
R3.7.31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2-33号線　他 東１丁目　今井接骨院付近
見通しが悪く、信号待ちをしたくない車両の抜け道になって
いる。

区長→町会長→地域づくり課へ「通学路につき最徐行」の看板設置を申請
して欲しいと依頼。

2 東小学校 ③市町村 市道10588号線 東１丁目　岩崎接骨院付近 東から来る車両が左折する際、非常に危険
区長→町会長→地域づくり課へ「通学路につき最徐行」「スピード落とせ」
の看板設置を申請して欲しいと依頼。

3 東小学校 ③市町村 市道1-26号線　他 仲町２丁目開運寿司付近 横断歩道の白線が薄くなっている 警察へ白線の引き直しを強く要望した→対策済み。

4 東小学校 ③市町村 市道1-26号線 東４丁目～仲町２丁目桐生タイムス～ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 車道が狭く、歩道もない。
区長→町会長→地域づくり課へ「スピード落とせ」「通学路につき最徐行」
の看板設置を申請して欲しいと依頼。→対策済み。

5 東小学校 ③市町村 市道10359号線 東６丁目ヘアサロンカネコ～出口商店 車道が狭く、歩道もない。
区長→町会長→地域づくり課へ「通学路につき最徐行」の看板設置を申請
して欲しいと依頼→対策済み。

6 東小学校 ③市町村 市道10670号線 東６丁目高架下過ぎた付近
大通りから曲がってくる車がスピードを落とさず曲がってく
る

区長→町会長→地域づくり課へ「注意　子供の飛び出し」「学童多し　最徐
行」の看板設置を申請して欲しいと依頼。

7 東小学校 ③市町村 市道1-26号線　他 東５丁目桐生タイムス前変則十字路 見通しが悪く、車両速度も高い。
区長→町会長→地域づくり課へ「危険　歩行者に注意」の看板設置を申請
して欲しいと依頼。「危険　この先信号左折すぐに横断歩道あり　注意！」
の看板設置済。

8 西小学校 ③市町村 市道10015号線 堤町２丁目６番北村商店付近～３丁目１０番クボタクリーニング店付近
歩道のない道路であるが、路側帯（道路の両側）の白線が
消えている。通学路であり、自動車の通行量も多く、危険。

市（土木課）へ依頼済み。

9 西小学校 ③市町村 市道10189号線      交差点 宮本町１丁目１１番     　西小南東横断歩道
横断歩道の白線が消えている。小学生・高校生が通学路
に使用する交差点であるため危険。

桐生警察署へ依頼済み。

10 西小学校 ③市町村 市道10189号線
永楽町６番地付近
桐生織物会館北側付近の道路

道路の両側とも路側帯の白線が消えている箇所が多い。 市（土木課）へ依頼済み。

11 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。

桐生警察署、市（土木課）へ依頼済み。

12 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（土木課）へ依頼済み。

13 南小学校 ③市町村
市道10725号線～市道新
宿通りへの枝道

新宿２丁目１０付近フレッセイ東枝道
枝道の道路標示(歩道ライン）がほとんど見えず危険。ライ
ンの塗り直しを依頼。

市（土木課）へ依頼済み。

14 南小学校 ③市町村 市道新宿通り・三吉町通り 錦町２丁目１５付近～三吉町２丁目３付近（足利銀行～タケダ輪業）
枝道の道路標示(歩道ライン・横断歩道・ダイヤマーク）が
ほとんど見えず危険。ラインの塗り直しを依頼。

桐生警察署へ依頼済み。ダイヤマークと横断歩道の塗り直
しが進んだが、まだ、全く消えている横断歩道がある。（足銀
様交差点より東１本目の横断歩道）

15 南小学校 ③市町村 市道10725号線 新宿3丁目１３付近
交通量が多くスピードを出す車両が通るが、見通しの悪い
カーブがあり、歩道が狭く草木が伸びてさらに通行がしにく
くなっており危険。

家庭と相談し通学路の変更をお願いし、下校指導を行った。
市（土木課）へ依頼済み。

16 北小学校 ②県 桐生田沼線 天神町１－７－４５付近 樹木や電柱で道幅が狭く、歩行者は車道にはみ出る。
「歩行者注意」の路面表示や押しボタン式の信号機の設置
の依頼。

令和３年度　通学路交通安全対策箇所一覧表
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17 北小学校 ②県 桐生田沼線 天神町１－７－３５付近
消防署の移転で横断歩道が消えてしまった。近くの横断歩
道の線が消えかかっている

消防署が移転して消えてしまった歩道を１０ｍ位北側に移設
の依頼。消えかかっている横断歩道を引き直しの依頼。
桐生警察署へ依頼済み。

18 北小学校 ③市町村 桐生　中通り 東久方町１－４５－２５Ｔ字路の信号 丁字路に進入してくる車両がスピードを落とさない。
「交差点注意」「歩行者注意」の路面標示の依頼。
市（土木課）へ依頼済み。

19 北小学校 ③市町村
桐生　中通りと山手通りの
間

西久方２－１－５北小学校の体育館とプールの間 外灯がないため、夕方や夜間の通行が危険 外灯の設置を依頼。

20 北小学校 ③市町村
桐生田沼線から山手通り
に抜ける私道

横山町３－２４栄昌寺前の横断歩道
横断歩道が消えかかっている。桐生工業高校生徒の抜け
道にも利用され、交通量が多い

消えかかっている横断歩道と「止まれ」標示の引き直しの依
頼。
桐生警察署へ依頼済み。

21 境野小学校 ③市町村 市道2-19号線　他 諏訪神社の交差点
車道が狭く、見通しも悪い。通勤時間には、車両の抜け道
になっていて、スピードを出している。

ポストコーンを設置済み

22 境野小学校 ③市町村 市道20110号線　他 山本うどん前交差点
交差点に歩行者専用信号機がないので、渡っているときに
信号が変わってしまうことがある。

桐生警察署と相談。要検討

23 境野小学校 ③市町村 市道20215号線　他 須藤歯科付近の交差点
交差点に歩行者専用信号機がないので、低学年にわかり
にくい。また、ガードレールがなく、信号待ちの際、危険で
ある。

ポストコーンを設置依頼済み

24 境野小学校 ③市町村 市道1-17号線 境野小学校西側の道路 横断歩道を渡る際に信号もなく、危険である。 桐生警察署へ依頼済み。

25 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「学童注意」が消えかけていて危険。
注意喚起を行っていく。
市（土木課）へ依頼済み。

26 広沢小学校 ③市町村 県道３３２号線付近の道路 ｳｶﾞﾜ鍼灸院から野田歯科クリニックへ向かう道路 白線が消えている部分があり危険。 登校時のみ数カ所旗振で保護者が見守ってくださっている。

27 梅田南小学校 ②県 (主）桐生田沼線 旧桐女前交差点
昨年度白線を書き直していただいたが、進入速度が速い
車もあり危険

バス通学児童に注意喚起(済み）。

28 梅田南小学校 ②県 (主）桐生田沼線 大門前 見通しが悪く、車両の速度が高い。過去に衝突事故あり。 1月から2月にかけて横断者注意の表示予定。

29 梅田南小学校 ②県 (主）桐生田沼線 平和屋～ケント商会 歩道が狭い。 県（土木事務所）へ依頼済み。

30 梅田南小学校 ②県 (主）桐生田沼線 梅田交番出口 坂道のため見通しが悪く、勢いよく車両が出てくる。 県（土木事務所）へ依頼済み。

31 梅田南小学校 ②県 (主）桐生田沼線 そば所一生付近（山側）
ガードレールがない。民家の植木で、見通しが悪く、車両と
接触する危険がある。

除草により見通しは良くなっています。今後、川側ガードレー
ル設置予定。

32 梅田南小学校 ②県 (主）桐生田沼線 梅田中出口 見通しが悪く、止まれの標識が薄い。 桐生警察署へ依頼済み。
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33 梅田南小学校 ②県 (主）桐生田沼線 梅田公民館出口
見通しが悪く、カーブミラーはあるものの、飛び出す車もあ
り、危険。

市より注意喚起の看板を借用し設置予定(未）。
県（土木事務所）へ依頼済み。

34 梅田南小学校 ③市町村 市道４０１１０ 中屋橋付近十字路 見通しが悪く、以前接触事故もあった 児童への指導及び注意喚起を行う。

35 梅田南小学校 ②県 (主）桐生田沼線　他 学区内横断歩道全般 横断歩道が薄く、危険
横断歩道の書き直しを依頼(未）。
桐生警察署へ依頼済み。

36 梅田南小学校 ②県 市道４００８９の対岸 高沢川栗生橋下流土手 土手に入れてしまい、崖になっているので危険 土木事務所の許可が下り次第、危険の看板設置予定(未）。

37 相生小学校 ③市町村 市道50051号線 忠霊塔～相生小学校までのスクールゾーン スクールゾーン時間内に侵入する車両がある。
学校通信で保護者宛に危険箇所を周知し、交通安全指導を
行った。

38 相生小学校 ③市町村 市道50050号線　他 ハヤツシステムズ～篠原クリニックの道路
抜け道となっていて交通量が多い。白線も消えている箇所
が多い。

土木課に白線の引き直しの要望を出している。また、学校通
信で保護者宛に危険箇所を周知し、交通安全指導を行っ
た。

39 相生小学校 ③市町村 市道1-43号線　他 あいおい眼科周辺の五差路 見通しが悪く抜け道として車通りも多い。
学校通信で保護者宛に危険箇所を周知し、交通安全指導を
行うとともに、関係機関に対策について相談している。

40 相生小学校 ③市町村 市道50071号線　他 運動公園駅周辺　ガソリンスタンド付近交差点
カーブがあり見通しが悪く、歩道の白線や停止線も薄くなっ
ている。

学校通信で保護者宛に危険箇所を周知し、交通安全指導を
行うとともに、関係機関に修繕を依頼し、警察署から白線の
塗り直しを行ったとの連絡を受けた。

41 川内小学校 ③市町村 市道1-56号線　他 川内町２丁目Yショップ前三叉路交差点 横断歩道、停止線の白線が消えている。
横断歩道の白線の引き直しについて、土木課へ依頼済み。
桐生警察署へ依頼済み。

42 桜木小学校 ③市町村 市道５０３９１号線 ナインハーフ～ほしの理容室
路側帯の白線が消えかかっている。電柱付近では、歩行
者と車両がすれすれの所もある。

白線の引き直し及びガードレールの設置。
市（土木課）へ依頼済み。

43 桜木小学校 ③市町村 県道６８号線 ナインハーフ十字路北
信号待ちの際、電柱や植木などにより大通りの様子が見え
にくく、自転車や自動車に巻き込まれる危険性がある。

土地の所有者に植木の移動を依頼したところ快諾していた
だいた。1月初旬、植木を移動する予定。

44 桜木小学校 ③市町村 市道１－４１号線 報身寺北側五叉路
見通しが悪く、交通量も多い。横断歩道や路側帯の白線、
「止まれ」の線が消えかかっている。

横断歩道や白線、止まれの引き直し。
桐生警察署へ依頼済み。

45 桜木小学校 ③市町村 市道５０３６２号線 桜木幼稚園南側Ｔ字路 見通しが悪い。 地域づくり課にカーブミラーの設置依頼予定。

46 桜木小学校 ③市町村 市道３００１３号線 新桐生駅（ウオチ産業付近） 路側帯の白線、「止まれ」の線が消えかかっている。
白線、止まれの引き直し。
桐生警察署へ依頼済み。

47 菱小学校 ②県 県道２２７号小俣桐生線 幸橋から菱小学校 坂道になっており、車両速度が高い。歩道も狭い。
土木事務所から県に要望中→予算が付き、１月から作業に
着手。「学童注意」「速度落とせ」の表示、白ラインの引き直
し。

48 菱小学校 ②県 県道２２７号小俣桐生線 菱公民館前北側
カーブで見通しが悪い。白線も消えかかっている。電柱が
歩道にあり、避けて通らなければならない。

土木事務所から県に要望中→予算が付き、１月から作業に
着手。「学童注意」「速度落とせ」の表示、白ラインの引き直
し。
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49 菱小学校 ②県 市道１－４ 菱町4丁目2442-1付近
カーブで見通しが悪く、車道が狭い。歩道もない。かんのん
保育園周辺は、白線が薄くなっている。

路肩に土砂が埋まっているため清掃予定。
市（土木課）へ依頼済み。

50 菱小学校 ③市町村 市道１－２７ 広見橋から小林工務店付近
坂道のため車両速度が高い。白線が薄くなっている。車道
が狭く、歩行者すれすれを車両が通過することがある。

地権者の了解が得られない。
市（土木課）へ依頼済み。

51 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。

52 菱小学校 ③市町村 県道２２７号小俣桐生線 桐陽台入口から群大グランド方面
交通量が多い。また、狭い歩道上に土や草が茂っており、
車道を歩かざるをえない。

県（土木事務所）へ依頼済み。

53 天沼小学校 ②県
天沼通り　市道１－４７号
線

樹徳グラウンド前の変則五叉路 横断歩道が消えかけている 桐生警察署へ依頼済み。

54 天沼小学校 ③市町村 市道５０１９５号線 相生町5丁目7号公園付近の道路
車道が狭い割に交通量が多い。すれ違う際に歩行者と近
く、白線も消えかかっている。

児童への注意喚起をした。
市（土木課）へ依頼済み。

55 天沼小学校 ③市町村 市道５０１３９号線 岡登緑道バス停付近の道路 植え込みが伸びすぎて見通しが悪い 市（土木課）対策済み。

56 天沼小学校 ③市町村
天沼通り　市道１－４７号
線

高木病院－山洞商店の天沼通り 歩道が狭く、白線が消えかかっている箇所がある。
児童への注意喚起をした。
市（土木課）へ依頼済み。

57 天沼小学校 ③市町村
市道５０１８８号線と市道１
－４７号線の交差点

セブンイレブン相生西店の交差点 信号待ちをしているときの待避場所が狭い
児童への注意喚起をした。
市（土木課）へ依頼済み。

58 天沼小学校 ③市町村 市道５０２５３号線 職業訓練センター付近の道路 歩道がない。
児童への注意喚起をした。
市（土木課）へ依頼済み。

59 神明小学校 ③市町村 市道1-22号線　他 ローソン広沢店交差点 横断歩道白線薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

60 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 横断歩道白線薄い。「止まれ」表示薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

61 神明小学校 ③市町村 市道３００７６号線 新井豆腐店前　交差点 「止まれ」表示薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

62 神明小学校 ③市町村 市道３００８６号線 学校西　プール側 横断歩道白線薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

63 神明小学校 ②県 桐生伊勢崎線 小黒金物店　交差点 横断歩道白線薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

64 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 路側帯白線薄い。 市（土木課）へ依頼済み。



R3.7.31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

令和３年度　通学路交通安全対策箇所一覧表

65 神明小学校 ③市町村 市道2-23号線 桐生宿から大雄院 路側帯白線薄い。 市（土木課）へ依頼済み。

66 神明小学校 ③市町村 市道2-23号線 歩道橋から桐生宿までのカーブ 路側帯白線薄い。 市（土木課）へ依頼済み。

67 神明小学校 ③市町村 市道1-22号線 ローソン広沢店から大隅印刷まで 路側帯白線薄い。 市（土木課）へ依頼済み。

68 神明小学校 ③市町村 市道2-22号線 南風（ぱいかじ）北側道路 路側帯白線薄い。 市（土木課）へ依頼済み。

69 神明小学校 ③市町村 市道2-11号線 エンドー薬局　交差点 横断歩道白線薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

70 神明小学校 ③市町村 市道1-21号線 エンドー薬局から手押し信号への道 路側帯白線薄い。 市（土木課）へ依頼済み。

71 神明小学校 ③市町村 市道2-11号線 桜木中　南交差点 横断歩道白線薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

72 神明小学校 ③市町村 市道30053号線 ステーキ「一」前道路 路側帯白線なし。 市（土木課）へ依頼済み。

73 神明小学校 ③市町村 市道1-23号線 中通り大橋南　交差点 横断歩道白線薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

74 神明小学校 ③市町村 市道1-23号線　他 神明小東上人通り交差点 横断歩道白線薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

75 神明小学校 ③市町村 市道1-23号線　他 神明小東南角交差点 横断歩道白線薄い。 桐生警察署へ依頼済み。

76 神明小学校 ①国 国道１２２ 留庵東交差点 塀が高く、左折車の見通し悪い。 児童への安全指導を行った。

77 神明小学校 ③市町村 市道1-22号線 50号高架下から岡の上団地に向かう道路 車道が狭く、交通量が多い。
児童への安全指導を行った。
市（土木課）へ依頼済み

78 神明小学校 ③市町村 市道2-11号線 広沢町二丁目交差点ゴミ置き場付近
歩道がゴミ捨て場になっており、車道に出て歩かなけ
ればならない。

児童への安全指導を行った。
市（土木課）へ依頼済み

79 新里中央小学校 ③市町村 新里町南部幹線道路 新里町南部幹線道路と市道の交差点
横断歩道がないが、交通量が多く大型車の通行もあ
り危険である。

１月２１日（金）の通学班集会を通じて児童に周知を図る。

80 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
すでに歩行者用信号が設置された。また、ガードパイ
プの設置も依頼。

歩行者用信号がついた。すでにガードパイプが設置され、対策済
み。
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81 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
歩道がなく、白線の内側では狭い。大型車の通行量
が多くかなりのスピードで走行している。

１月２１日（金）の通学班集会を通じて児童に周知を図る。

82 新里中央小学校 ③市町村 市道85313号線 ベイシアとマルエ間の北上道路
路側帯の幅の広い方に緑色の路側帯を引くことで、
安全確保できるか確認依頼。

SZ対策委員会で現地確認を依頼。
市（土木課）へ依頼済み。

83 新里中央小学校 ②県 県道梨木香林線 小林交差点～新里駅付近
ルートを変える方法も考えたが、高校生の通学ルート
と重なり危険である。

私有地との関わりがあること、また道幅の早期拡張は望めないた
め１月２１日（金）の通学班集会を通じて児童に周知を図るが、危
険である。

84 新里中央小学校 ②県 県道梨木香林線 岩崎工業前のガードレール周辺
スピードの出ている車が多く危険である。町会として
も危険を感じている場所である。

SZ対策委員会で現地の状況を報告。１月２１日（金）の通学班集会
を通じて児童に周知を図る

85 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。
児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしない指導した。ま
た、職員が危険箇所に行って指導もした。
桐生警察署へ依頼済み。

86 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 見通しが悪い。
児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないように指導し
た。
市（土木課）依頼済み。

87 新里東小学校 ③市町村 市道１－１０９号線 上毛電鉄踏切付近 路側帯の白線が薄くなってきている。
児童に歩道の白線内を１列で歩くように指導した。
市（土木課）へ依頼済み。

88 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。
児童に歩道の白線内を１列で歩くように指導した。
市（土木課）へ依頼済み。

89 新里東小学校 ③市町村
市道１－１０９号線・市道８
３０４２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。
児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないよう指導した。
桐生警察署へ依頼済み。

90 新里東小学校 ③市町村 市道１－１１０号線 鏑木十字路西側
スピードを出して走行する車両が多い。路側帯が狭
い。

児童に歩道の白線内を１列で歩くように指導した。
市（土木課）へ依頼済み。

91 新里北小学校 ③市町村 市道２－１１６ 新里町奥沢476集会所すぐ北 黄色い標識の文字が消えかかっている。 桐生警察署へ依頼済み


