
R2.6.3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 市町村 市道10670号線 中村新興木材北側
東側から中通り線に出る停止線が消えかかっ
ている。

停止線の引き直し済み。

2 西小学校 県 (主）前橋大間々桐生線 堤町2丁目・宮前町1丁目地内

登校時間帯にはスクールゾーンの起点に旗振り当
番が立つが、通行許可証を提示していない車の進
入も後を絶たない。スクールゾーンの規制を強化す
ることはできないだろうか。

安全な歩行について児童への指導を徹底。
県土木課より、歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）令和２年
度対策予定。

3 西小学校 県 県道西桐生停車場線 セブンイレブン西桐生駅前店

駐車場への進入口ではなく、信号待ちをしている歩
行者が立っている歩道部分から駐車場へ乗り入れ
る車がある。車の進入を制限するためのオレンジ
のポールを設置することができないか。

危険箇所であることを児童へ指導。
視線誘導標等の設置及びポストコーン3基設置済み。

4 西小学校 市町村 市道10015号線 堤町１丁目、旧コタン前交差点
横断歩道を示すラインが消えかけている。目
立つように書き直すことができないか。

安全な歩行について児童への指導を徹底。

5 南小学校 市町村 市道10312号線 浜松町1丁目１２－１１ 一方通行を逆走する車がある。
危険箇所であることを児童へ指導。
警察による交通指導。

6 南小学校 市町村 市道10725号線 新宿3丁目３１付近
枝道から一時停止をしないで出てくる車が多
い。

危険箇所であることを児童へ指導。
警察による交通指導。

7 北小学校 市町村 市道10390号線 北小敷地全体の東側、南北に接している道路 歩道が狭い。 路側帯に白線を引いた。

8 北小学校 市町村 市道10395号線 北小東門前から本町通りまでの道路 歩道が狭い。 路側帯に白線を引いた。

9 境野小学校 市町村 市道20068号線 みつぼり団地付近の老人福祉センターそばの交差点 車両速度が高い。 危険箇所であることを児童へ指導。

10 境野小学校 市町村 市道20082号線 境野町3丁目飯塚クリーニング前のスクールゾーン
飯塚クリーニング側からは進入禁止になって
いるが、無視して進入する車があるため危険。

警察による取り締まりを依頼。
危険箇所であることを児童へ指導。

11 境野小学校 市町村 市道20200号線 境野町5丁目小林段ボール交差点から祥雲寺に向かう道路 歩道が狭く、車両速度が高い。
歩道、水路の蓋設置を依頼。
危険箇所であることを児童へ指導。

12 境野小学校 市町村 市道1-15号線 境野町5丁目うなぎの古じ満さん前の道路
車道が狭いのに歩道が広く、歩道に入る車が
あり危険。路地から通りに出るときに見通しが
悪く危険。

危険箇所であることを児童へ指導。

13 広沢小学校 市町村 市道2-30号線 なな薬局から広沢小学校交差点へ向かう抜け道 道幅が狭く、交通量が多い。 歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）対策済み。

14 広沢小学校 県 県道桐生新田木崎線 昭和橋手前の間ノ島の信号
右折待ちの車を避けて、追い越し車が歩道に
大きく膨らむ。

視線誘導標等の設置及びポストコーン3基設置済み。

15 梅田南小学校 県 (主)桐生田沼線 バス停　猿石入口付近 車両速度が高い。 児童に注意喚起をする。

16 梅田南小学校 県 (主)桐生田沼線 バス停　大門付近
横断歩道はあるが車両速度が高く横断が危
険。

児童に注意喚起をする。

17 梅田南小学校 県 (主)桐生田沼線 平和屋(食堂)前
ポール破損による歩道と車道の境界線が曖昧
になっている。

道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕及びポストコーン
1基設置済み。

18 梅田南小学校 県 (主)桐生田沼線 一生(そば屋)前 カーブのところの歩道が狭くなっている。 町会から地権者へ樹木の伐採を依頼。

19 梅田南小学校 県 (主)桐生田沼線 桐女高前Ｙ字路
横断歩道がなく車の往来があるため横断が危
険。

危険箇所であることを児童へ指導。
警察による交通指導。

20 梅田南小学校 市町村 市道1-3，1-4号線 観音橋から小松橋(菱町5丁目) 見通しが悪く、車両速度が高い。 路面標示、外側線の引き直し済み。

21 梅田南小学校 市町村 市道2-6号線 塩ノ瀬橋付近
桐生川沿いの歩道に１０ｃｍ位の段差があり
危険。

道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕済み。

22 梅田南小学校 市町村 市道70233号線 半兵衛橋付近Ｔ字路
桐生川沿いで道が狭くガードレールもなく危
険。

警戒標識、路面標示等（法定外標識含む）の設置済み。

23 梅田南小学校 市町村 市道40081号線 栗生橋付近の５差路 見通しが悪く、車両速度が高い。
危険箇所であることを児童へ指導。
令和３年度以降、路面標示、外側線の引き直し予定。
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24 相生小学校 県 （国）１２２号 相生町２丁目あいおい自動車交差点
横断歩道の線が消えかかっていて見づらい。
自転車の速度も高い。コーナーにポールコー
ンを設置してほしい。

横断歩道の白線引き直し済み。
各コーナーにガードパイプ設置済み。

25 相生小学校 県 （国）１２２号 明治館隣の横断歩道 横断歩道の線が消えかかっていて見づらい。 横断歩道の白線の引き直しを市から県へ要望中。

26 川内小学校 市町村 市道1-56号線 小倉会館付近 路側帯の白線が消えかかっている。 路面標示、外側線の引き直し済み。

27 川内小学校 市町村 市道60100号線 Yショップ前 交通量が多く、車両速度が高い。 路面標示、外側線の引き直し済み。

28 川内小学校 市町村 市道1-56号線 川内クリニック前 路側帯・中央線が消えかかっている。 路面標示、外側線の引き直し済み。

29 桜木小学校 市町村 市道50360号線 桜木小正門前
児童の登校時刻とスクールゾーン規制時刻と
の相違。

児童には、道路を横断する際、車に十分気をつけることを指
導。学期始め等、必要に応じて、教職員が安全指導を行って
いる。

30 桜木小学校 市町村 市道2-38号線 須田歯科医院前ガード下 線路の柵が不十分。 危険箇所であることを児童へ指導。

31 桜木小学校 市町村 市道30013号線 新桐生駅踏切付近
一時停止標示がなく、内輪差に巻き込まれる
おそれ有り。

赤いポールが設置された。

32 桜木小学校 県 桐生伊勢崎線 ヤオコー交差点付近 交通量が多く、車両速度が高い。
児童及び保護者に、交通危険箇所であることを知らせ、横断
する際は、十分注意するよう呼びかけている。

33 桜木小学校 市町村 市道50345号線 賀茂神社付近
柵と柵の間が少し開いていて、水路に転落す
るおそれ有り。

柵の整備により改善された。

34 神明小学校 市町村 市道30112号線 加藤鉄工東道路 路側帯が薄い。 路面標示、外側線の引き直し済み。

35 神明小学校 市町村 市道1-22号線 大隅印刷前交差点 横断歩道が薄い。 白線の引き直しを要望中。

36 神明小学校 市町村 市道1-22号線 ローソン広沢店交差点 横断歩道が薄い。 白線の引き直しを要望中。

37 神明小学校 市町村 市道30241号線 両毛システムから丘の上 両側の路側帯が薄い。
危険箇所であることを児童へ指導。
令和３年度以降、路面標示、外側線の引き直し予定。

38 新里中央小学校 県 （主）前橋大間々桐生線 小林交差点 交通量が多い。 担当職員より登校班（通学班）ごとに児童に指導。

39 新里中央小学校 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
 横断歩道がない。
危険箇所であることを児童へ指導。
警察に横断歩道の設置依頼。

40 新里中央小学校 県 （一）梨木香林線 新里支所入口～野の信号 交通量が多い。 担当職員より登校班（通学班）ごとに児童に指導。

41 新里中央小学校 市町村 市道2-108号線 小林～ミツバ工場の道路 交通量が多い。
道路管理者の対策が完了するまで、担当職員より登校班（通
学班）ごとに児童に指導。

42 新里東小学校 市町村 市道83046号線 新川1408-8付近交差点
自動車があまり徐行せず、南から北への横断
が危険。

左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないよう児童に指導
した。

43 新里北小学校 その他 県道上神梅・大胡線 板橋668、鍋沢橋
橋の両端のガードが不備で、子どもが簡単に
落ちてしまいそう。

柵の整備により改善された。


