
R1.7.3現在

№ 学校名 道路管理者 危険箇所の路線名 危険箇所の箇所名 通学路の状況・危険の内容 対策内容

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・路側帯がない・狭い、車両速度が高い ボランティア等による立ち番など（検討中）

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 ボランティア等による立ち番など対策済

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 ボランティア等による立ち番など対策済

4 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 ボランティア等による立ち番など対策済

5 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 ボランティア等による立ち番など対策済

6 東小学校 ②県 県道小俣桐生線 本町通りから幸橋 スピードを出す車が多く、すれ違い時注意 歩道の設置・拡幅（対策予定）

7 西小学校 ③市町村 市道10015号線 桐生市小曽根町６番　桐生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
ボランティアによる立ち番など(対策済)
高校の担当者に指導を依頼(対策済)

8 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 通学路の変更（検討中）

9 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
通学路の変更(対策未定)
安全な歩行について児童への指導を徹底(対策済)

10 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 通学路の変更（検討中）

11 西小学校 ③市町村 市道1-37号線 桐生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、見通しが悪い
ボランティア等による立ち番など（町会等へ依頼）
歩道の設置・拡幅（時期未定）

12 西小学校 ②県 県道川内堤線 小倉峠 歩道がない、落石の危険がある 歩道のバリアフリー化（対策中）

13 西小学校 ③市町村 市道1-38号線 スパイシーコッコちゃん桐生店から塚本染色 交通量が多い、信号がない、道路が狭い 歩道の設置・拡幅（対策予定）

14 西小学校 ②県 （主）前橋大間々桐生線 かない屋酒店から小川たばこ店 交通量が多い、歩道がない 交差点改良

15 南小学校 ③市町村 新宿通り 新宿3丁目14-6付近の道路 車道が狭い 対策未定

16 南小学校 ②県 桐生岩舟線・昭和通り 南小学校塀沿いの歩道 雨水のはけが悪く溜まってしまう 対策未定

17 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 危険箇所であることを児童へ指導済

18 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

19 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

20 北小学校 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

21 北小学校 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

22 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 危険箇所であることを児童へ指導済

23 北小学校 ③市町村 市道10533号線 養泉寺付近 見通しが悪い 危険箇所であることを児童へ指導済

平成28年度　通学路交通安全対策箇所一覧表
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24 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

25 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 危険箇所であることを児童へ指導済

26 北小学校 ②県 （主）桐生田沼線 天満宮付近 見通しが悪い 危険箇所であることを児童へ指導済

27 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 危険箇所であることを児童へ指導済

28 北小学校 ③市町村 市道10510号線 東久方２丁目大蔵院付近 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

29 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 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）

31 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 危険箇所であることを児童へ指導済

32 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

33 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

34 北小学校 ②県 県道小俣桐生線 本町3丁目交差点から幸橋線 歩道・路側帯がない 歩道の設置・拡幅（対策予定）

35 境野小学校 ③市町村 市道20082号線 境野町3丁目2133 車両速度が高い
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

36 境野小学校 ③市町村 市道1-15号線 境野町4丁目860 車両速度が高い 警戒標識、路面標示等の設置済

37 境野小学校 ③市町村 市道2-32号線 境野町3丁目2159 車両速度が高い 路面標示、外側線の引き直し済

38 境野小学校 ③市町村 市道1-17号線 境野町6丁目1623 歩道・路側帯がない・狭い 対策未定

39 境野小学校 ③市町村 市道1-15号線 境野町5丁目393 一灯点滅式の信号を普通の信号に代えてほしい 対策未定

40 広沢小学校 ③市町村 市道30184・2-23号線 金子耳鼻科から八王子神社入り口まで 交通量が多い、車道が狭い、見通しが悪い 路肩（路側帯）の設置・拡幅済

41 広沢小学校 ③市町村 市道2-23号線 ウガワ鍼灸院から万酌亭まで 交通量が多い、車道が狭い 路肩（路側帯）の設置・拡幅済

42 広沢小学校 ③市町村 市道30455号線 加考歯科から広沢7丁目陸橋下
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

43 広沢小学校 ②県 県道桐生新田線 フジプランニングから50号までの道路の側道 住宅地の前が空き地になっている 通学路の変更（検討中）

44 広沢小学校 ③市町村 市道30177号線 50号水沢石材の北東の側道 歩道・路側帯がない・狭い、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

45 広沢小学校 ③市町村 市道30182号線 カワチ薬品広沢店横の道 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、保護者へ注意喚起済

46 広沢小学校 ③市町村 市道30335・30321号線 ローソン裏の道 車道が狭い、見通しが悪い 対策未定
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47 梅田南小学校 ②県 （主）桐生田沼線 観音橋付近のT字路 車道が狭い、見通しが悪い 対策未定

48 梅田南小学校 ③市町村 市道40106・40140号線 塩瀬橋付近から梅田飯店、清流広場方面へ向かう沿いの道 車道が狭い、夜間暗くて危険 路面標示、外側線の引き直し済

49 梅田南小学校 ③市町村 市道40089・40088号線 学校前から栗生橋への道
車道が狭い、見通しが悪い、崖があり崩れそう
で危険

道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕済

50 梅田南小学校 ③市町村 市道40171号線 猿石から桐生川ダムに向かう道 木の枝が茂っている
木の枝伐採済
道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕（時期未定）

51 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

道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕（時期未定）

52 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
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底（右側一列通行、
前後左右の安全確認）

53 相生小学校 ①国 国道122号線 相生幼稚園T字路 交通量が多い
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底（右側一列通行、
前後左右の安全確認）

54 相生小学校 ①国 国道122号線 あいおい自動車交差点 交通量が多い、車両速度が高い
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底（右側一列通行、
前後左右の安全確認）

55 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

56 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

57 相生小学校 ①国 国道122号線 相生２丁目信号～ひるまめがね 交通量が多い、車両速度が高い
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底（右側一列通行、
前後左右の安全確認）

58 川内小学校 ②県 県道駒形大間々線 星源付近道路 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

59 川内小学校 ②県 県道川内堤線 ファミリーマート付近道路
交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い、ガードレールがない

危険箇所であることを児童へ指導済

60 川内小学校 ②県 県道駒形大間々線 ４丁目Y字路付近
歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い
標識を無視して進入する車が多い

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

61 川内小学校 ②県 県道駒形大間々線 白滝神社から上道路
歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い
ガードレールがない

危険箇所であることを児童へ指導済

62 川内小学校 ②県 県道川内堤線 ５丁目団地・郵便局付近 車両速度が高い、電柱が有り見通しが悪い 危険箇所であることを児童へ指導済

63 川内小学校 ②県 県道川内堤線 山田集会所付近 車両速度が高い、白いラインが消えかかっている
危険箇所であることを児童へ指導済
横断歩道（補修）済

64 川内小学校 ②県 県道川内堤線 ５丁目団地・郵便局付近 車両速度が高い、電柱が有り見通しが悪い
危険箇所であることを児童へ指導済
横断歩道（補修）済

65 川内小学校 ③市町村 市道1-54号線 光画社付近
交通量が多い、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

66 川内小学校 ②県 県道駒形大間々線 ミツバ寮前 交通量が多い、車両速度が高い 対策未定

67 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
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

68 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 交通量が多い、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
危険箇所であることを児童へ指導済
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69 桜木小学校 ③市町村 市道2-38号線 須田歯科医院前ガード下 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
警戒標識、路面標示等の設置済

70 桜木小学校 ③市町村 市道1-41号線 報身寺北東交差点 見通しが悪い、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
危険箇所であることを児童へ指導済

71 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
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

72 桜木小学校 ③市町村 市道50563号線 東武線踏切
歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
見通しが悪い

ボランティア等による立ち番など対策済
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

73 桜木小学校 ③市町村 市道50362号線 桜木小プール横 横断歩道に信号がない
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

74 菱小学校 ②県 県道小俣桐生線 群大グランドから１町会に向かう道の歩道
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、カーブが危険

警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識含む）(対策済)

75 菱小学校 ③市町村 小俣桐生線につながる道 住吉からサゲハシモータースへの坂道
歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
坂道が危険

防護柵の設置（対策予定）

76 菱小学校 ②県 県道小俣桐生線 ＫＵＭＯＮ辺りの歩道
交通量が多い、車道が狭い
見通しが悪い、車両速度が高い

対策未定

77 菱小学校 ③市町村 小俣桐生線につながる道 学校から泉龍院へ向かう道
車道が狭い、見通しが悪い
車道への草のはみ出し

歩道の設置・拡幅済

78 菱小学校 ③市町村 小俣桐生線につながる道 高島商店前の通り 交通量が多い、車道が狭い、車両速度が高い 道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕（対策済）

79 菱小学校 ③市町村 小俣桐生線につながる道 桐陽台から下ったＴ字路辺りの歩道 交通量が多い、車両速度が高い 警戒標識、路面標示等の設置済

80 菱小学校 ③市町村 小俣桐生線につながる道 カーブで見えにくい坂道 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（対策予定）

81 菱小学校 ②県 県道小俣桐生線 周藤酒店から旧今井ストア辺りの歩道
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

対策未定

82 菱小学校 ②県 県道小俣桐生線 石坂の床屋さんから学校までの歩道
交通量が多い、車道が狭い
見通しが悪い、車両速度が高い

対策未定

83 菱小学校 ③市町村 市道1-4号線 かんのん保育園前の横断歩道
交通量が多い、見通しが悪い
車両速度が高い、横断歩道の位置が危険

通学路変更済

84 天沼小学校 ②県 （主）前橋大間々桐生線 カスミスーパー角交差点 交通量が多い、公園前に横断者用信号がない 危険であることを児童に指導済

85 天沼小学校 ③市町村 市道1-48号線 カスミスーパー～ローソン 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
危険であることを児童に指導済
横断歩道（補修）（対策予定）

86 天沼小学校 ③市町村 市道50139号線 市営団地～岡登緑道（横断歩道）
交通量が多い、見通しが悪い
車両速度が高い

横断旗設置(対策済)

87 神明小学校 ③市町村 市道 普門院前 外側線が薄い 路面標示、外側線の引き直し済

88 神明小学校 ③市町村 市道30029号線 広沢町１丁目2681ミツバ別館角交差点西側 外側線が薄い
通学路の変更（対策予定）
ボランティアによる立ち番など対策予定
路面標示、外側線の引き直し済

89 神明小学校 ③市町村 市道 岸製作所～上人通り 側溝に蓋がない 歩道の設置・拡幅（対策予定）

90 神明小学校 ③市町村 市道 広沢町2丁目3358丹羽商店前丁字路 見通しが悪い、停止線が薄い 対策未定
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91 神明小学校 ③市町村 市道 上人通り手押し信号北富士見橋方面 停止線が薄い 路面標示、外側線の引き直し済

92 神明小学校 ③市町村 市道 広沢町1丁目2681ミツバ別館角交差点西 外側線が薄い
通学路の変更（対策予定）
ボランティアによる立ち番など対策予定
路面標示、外側線の引き直し済

93 新里中央小学校 ②県 （主）前橋桐生大間々線 小林の信号 交通量が多い 対策未定

94 新里中央小学校 ③市町村 新里町南部幹線道路 新里南部幹線道路と市道の交差点 車両速度が高い 対策未定

95 新里中央小学校 ②県 県道梨木香林線 新里支所入口～野の道路 交通量が多い、車道が狭い 対策未定

96 新里中央小学校 ③市町村 市道2-108号線 小林～ミツバ向上の道路 交通量が多い、車道が狭い 対策未定

97 新里東小学校 ③市町村 市道1-109号線 新川1999-1付近の上電踏切が道路より狭い 歩道・路側帯がない・狭い 対策未定

98 新里東小学校 ②県 （主）前橋大間々桐生線 久保運送交差点から東 歩道がない・狭い 歩道の設置・拡幅（対策中）

99 新里北小学校 ①国 国道353号線 上鶴ケ谷オートサービスセヤから前橋方面へ行く歩道 歩道の幅が狭い 対策未定

100 新里北小学校 ②県 県道梨木香林線 国道３５３号線とのＴ字路関の信号から南の歩道 歩道がないが、大型トラックが通る 対策未定

101 新里北小学校 ①国 国道353号線 お食事処「大釜」付近 交通量が多い、横断歩道がない 対策未定

102 新里北小学校 ②県 県道上神梅大胡線 板橋の信号から西側 歩道がない 歩道の設置・拡幅（対策中）


