
R2.9.17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 新浜通り 市道10320号線 開運寿司～高架下へ続く道路 路側帯の白線が消えている。 白線（路面標示・外側線）の引き直し済み。

2 東小学校 ③市町村 市道10614号線 東２丁目　東幼稚園付近
一方通行区間
一方通行の標識が小さく、高い位置にあるため、見
逃してしまうのか、逆走してくる車がある。

警察により標識の拡大と低い位置へ設置済み。

3 西小学校 ③市町村
宮前町アンダー
市道１０８４８号線

宮前町２丁目　ペアーレ桐生横　両毛線高架下
勾配ある坂道が下りと上りで連続する上に、高架下
であるため暗く、足下が悪い。電灯をつけることがで
きないか。

道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕を予定。
児童や保護者に危険箇所であることを周知してもらい、通学
路を検討してもらう。

4 南小学校 ③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。道路面の歩道標示
(グリーン)や一方通行の標示の塗り直しを依頼。

市町村道路管理者に依頼中。
警察による交通指導。

5 南小学校 ③市町村 市道10725号線 新宿３丁目１２付近
枝道から一時停止をしないで出てくる車が多い。歩道
があることを示すドットラインを引くことを依頼。

市町村道路管理者にお願いしてドットラインを引いていただ
いた。
（路面標識、外側線の引き直し）対策済み。

6 南小学校 ③市町村
市道10725号線～
県道６７号線への枝道

新宿２丁目５付近
車が多く児童も多く通るが、枝道の道路標示(歩道ラ
インやセンターライン）がほとんど見えず危険。ライン
の塗り直しを依頼。

市町村道路管理者に依頼中。
路面標示、外側線の引き直し予定（令和3年度）。

7 北小学校 ③市町村 山手通り 北幼稚園前歩道橋 歩道橋の階段に穴が空いている。 改修工事（歩道橋、防護柵、舗装等の修繕）済。

8 北小学校 ③市町村 市道10390号線 北小から山手通りに出る通り 歩道・路側帯等がない。 改修工事（路面標示、外側線の引き直し）済

9 境野小学校 ③市町村 市道２０２７３号線 境橋西側交差点から
ﾄﾖﾀﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ 車道が狭く、見通しが悪い。車両速度も速い。 消えかかっていた横断歩道の線が引かれた。

10 境野小学校 ②県 県道67号桐生岩舟線
(昭和通り） 境野町6丁目
山本うどん交差点
①ポールが破損している。②黄色信号の時間が短
く、児童が渡りきれない。

新しいポールが設置された。

11 広沢小学校 ③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 道路標示「止まれ」が消えかけていて危険。 朝の交通指導で定期的に児童に注意喚起を行った。

12 梅田南小学校 ②県 （主）桐生田沼線 桐女高前交差点
菱方面から来る車が多い。
左折する車のスピードが出ていて横断するのに危な
い。

県（土木事務所）　白線を引く予定

13 梅田南小学校 ②県 （主）桐生田沼線 大村前 トラックの出入りが多い。 児童への指導を行う

14 梅田南小学校 ②県 （主）桐生田沼線 ヤマト便前 トラックの出入りが多い。 児童への指導を行う

15 梅田南小学校 ③市町村 市道４００８１ 梅田公民館入口から栗生橋に通じる道路 家の角やコーナーは死角になり怖い。集団下校がよい。
地域（梅田2丁目町会）　路面標示、外側線の引き直し（Ｔ字
路線を引く）予定。

16 梅田南小学校 ②県 （主）桐生田沼線 観音橋から梅田公民館入口までの川沿い 川に簡単に下りられる場所があり危険。
児童への指導を行う。
木製防護柵の更新。

令和２年度　通学路交通安全対策箇所一覧表
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17 梅田南小学校 ③市町村 市道４００８９ 栗生橋周辺の川沿い 川に簡単に下りられる場所があり危険。 県（土木事務所）　鎖をする予定。

18 梅田南小学校 ③市町村 市道４００９６ 梅田南小正門前
段差があり危険。登下校時転びそうになることがあ
る。

市（土木課）　舗装済み。

19 梅田南小学校 ③市町村 市道４００２４ たかぞのこども園周辺道路 「止まれ」の表示が薄くなっている。 警察　再ペイント予定。

20 相生小学校 ③市町村 市道50051号線 明治館横～忠霊塔 横断歩道の線が消えかかっていて見づらい。
土木事務所に申請済み。
一部白線を引き直してもらった。

21 相生小学校 ③市町村
市道50050号線
市道50071号線

篠原病院～ハヤツシステムズ
狭い道だが、登校時抜け道として通行量が多く危険。
昨年度児童が事故にあった。

ゾーン３０の要望を出している。

22 相生小学校 ③市町村 市道１－４９号線 相撲場～篠原病院にかけてのカーブ カーブミラーはあるが見通しはよくない。
朝の登校指導を行っている。
カーブミラーの角度確認済み。

23 相生小学校 ③市町村 市道50285号線 相生町２丁目777付近十字路
車道が狭いが、抜け道になっているため、通行量も
少なくないため危険

歩行訓練や学級での注意を行っている。

24 相生小学校 ③市町村 市道50281号線 桐生工業裏の線路脇 車道が狭く、道がでこぼこしていて危険 学級での注意を行っている。

25 川内小学校 ③市町村 市道１－５２号線 ほしげん十字路
朝の交通量が多い。右折車が、赤信号でも交差点内
に進入してくる。押しボタン式になったことに気づか
ず、突っ込んでくる車がある。

児童に注意喚起を促した。

26 川内小学校 ③市町村 市道２－２５号線 川内堤線公民館T字路 停止線で止まっても、左右からの歩行者、自転車が見えにくい。 R3年度に再度検討予定。

27 川内小学校 ③市町村 市道１－５８号線 川内堤線天神橋T字路
歩道上にゴミ集積場があり、ゴミが置かれると、
歩道が狭く通りづらくなる。

R3年度に再度検討予定。

28 桜木小学校 ③市町村 市道５０３９１号線 ナインハーフ～理容室星野
車両の通行が多い。
カーブで見通しの悪い所にゴミステーションがあり、
道路へはみ出してしまう。

児童や保護者に交通危険箇所であることを知らせ、十分注
意するよう呼びかけている。

29 桜木小学校 ③市町村 市道１－４１号線 報身寺北側五叉路 道幅が狭く、見通しが悪い。
児童や保護者に交通危険箇所であることを知らせ、十分注
意するよう呼びかけている。

30 桜木小学校 ③市町村 市道５０３６２号線 桜木幼稚園南側Ｔ字路 道幅が狭く、見通しが悪い。
児童や保護者に交通危険箇所であることを知らせ、十分注
意するよう呼びかけている。

31 桜木小学校 ③市町村 市道５０３６０号線 相生町一丁目402付近T字路 道幅が狭く、見通しが悪い。
児童や保護者に交通危険箇所であることを知らせ、十分注
意するよう呼びかけている。

32 菱小学校 ②県 県道２２７号小俣桐生線 幸橋から菱小学校 歩道が狭い。 土木事務所から県に要望中。
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33 菱小学校 ②県 県道２２７号小俣桐生線 幸橋から菱小学校 歩道が狭い。 土木事務所から県に要望中。

34 菱小学校 ②県 県道２２７号小俣桐生線 菱公民館前北側 歩道が狭い。 土木事務所から県に要望中。

35 菱小学校 ③市町村 市道１－４ 菱町4丁目2442-1付近 歩道がなくカーブあり、歩くと危険。 路肩に土砂が埋まっているため清掃予定。

36 菱小学校 ③市町村 市道１－２７ 広見橋から小林工務店付近
道が狭く、交通量が多いので危険。
車もスピードを出している。ガードレールもない。

登校班指導において、注意して通るよう指導した。

37 菱小学校 ③市町村 市道７０１５８ じゅん歯科から熊ノ沢橋
工事トラックが多い。
道が狭いのにスピードが出ている。

林業振興課から業者へ連絡をしてもらう予定。

38 神明小学校 ③市町村 上人通り 市道1-21号線 神明小北手押し信号交差点 横断歩道の白線薄い。 白線の引き直しを依頼予定。

39 神明小学校 ③市町村 市道３００７６号線 新井豆腐店前交差点 横断歩道の白線薄い。 白線の引き直しを依頼予定。

40 神明小学校 ③市町村 市道３００８６号線 学校西　プール側 横断歩道の白線薄い。 白線の引き直しを依頼予定。

41 神明小学校 ②県 桐生伊勢崎線 小黒金物店交差点 横断歩道の白線薄い。 白線の引き直しを依頼予定。

42 神明小学校 ①国 国道１２２ ミツバ西交差点 横断歩道の白線薄い。 白線の引き直し済み。

43 神明小学校 ①国 国道１２２ 留庵東交差点 横断歩道の白線薄い。 白線の引き直し済み。

44 神明小学校 ③市町村 上人通り 市道1-21号線 桜木公民館より東側 両側路側帯　　薄い。 両側路側帯の引き直しを依頼済み。

45 神明小学校 ③市町村 市道２－２３号線 桐生宿から大雄院 両側路側帯　　薄い。 両側路側帯の引き直しを依頼済み。

46 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
 横断歩道がない。車両速度が速い。
通学班集会を通じて児童に周知を図る。
警察による交通指導。

47 新里中央小学校 ②県 （主）前橋大間々桐生線 新里支所入口～小林交差点 交通量が多い。
歩行者用信号がついた。旗振りの協力依頼。
歩道の設置・拡幅済み。

48 新里中央小学校 ③市町村 市道85145号線周辺道路 城址公園付近 大型車の通行量が多い。 通学班集会を通じて児童に周知を図る。
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49 新里東小学校 ③市町村 市道８１１６０号線 新里東小学校西門付近 横断歩道の白線やマークが薄くなってきている。
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
したり、職員が見届け、指導したりした。

50 新里東小学校 ③市町村 市道８１２０５号線 新里町新川２７２５番地付近 見通しの悪い交差点。
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。

51 新里東小学校 ③市町村 市道１－１０９号線 上毛電鉄踏切付近
道路幅が狭い。歩行が危険。
路側帯の白線が薄くなってきている。

歩道白線内を１列で歩くように指導した。
白線（路面標示、外側線）の引き直しの予定（令和3年度）。

52 新里東小学校 ③市町村 市道８３１８０号線 新里町新川１９０６番地４付近 路側帯の白線が薄くなってきている。
歩道白線内を１列で歩くように指導した。
白線（路面標示、外側線）の引き直しの予定（令和3年度）。

53 新里東小学校 ③市町村
市道１－１０９号線
・市道８３０４２号線

新里町新川１３４１番地３付近 横断歩道の白線が薄くなってきている。
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。

54 新里北小学校 ①国 国道３５３号線 大久保601-3、大釜前 横断歩道か手押し式信号が必要。 通学班で注意して登校するよう指導した。

55 新里北小学校 ④その他 県道上神梅・大胡線 板橋668、鍋沢橋
落下事故防止のため、
橋のフェンスの高さを整備する必要あり。

フェンス越しに下をのぞき込むなどしないよう指導した。
（令和元年度に、防護柵の設置）。


