ほしい。

・地域への回覧等は通知方法等も含めて検討いたしま
す。

・４月１日の区会回覧でお知らせいたします。

81 田井小 神郡2394 現在バス停なしの場所
・六所大仏の市営駐車場があるのでバス停にしてほしい。来年の新1
年も含めると4人は乗降するはず。

・バス停の位置変更は利用者全員と相談してください。

82 田井小 臼井475-2付近 ・道路環境が悪く，雨天日及びその翌日は水たまりが多い。徒歩での移動は
困難。

・昨年教育委員会の方にも相談した。道路の環境整備かバス停の移
動をお願いする。

・バス停の位置変更は利用者全員と相談してください。

83 田井小 臼井１０２付近 ・バス停の位置に看板を立ててほしい。待合所が必要（雨天，雷雨時
に困る）。

・看板設置は，土地所有者，警察署との協議が必要にな
る。
・待合スペースの設置は予定しておりません。

84 田井小 臼井１０２付近 ・雨の日は，送迎をしてもよいか？あるいは屋根つきの待合所を設置
してほしい。

・屋根付き待合所の設置予定はありません。

85 田井小 神郡111付近 ・バス停表示がないと乗り場が分からないという意見あり。
　・突然の雷雨等に対応できないのではという意見あり。

・バス昇降場が分かる表示の設置を望む。
・屋根つきの待合スペースの設置を望む。

・看板設置は，土地所有者，警察署との協議が必要にな
る。
・屋根付き待合所の設置予定はありません。

86 田井小
・バスの移動位置を確認できるシステムの導入を検討ください。ス
ムーズに迎えに行ける。

・つくバスのシステム，多団体等の導入システム等につ
いて，スクールバスに利用できるかどうかを含めて検証
する。

・つくバスのシステムなど色々と検討しました
が，導入の予定はありません。

87 田井小 ・来年度までに定期的なバス停の見直しはないのか？
・利用者の人数変更等により今後は変更の可能性があり
ますが，基本的にバス停の位置変更は利用者全員と相
談してください。

88 小田小 下大島760番地付近 関鉄バスの停留所と場所が一緒になっている 路線バスの時間とは重ならない時刻の設定 今後検討する。
路線バスの時間と重ならないように設定しまし
た。

89 小田小 大形914番地付近 現在使用している通学用バス停から遠い バス停の設置
現在はマイクロバス，今後は中型バスのため，現在のバ
ス停まで進入が難しい。

90 小田小 小田2090番地付近 国道125号線の交通量が多く、歩道沿いの草が生い茂っている 横断歩道の設置　　除草
・横断歩道は警察署と協議する。
・除草は県土木と協議する。

・現在の交通量では設置困難。
・除草工事年2回で対応。
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91 小田小 小田2542番地付近 道幅が狭く，ブロック塀が死角となっている場所もあり危険である カーブミラーの設置 ・防犯交通課と協議する。 すでにミラーは設置してあります。

92 小田小 小和田164－4番地付近 朝の交通量が多く、様々な車両が出入りすので危険である 安全確保（待機場所の指定やボランティア等の配置） ・保護者及び地域住民の協力をお願いします。

93 筑波小 県道１３９ （別紙16-1） 観光で人目が多い反面，観光客が多く，外国人も多数みられる。
通学時の安全確保
（見守りの人員確保）

・地域住民等の協力をお願いします。

94 筑波小 県道１３９ （別紙16-1） 鳥居付近の道路が狭い。
安全の確保
（歩く場所の確保）

・県土木と協議とする。
・歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。

95 筑波小 筑波７０５付近 歩道橋は古くなっており，安全に使用できるのか。 歩道橋の安全の確認
・県土木に確認したところ，平成25年の橋梁点検では異
常なし。点検は5年に1度実施する。

・点検中です。

96 筑波小 23バス停付近 横断が困難な通学路となっています。 横断歩道等の設置
・乗降は下り車線側を想定しております。
・横断歩道は警察署と協議する。

・歩行者が安全に待つスペースの確保が出
来ない。また，見通しが悪く，安全な横断が確
保できない。

97 筑波小 23バス停付近 子どもを通学させるには不安要素が多く問題あり。
通学路の安全確保
（見守りの人員確保，外灯の設置）

・地域住民等の協力をお願いします。
・防犯灯は防犯交通課と協議する。

・植栽・雑草等により、防犯灯の設置が困難
です。

98 筑波小 23バス停付近 道が狭い。
通学路の安全確保
（歩く場所の確保）

・県土木と協議とする。
・歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。

99 筑波小 23バス停付近 夕方イノシシが出ることがある。
通学路の安全確保
（見守りの人員確保，外灯の設置）

・地域住民等の協力をお願いします。
・防犯灯は防犯交通課と協議する。

・植栽・雑草等により、防犯灯の設置が困難
です。

100 筑波小 23バス停付近 登山客が多くなった。（徒歩・車共に）
通学路の安全確保
（見守りの人員確保）

・地域住民等の協力をお願いします。

101 筑波小 23バス停付近 非常に暗く，車道に近いため危険。
通学路の安全確保
（見守りの人員確保，外灯の設置）

・地域住民等の協力をお願いします。
・防犯灯は防犯交通課と協議する。

・植栽・雑草等により、防犯灯の設置が困難
です。

102 筑波小 23バス停付近 雨宿りできる場所がない。 雨宿りができる場所の確保 ・雨宿り場所の設置は予定しておりません。

103 筑波小 23バス停付近 背後が崖になっており転落の危険もある。
通学路の安全確保
（ガードレールの設置，歩く場所の確保）

・県土木と協議とする。

・歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。
・ガードレールを全区間に設置することは困
難です。具体的な設置箇所を協議願います。

8



資料②

学校名 該当地番 現状 要望事項 対応状況等 担当部署の回答

秀峰筑波関係通学路安全点検結果

104 筑波小 沼田283 関鉄バスも動いているため交通量が多い。
安全確保
（見守りの人員確保）

・地域住民等の協力をお願いします。

105 筑波小 沼田283 バス停の正確な位置と通学バスのわかりやすい看板の設置。
・バス停の位置ついては，後日お知らせいたします。
・看板は検討いたします。

・４月１日の区会回覧でお知らせいたします。
・看板設置の予定はありません。

106 筑波小 沼田283付近 道路を横断する際に，遠回りをする児童がいる。 安全に横断できる場所（横断歩道の設置） ・警察署と協議する。
今後の利用者の数によっては，設置を前提に
検討可。

107 筑波小 沼田283付近 バス停に行くためには道路を横断することになる。 横断歩道の整備 ・警察署と協議する。
現時点では，見込まれる利用者の数が不明
であることから，見込まれる人数，具体的な場
所の資料提出を求める。

108 筑波小 沼田283付近 通勤通学時間帯交通量が多い。
通学路の安全確保
（見守りの人員確保）

・地域住民等の協力をお願いします。

109 筑波小 国松1400 雨の時の待合場所。 雨宿りできる場所の設置 ・雨宿り場所の設置は予定しておりません。

110 筑波小 国松578～ 交差点まで （別紙21-1） ガードレールのない部分がある。 ガードレールの設置 ・県土木と協議とする。
ガードレールを全区間に設置するのは困難
です。具体的な設置箇所を協議願います。

111 筑波小 国松地区 県道14号 朝の時間帯かなり渋滞。
通学路の安全確保
（歩く場所の確保）

・県土木と協議とする。
歩道整備については，現地を調査の上対応
を検討します。

112 筑波小 国松地区 県道14号 交通量が多く，車の速度も速い。
通学路の安全確保
（歩く場所の確保,見守りの人員確保）

・地域住民等の協力をお願いします。
・県土木と協議とする。

19と同じ

113 筑波小 上大島980 交通量は少なく，待機場所としては安心。

114 筑波小 上大島980 バス停まで距離がある。 雨の日以外は今まで通り登校班がよい ・登校班による通学の予定

115 筑波小 県道赤浜 上大島線 朝の交通量多い。
通学路の安全確保
（見守りの人員確保）

・地域住民等の協力をお願いします。

116 筑波小 飯名神社付近 ⑱より⑮「飯名神社駐車場」が近いが，筑波小からは一人になってしまう。
通学路の安全確保
朝帰りともに見守り等の安全確保

・地域住民等の協力をお願いします。

9



資料②

学校名 該当地番 現状 要望事項 対応状況等 担当部署の回答

秀峰筑波関係通学路安全点検結果

117 筑波小 飯名神社付近 道幅が狭く，木もはみ出しており危険である。
通学路の安全確保
朝帰りともに見守り等の安全確保
はみ出した木の伐採

・地域住民等の協力をお願いします。
・伐採は担当課と協議する。

実際の利用状況を再確認する。

118 筑波東中 北条4160付近 筑波東中学校西側の堀が深くて危険である。 堀に沿ってガードレールが欲しい。 ・県土木と協議する。 市道であり，開校後の利用人数を調査の上、
学校と再協議する。

119 筑波東中 北条5060付近 市民ホールの入り口が多方面から車が進入して来るので危険である。 市民ホール入口にミラーを設置してほしい。 ・防犯交通課と協議する。 現状を詳しくお教えください。
現状確認後対応を検討いたします。

120 筑波東中 北条4322-6付近
裏堀(1-2402)から取手つくば線(1-2397)に出るところに横断歩道がなく，危
険である。

横断歩道を設置してほしい。 ・警察署と協議する。 歩行者が安全に待つスペースの確保が出来
ない。

121 筑波東中 小和田付近
セブンイレブン小和田店から扇橋を経て北条新田交差点までの歩道(学校に
向かって国道の右側)の雑草が伸びていて自転車で走りづらい。

除草をしてほしい。 ・県土木と協議する。 除草工事年2回で対応

122 筑波西中 泉山橋西から円城寺付近
・道路が狭く，自転車通行帯が確保されていない。
・防犯灯がなく暗い。
・草が茂っている。

・防犯灯の設置
・通学路の除草，枝伐採

・防犯交通課と協議する。
・県土木と協議する。

・防犯灯設置済み
・除草工事年2回で対応

123 筑波西中 ４０８号の山木付近信号
・片側２車線で車通りが激しい。
・中央分離帯があり，横断しにくい。
・横断前後の道路が狭い。

・トンネル出入り口に防犯灯の設置 ・防犯交通課と協議する。 ３０年度中に設置予定

124 筑波西中 山木集落から県道長高野・北条線T字路 ・急な上り（下り）になっている。 ・停止ライン，停止標識，横断歩道の設置 ・警察署と協議する。
開校後の利用人数を調査の上、学校と再協
議する。

125 筑波西中 田中地区，国道125号線沿い，４０８号線の西中入口からセブンイレブン ・自転車通行帯が確保されていない。 ・目立つ標識の設置
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

126 筑波西中 桜川を渡った付近と農道 ・防犯灯がなく暗い。
・歩道の草が多い。

・防犯灯の設置
・定期的な除草

・防犯交通課と協議する。
・県土木と協議する。

・街路灯が設置してあります。
・除草工事年2回で対応

127 筑波西中 桜川を渡るところ ・河川敷の木が茂っている。 ・樹木伐採や選定 ・県土木部河川課と協議する。 通行上支障になる枝木を剪定します。

128 筑波西中 木村クリニック周辺 ・段差が多く荒れている。
・雑草が生い茂っている。

・歩道の整備 ・県土木と協議する。
具体的な箇所を協議願います。（位置図の全
区間？）

129 筑波西中 田中地区内の道路 ・道が狭く，交通量が多い。 ・道路上に緑のカラーペイントを施す。 ・県土木と協議する。
市道であり、開校後の利用人数を調査の上、
学校と再協議する。
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130 筑波西中 作谷2663番地周辺の道路沿い ・竹藪で見通しが悪い。
・道が狭く，交通量が多い。

・道路上に緑のカラーペイントを施す。
・注意喚起看板の設置

・県土木と協議する。
・「通学路注意」等の看板は学校長，区長から防犯交通
課に申請が必要であり，土地所有者との協議も必要にな
る。

（作岡小13と同じ）
・H30以降,区画線工事で対応（減速帯等）

131 筑波西中 水守集落に入る手前の雑木林 ・雑木林で人通りが少ない。
・街灯の設置
・樹木や雑草の除去

・防犯交通課と協議する。
・県土木と協議する。

３０年度中に設置予定

132 筑波西中 下作谷へ向かうT字路 ・T字路２か所で横断を行う。
・横断歩道の設置
・停止標識の設置

・警察署と協議する。 カーブで見通しが悪く，設置不可。

133 筑波西中 国道125号田中から北条に向かう歩道 ・歩道が狭く，草が生い茂っている。
・街灯または防犯灯の設置
・定期的な除草

・防犯交通課と協議する。
・県土木と協議する。

・長区間にかけて電柱がないため、防犯灯で
の対応は困難です。
・開校後の利用人数を調査の上、学校と再協
議する。

134 筑波西中 国松から菅間小に向かう歩道 ・歩道が凸凹で，小石で横滑りする危険性がある。 ・歩道の整備補修 ・県土木と協議する。
開校後の利用人数を調査の上、学校と再協
議する。

135 筑波西中 菅間橋周辺 ・赤信号が待てず，斜めに入る車が多い。 ・車は一方通行にするか，自転車・歩行者専用にする。
・警察署と協議する。
・全住民の承諾が必要

通学時間帯のセイフティーパトロールを検
討。

136 筑波西中 県道45号の歩道 ・交通量が多く，道路が狭い。
・側溝の蓋の凸凹が大きい。

・側溝の蓋の整備補修 ・県土木と協議する。
開校後の利用人数を調査の上、学校と再協
議する。

137 筑波西中 洞下十字路から菅間橋間 ・歩道の幅が狭い。 ・走行帯の路上表示 ・県土木と協議する。
開校後の利用人数を調査の上、学校と再協
議する。

138 筑波西中 西原・池田地内道路 ・路側帯表示が消えかかっている。 ・徐行表示 ・警察署と協議する。
管内おいて，徐行表示の箇所が無く，通常は
信号機設置箇所の周辺に表示する。

139 筑波西中 国道125号の池田・磯部方面に向かう歩道 ・歩道が狭く，暗い。
・草が生い茂り，見通しが悪い。

・街灯または防犯灯の設置
・定期的な除草
・歩道の整備補修

・防犯交通課と協議する。
・県土木と協議する。

・長区間にかけて電柱がないため、防犯灯で
の対応は困難です。
・開校後の利用人数を調査の上、学校と再協
議する。
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140
秀峰筑波義務
教育学校（開
校後）

県道505号桜川潮来土浦自転車道線 （つくばりんりんロード） 街灯が無い箇所があるので暗く、危険である。 街灯もしくは防犯灯の設置。 県土木及び防犯交通安全課と協議する。 54箇所に設置済み。

141
秀峰筑波義務
教育学校（開
校後）

学校前の野菜直売所前 ・雨が降ると、直売所前の歩道に水が溜まり、歩くのが困難。
・水が溜まると歩ける場所が限られ、自転車と接触が危険である。

水溜まりの解消。 県土木及び市の道路管理課と協議する。 排水管設置等に向けて測量等の予定。

142
秀峰筑波義務
教育学校（開
校後）

学校前の国道125号線沿い 筑波高校前からウエルシア前までの田んぼに、登下校時に生徒が落ちること
がある。

・落ちないように防止柵の設置。
・車道側にラバーボールの設置。

県土木と協議する。
筑波高校前から学校入口、宮川生花造花店
前からウエルシア前までの田んぼ側に、転落
防止柵を設置予定。

143
秀峰筑波義務
教育学校（開
校後）

国道125号線宮川生花造花店前 歩道にあるグレーチング枡が、雨の日は滑るから危ない。 マットの様な物を貼り付けるなどの滑り止め対策 県土木と協議する。 滑りと止め対策のカバーを設置済み。

144
秀峰筑波義務
教育学校（開
校後）

学校の玄関屋根下から正門前の入口 歩道と車道の境界がロープ等で分離していないので、歩行者が安全に歩け
ない。

ポールチェーンなどを設置して、歩道と車道と分離して欲しい。 教育施設課と協議する。 黄色のポールチェーン及び杭を設置済み。

145
秀峰筑波義務
教育学校（開
校後）

県道505号桜川潮来土浦自転車道線 （つくばりんりんロード） 桜の枝が伸びていたりするので、通行の障害になる。 枝の剪定等をして欲しい。 県土木と協議する。
成長具合等に影響するので、剪定時期を見
極めて実施する予定。
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