
R1.7.3現在

1 東小学校 ③市町村 市道10359号線 仲町2丁目、太田屋酒店付近
歩道・路側帯ない・狭い
車両速度が高い

危険箇所であることを児童へ指導済

2 東小学校 ③市町村 市道2-12号線 東洋ポリーズ付近 見通しが悪い 横断歩道補修（対策予定）

3 東小学校 ③市町村 市道10354号線 桐生ガス付近高架下 車道が狭い 危険箇所であることを児童へ指導済

4 東小学校 ③市町村 市道1-26号線 東4丁目5番付近
車道・路側帯がない狭い
車道が狭い

路肩（路側帯）の設置・拡幅済
中央線の抹消済

5 東小学校 ③市町村 市道1-23号線 セブンイレブン横 見通しが悪い
路肩（路側帯）の設置・拡幅済
中央線の抹消済

6 東小学校 ③市町村 市道1-26号線 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝから広見橋
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
見通しが悪い

路肩（路側帯）の設置・拡幅済
中央線の抹消済

7 東小学校 ③市町村 市道1-26号線 桐生タイムス裏 車道が狭く、すれ違い時注意 危険箇所であることを児童へ指導済

8 東小学校 ③市町村 市道1-26号線 東5丁目黒万商店付近
見通しが悪い
車両速度が高い

路肩（路側帯）の設置・拡幅済
中央線の抹消済

9 東小学校 ③市町村 市道10320号線 東小学校西門北 スピード出す車あり,横断時注意
危険箇所であることを児童へ指導済
路肩（路側帯）の設置・拡幅済
中央線の抹消済

10 西小学校 ③市町村 市道10015号線 桐生市堤町1・2丁目から青葉台への道 交通量が多い、車道が狭い、見通しが悪い 警戒標識、路面標示等の設置済

11 西小学校 ③市町村 市道10015号線 市立西幼稚園より堤町1丁目4番23　旧万来までのスクールゾーン区間
交通量が多い、車道が狭い、見通しが悪い
車両速度が高い

警戒標識、路面標示等の設置済

12 西小学校 ③市町村 市道10015号線 桐生市小曽根町6番　市立西幼稚園交差点 交通量が多い、車両速度が速い、車道が狭い
ボランティア等による立ち番など対策済
信号機改良済

13 西小学校 ③市町村 市道1-37号線 桐生市宮前町2丁目　西桐生駅前交差点 交通量が多い、車両速度が速い、車道が狭い 信号機改良済

14 西小学校 ③市町村 市道2-34号線 桐生市永楽町5番10　ドンキホーテ店内駐車場出入り口 見通しが悪い,交通量が多い、路上駐車が多い ボランティア等による立ち番など対策済

15 西小学校 ③市町村 市道10188号線 桐生市永楽町6番6　立体駐車場出入り口 見通しが悪い,交通量が多い、路上駐車が多い ボランティア等による立ち番など対策済

16 西小学校 ③市町村 市道1-37号線 市立西幼稚園交差点より桐生第一高校北交差点 交通量が多い
ボランティア等による立ち番など対策済
歩道の設置・拡幅（時期未定）

17 西小学校 ③市町村 市道10131号線 桐生市宮本町3丁目　吾妻公園東 車道が狭い、車両速度が高い 警戒標識、路面標示等の設置済

18 西小学校 ③市町村 市道2-36号線 水道山から小川たばこ店までの交差点
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い、信号がない

警戒標識、路面標示等の設置済

19 南小学校 ②県 桐生伊勢崎線 錦町3丁目十字路 交通量が多い、自転車等も多く速い 交通指導取締り等対策済

20 南小学校 ③市町村 市道1-23号線 新宿2丁目十字路 交通量が多い、車両速度が高い 交差点改良済

21 南小学校 ③市町村 市道1-23号線 中通り大橋側道(止まれと歩道の位置） 止まれと歩道の位置の関係 危険箇所であることを児童へ指導済

22 南小学校 ③市町村 桐生岩舟線 新宿1丁目十字路(歩行者用信号設置） 交通量が多い、歩行者用信号がない 信号機改良済

23 南小学校 ③市町村 市道10787号線 三吉町2丁目4-38付近(金網） 用水路の金網がない 道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕済

24 南小学校 ③市町村 市道10315号線 優和クリニック付近一方通行路新宿1丁目1-12付近(金網） 用水路の金網がない 道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕済
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25 北小学校 ③市町村 市道1-39号線 杉戸商店付近から八坂神社方面 人通りが少ない、街灯が少ない
保護者及び児童へ注意喚起済
街灯設置（地元へ依頼済）

26 北小学校 ③市町村 市道1-37号線 西宮神社、美和神社、円満寺付近 交通量が多い、人通りが少ない 警戒標識、路面標示等の設置済

27 北小学校 ③市町村 市道10533号線 2丁目きりや呉服店～群馬銀行 人通りが少ない、街灯が少ない 警戒標識、路面標示等の設置済

28 北小学校 ④その他 私道 玉上薬局から入る路地 車道が狭い、見通しが悪い 危険箇所であることを児童へ指導済

29 北小学校 ④その他 私道 高野豆腐店から入る路地 車道が狭い、見通しが悪い 危険箇所であることを児童へ指導済

30 北小学校 ③市町村 市道10544号線 東町児童公園そば 見通しが悪い
児童へ交通安全指導済
カーブミラー設置（地元へ依頼済）

31 北小学校 ③市町村 市道10533号線 養泉寺付近 見通しが悪い
児童へ交通安全指導済
カーブミラー設置（地元へ依頼済）

32 北小学校 ③市町村 市道1--37号線 桐生が岡公園公園から山の手通りにつながるT時路 交通量が多い 危険箇所であることを児童へ指導済

33 北小学校 ③市町村 市道10410号線 パン工房「あぐり」から入る道 人通りが少ない
保護者及び児童へ注意喚起済
街灯設置（地元へ依頼済）

34 北小学校 ②県 本町通り66号線 天満宮付近 見通しが悪い 対策未定

35 北小学校 ③市町村 市道10452号線 天満宮からファミリーマートを通り中通りまでの道 見通しが悪い ボランティア等による立ち番など対策済

36 北小学校 ③市町村 市道10510号線 東久方2丁目大蔵院付近
歩道・路側帯ない・狭い
見通しが悪い

路肩（路側帯）の設置・拡幅済
道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕済

37 北小学校 ③市町村 市道1-7号線 フレッセイから入る坂道 車道が狭い、見通しが悪い
保護者及び児童へ注意喚起済
街灯設置（地元へ依頼済）

38 北小学校 ③市町村 市道10480号線 天神町児童公園付近の路地 道が入り組んでいる、見通しが悪い
警戒標識、路面標示等の設置済
街灯設置（地元へ依頼済）

39 北小学校 ③市町村 市道10465号線 桐生市役所保健福祉部ふれあいホーム付近 街灯が少ない
保護者及び児童へ注意喚起済
街灯設置（地元へ依頼済）

40 北小学校 ③市町村 市道1-4号線 小松橋付近と桐生川と山のそば 人家が少ない、街灯がない 警戒標識、路面標示等の設置済

41 北小学校 ③市町村 市道1-4号線 天神橋から梅田方面 道幅が狭い、街灯が少ない 警戒標識、路面標示等の設置済

42 北小学校 ③市町村 市道10390号線 北小西門付近
 歩道の高さが違う ボランティア等による立ち番など対策済

43 北小学校 ③市町村 市道1-23号線 群馬銀行桐生支店の交差点 見通しが悪い 車道分離標（ラバーポール）の設置済

44 北小学校 ②県 本町通り66号線 北小学校入り口の信号機 車両速度が高い ボランティア等による立ち番など対策済

45 北小学校 ③市町村 市道1-24号線 買場通り 交通量が多い 警戒標識、路面標示等の設置済

46 北小学校 ③市町村 市道10533号線 東久方3丁目点滅の黄色信号機 見通しが悪い 警戒標識、路面標示等の設置済

47 北小学校 ②県 本町通り66号線 本町1丁目（本町通り） 歩道・路側帯がない・狭い 歩道の設置・拡幅（時期未定）

48 北小学校 ③市町村 市道1-6号線 天神町3丁目天神橋付近 車道が狭い 警戒標識、路面標示等の設置済

49 境野小学校 ③市町村 市道2-20号線 境野町6丁目492-1カナイ整染東道路 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い 路面標示、外側線の引き直し済
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50 境野小学校 ③市町村 市道2-20号線 境野町6丁目418-1三和桐生工場北側道路 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 路面標示、外側線の引き直し済

51 境野小学校 ②県 桐生岩舟線 境野町6丁目450中華幸楽南側交差点 歩道・路側帯がない・狭い
ボランティア等による立ち番など対策済
交通指導取締り等対策済

52 境野小学校 ③市町村 市道20200号線 境野町6丁目236-1祥雲寺南側道路 歩道・路側帯がない・狭い、見通しが悪い ボランティア等による立ち番など対策済

53 境野小学校 ④その他 JR両毛線第４踏切 境野町2丁目764 道幅が狭くクランク状に曲がっているために危険 危険箇所であることを児童へ指導済

54 境野小学校 ③市町村 白鬚入小谷通り 栃木県小俣町989 車両速度が高い 路面標示、外側線の引き直し済

55 境野小学校 ③市町村 市道20144号線 境野町6丁目605八坂神社西側 路上駐車があり危険 交通指導取締り等対策済

56 境野小学校 ③市町村 市道20082号線 境野町3丁目2133スクールゾーン スクールゾーンだが車輌の進入がある 交通指導取締り等対策済

57 境野小学校 ③市町村 市道20102号線 境野町6丁目611トミー美容院付近 見通しが悪い 路面標示、外側線の引き直し済

58 境野小学校 ③市町村 市道2-20号線 境野町6丁目305踏切付近 歩道・路側帯がない・狭い 路面標示、外側線の引き直し済

59 境野小学校 ③市町村 市道20144号線 境野町6丁目530スクールゾーン スクールゾーンだが車輌進入がある
スクールゾーンであることを保護者向けに周知済
交通指導取締り等対策済

60 広沢小学校 ②県 桐生新田木崎線 広沢中学校交差点 見通しが悪い 危険箇所であることを児童へ指導済

61 広沢小学校 ②県 桐生新田木崎線 広沢中学校交差点から国道50号線の合流交差点までの道
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い、車両速度が高い

ボランティア等による立ち番など対策済

62 広沢小学校 ③市町村 市道30455号線 加考歯科付近広沢7丁目陸橋下への道
歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い、国道
５０号線への抜け道になっている

ボランティア等による立ち番など対策済

63 広沢小学校 ②県 桐生新田木崎線 広沢中学校交差点から国道50号線の合流交差点の東側道路 歩道・路側帯がない・狭い 調整中

64 広沢小学校 ③市町村 市道30177号線 国道50号線広沢小学校北側水沢石材北東の道路 見通しが悪い
危険箇所であることを児童へ指導済
保護者へ注意喚起済

65 広沢小学校 ③市町村 市道30321号線 広沢交番信号の東側道路
歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い、車両の抜け道になっている

警戒標識立看板３枚設置済

66 梅田南小学校 ②県 (主)桐生・田沼線 桐生女子校前の信号機付近 交通量が多い、見通しが悪い、車両速度が高い 警戒標識、路面標示等の設置済

67 梅田南小学校 ③市町村 市道40010号線 薬師堂付近の路 交通量が多い、見通しが悪い、歩道の白線が薄い 路面標示、外側線の引き直し済

68 梅田南小学校 ③市町村 市道1-4・1-3号線 菱町5丁目の小松橋から観音橋にかけての道路 歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い 路面標示、外側線の引き直し済

69 梅田南小学校 ③市町村 市道40094号線 学校西門前の路が高沢川に突き当たるT字路付近 見通しが悪い、歩道の白線が薄い 路面標示、外側線の引き直し済

70 梅田南小学校 ③市町村 市道2-3・2-4号線 塩之瀬橋付近の通学路 橋の欄干に柵がない 警戒標識立看板２枚設置済

71 梅田南小学校 ②県 (主)桐生・田沼線 梅田南小学校前から中居橋付近まで 街灯が無い
保護者及び児童へ注意喚起済
街灯設置（地元へ依頼済）

72 梅田南小学校 ②県 (主)桐生・田沼線 梅田南小学校前の信号付近
歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い、見通しが悪い

信号機改良（地元と調整が必要）

73 梅田南小学校 ③市町村 市道40089号線 栗生橋から学校まで（高沢川沿い） 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
危険箇所であることを児童へ指導済
路面標示、外側線の引き直し済



R1.7.3現在

危険箇所の箇所名 対策内容

平成26年度　通学路交通安全対策箇所一覧表

通学路の状況・危険の内容道路管理者 危険箇所の路線名№ 学校名

74 相生小学校 ③市町村 市道1-49号線 篠原病院交差点付近
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い、見通しが悪い
車両速度が高い、水たまりができやすい

車道分離標（ラバーポール）の設置済

75 相生小学校 ③市町村 市道1-43号線 相生眼科付近
歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
見通しが悪い、車両速度が高い

道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕（時期未定）

76 相生小学校 ③市町村 市道50051号線 忠霊塔～明治館
交通量が多い、車両速度が高い、スクール
ゾーン時間帯の違法進入車両が多い

カーブミラー調整・路面標示更新済

77 相生小学校 ②県 R122 相生幼稚園T字路
交通量が多い、車両速度が高い、左右の確認
がしづらい

危険箇所であることを児童へ指導済

78 相生小学校 ②県 R122 あいおい自動車交差点 交通量が多い、車両速度が高い 危険箇所であることを児童へ指導済

79 相生小学校 ③市町村 市道2-44号線 日本サーボ裏の道
交通量が多い、見通しが悪い
車両速度が高い、街灯が少なく暗い

草刈り、除草済

80 相生小学校 ②県 (主)前橋大間々桐生線 モミモ交差点 車用信号しかなく見にくい
信号機改良（時期未定）
警戒標識、路面標示等の設置を公安委員会へ要望

81 相生小学校 ③市町村 市道50287号線 ヘアーズ～ひるまめがね
歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
見通しが悪い、スクールゾーン時間帯外の通
行量が多い

警戒標識、路面標示等の設置済

82 相生小学校 ③市町村 市道50277号線 酒匠星野～英進進学教室
桐信方面からの左折車が歩行者側に寄りが
ちになる

道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕済

83 相生小学校 ③市町村 市道50290号線 大善寺T字路 車道が狭い、見通しが悪い 道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕済

84 相生小学校 ①国 R122 相生2丁目信号～ひるまめがね方面
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い

児童へ交通安全指導済
歩道の設置・拡幅（時期未定）

85 相生小学校 ②県 (県)阿左美桐生線 英進進学教室交差点 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 警戒標識、路面標示等の設置済

86 川内小学校 ③市町村 市道60469号線 学校～川内郵便局 歩道・路側帯がない・狭い
危険箇所であることを児童へ指導済
歩道等の確保（時期未定）

87 川内小学校 ③市町村 市道60162号線 須永橋～学校
歩道・路側帯がない・狭い
見通しが悪い、車両速度が高い

路面標示、外側線の引き直し済

88 川内小学校 ③市町村 市道1-56号線 小倉会館付近 歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い
横断歩道補修済
交差点改良済

89 川内小学校 ③市町村 市道1-55号線 サンシャインＧＨ付近 側溝に蓋がない 歩道の設置・拡幅（対応継続中）

90 川内小学校 ③市町村 市道1-54号線 光画社前の道路
歩道・路側帯がない・狭い
見通しが悪い、車両速度が高い

路面標示、外側線の引き直し済

91 桜木小学校 ③市町村 市道1-42号線 しののめ信金交差点 交通量が多い、車両速度が高い 標識調整済

92 桜木小学校 ③市町村 市道1-42号線 ナインハーフ前交差点 車両速度が高い 危険箇所であることを児童へ指導済

93 桜木小学校 ③市町村 市道2-38号線 須田歯科医院前ｶﾞｰﾄﾞ下 歩道・路側帯がない・狭い 警戒標識、路面標示等の設置済

94 桜木小学校 ③市町村 市道1-41号線 報身寺北東交差点 車両速度が高い 危険箇所であることを児童へ指導済

95 桜木小学校 ③市町村 市道50360号線 桜木小正門前 見通しが悪い、横断歩道に信号がない 交通指導取締り等対策済

96 桜木小学校 ③市町村 市道50563号線 東武線ガード下 見通しが悪い 路面標示、外側線の引き直し済



R1.7.3現在

危険箇所の箇所名 対策内容

平成26年度　通学路交通安全対策箇所一覧表

通学路の状況・危険の内容道路管理者 危険箇所の路線名№ 学校名

97 桜木小学校 ③市町村 市道503632号線 プール横 横断歩道に信号がない
交通指導取締り等対策済
路面標示、外側線の引き直し済

98 菱小学校 ②県 小俣桐生線 群大グランド付近県道
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い

警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識含む）(対策済)

99 菱小学校 ③市町村 市道1-9号線 群大グランドから白葉峠に向かう途中に街灯がない 街灯がない
植栽の剪定済
街灯設置（地元へ依頼済）

100 菱小学校 ②県 小俣桐生線 周藤酒店から今井ストアー辺りまでの道路
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い、見通しが悪い

歩道等の確保（時期未定）

101 菱小学校 ③市町村 市道1-8号線 泉龍院の駐車場前から東に行く道の両側の側溝 側溝が危険 歩道の設置・拡幅済

102 菱小学校 ②県 市道70048号線外 グリーンヒル付近の街灯が少ない 街灯が少ない 照明設置済

103 菱小学校 ②県 小俣桐生線 ヴェニスから群大グランド付近の街灯の位置 街灯の位置が悪い 照明設置済

104 菱小学校 ②県 小俣桐生線 桐陽台入り口の交差点
交通量が多い、見通しが悪い、一時停止しな
い車がある

信号機改良済

105 菱小学校 ③市町村 市道1-27号線 広見橋付近の路上駐車
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い、路上駐車がある

交通指導取締り等対策済

106 菱小学校 ③市町村 公共用地 小川そろばん横の細い道の柵 柵が危険 対策未定

107 菱小学校 ③市町村 市道1-4号線 幸橋近く交差点から桜並木付近の街灯が少ない 街灯が少ない 植栽の剪定済

108 菱小学校 ③市町村 市道1-4号線 元かんのん保育園付近の街灯が少ない 街灯が少ない 照明設置済

109 菱小学校 ②県 小俣桐生線 「菱中入り口」とある古い看板が落下しそう（道路南側） 看板落下のおそれがある 警戒標識、路面標示等の設置済

110 菱小学校 ②県 小俣桐生線 幸橋のところの交差点
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い

警戒標識、路面標示等の設置（時期未定）

111 菱小学校 ③市町村 市道1-4号線 桜並木の所によく水がたまる 水たまりができる 道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕済

112 菱小学校 ②県 小俣桐生線 幸橋の上に水たまりができる 水たまりができる 対策未定

113 天沼小学校 ③市町村 市道1-48号線 相生5丁目交差点西側から「高木病院」 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 視線誘導標等の設置済

114 天沼小学校 ③市町村 市道1-46号線 天沼小学校南の郡境道路 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 歩道の設置・拡幅済

115 天沼小学校 ③市町村 市道50195号線 相生5丁目７号公園前（ドーナツ屋～水道屋）
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い

警戒標識、路面標示等の設置済

116 天沼小学校 ③市町村 市道50253号線 相生5丁目交差点以東「職業訓練センター前」道路 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い 構造物等の移設・撤去による歩行空間拡幅（対応継続中）

117 天沼小学校 ③市町村 市道1-46号線 相生5丁目31-3 「スーパー山洞」以東の道路 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
通学路の変更済
視線誘導標等の設置済

118 天沼小学校 ③市町村 市道1-47号線 相生町5丁目569「オギマサ」前十字路以西 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 車道分離標（ラバーポール）の設置済

119 神明小学校 ③市町村 市道2-11号線 広沢町2丁目3146田中医院前 歩道・路側帯がない・狭い
危険箇所であることを児童へ指導済
警戒標識、路面標示等の設置済

120 神明小学校 ③市町村 市道1-21号線 広沢町2丁目3191八坂神社北側 歩道・路側帯がない・狭い
危険箇所であることを児童へ指導済
警戒標識、路面標示等の設置済



R1.7.3現在

危険箇所の箇所名 対策内容

平成26年度　通学路交通安全対策箇所一覧表
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121 神明小学校 ③市町村 市道30222号線 広沢町3丁目4208付近の道 歩道・路側帯がない・狭い
危険箇所であることを児童へ指導済
警戒標識、路面標示等の設置済

122 神明小学校 ③市町村 市道2-23号線 広沢町3丁目3882付近の道 車両速度が高い 路面標示、外側線の引き直し済

123 神明小学校 ③市町村 市道30086号線 神明小南側道路
車両速度が高い、交通量が多い，幹線道路の
抜け道、 大雨時用水路からの冠水

ボランティア等による立ち番など対策済
警戒標識、路面標示等の設置済

124 神明小学校 ③市町村 市道1-21号線 広沢町2丁目3174上人通り手押し信号付近 見通しが悪い
危険箇所であることを児童へ指導済
警戒標識、路面標示等の設置済

125 神明小学校 ③市町村 市道2-11号線 広沢町2丁目3117ガード下から北側の道 車道が狭い 路面標示、外側線の引き直し済

126 神明小学校 ③市町村 市道30076号線 広沢町2丁目4112交差点から3229まで 歩道・路側帯がない・狭い
路面標示、外側線の引き直し済
路側帯のカラー舗装化（時期未定）

127 神明小学校 ③市町村 市道30089号線 神明小西側道路 道幅が狭い 待避所設置済

128 新里中央小学校 ②県 前橋大間々桐生線 小林の信号 交通量が多い ボランティア等による立ち番など対策済

129 新里中央小学校 ②県 梨木香林線 ＪＡにったみどり北東の横断歩道 交通量が多い
通学路の変更済
横断歩道補修（対策予定）

130 新里中央小学校 ③市町村 市道1-111号線 群馬昆虫の森と新里中学校の間の道路 車両速度が高い 危険箇所であることを児童へ指導済

131 新里中央小学校 ③市町村 市道2-108号線 新里駅以南の道路 車道が狭い
危険箇所であることを児童へ指導済
歩道の設置・拡幅（平成29年度以降対策予定）

132 新里東小学校 ②県 （主）前橋・大間々・桐生線 久保運送交差点
交通量が多い
歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い

ボランティア等による立ち番など対策済
危険箇所であることを児童へ指導済
歩道の設置・拡幅（平成29年度対策予定）

133 新里東小学校 ③市町村 市道81113号線 熊野～藤生沢間の道路 歩道・路側帯がない・狭い
危険箇所であることを児童へ指導済
警戒標識、路面標示等の設置済

134 新里東小学校 ③市町村 市道1-110号線 鏑木十字路の西方向
歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い

危険箇所であることを児童へ指導済
交通指導取締り等対策済
草刈り、除草済

135 新里東小学校 ②県 （主）前橋・大間々・桐生線 新川4021-1；ＰＣクリニックＴ字路 交通量が多い 危険箇所であることを児童へ指導済

136 新里東小学校 ③市町村 市道82181号線 新川673-21；丸柿運輸駐車場前Ｔ字路 交通量が多い、見通しが悪い 危険箇所であることを児童へ指導済

137 新里東小学校 ②県 （主）前橋・大間々・桐生線 新川交差点 交通量が多い 危険箇所であることを児童へ指導済

138 新里東小学校 ③市町村 市道1-107号線 新建工業(新川1295-8)前のＴ字路 見通しが悪い 危険箇所であることを児童へ指導済

139 新里北小学校 ①国 国道353号
国道353と旧県道を2回横断するが大型車がかなりのスピードで通る。
西からの車はかなりのスピードで旧道に入る。

車両速度が高い 信号機新設済

140 新里北小学校 ②県 県道梨木香林線 新里町関、県道梨木香林線と交差する交差点 車両速度が高い 危険箇所であることを児童へ指導済

141 新里北小学校 ②県 県道上神梅大胡線 国道353板橋信号西の県道上神梅大胡線 歩道・路側帯がない・狭い 歩道の設置・拡幅（平成29年度以降対策予定）

142 新里北小学校 ②県 県道梨木香林線 県道梨木香林線とからっ風街道の交差点 横断歩道がない 横断歩道新設（対策予定）


