
整理
番号

対象小・中学校(区名) 整備依頼内容や箇所の状況等 対　応　内　容 対策状況

1 御池台小学校(南区)
・多くの児童が横断するため、車への注意喚
起の安全対策が必要。

・「横断者注意」路面標示の設置 ・対策済み

2
・道路幅が狭いため、通行する車やバイクに
対し注意喚起の安全対策が必要。

・「通学路」路面標示の設置 ・対策済み

3
・歩道がなく、車の通行量もあるため、安全
対策が必要。

・グリーンベルトの設置 ・対策済み

4 福泉中学校(西区)
・歩道がなく、車の通行量もあるため、安全
対策が必要。

・「減速」路面標示の設置
・ガードレールの撤去

・対策済み
・対策済み

5
・住宅開発に伴い児童数が増えている。登下
校時は、多くの児童が横断するため、車への
注意喚起等の安全対策が必要。

・「通学路」等注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

6
・多くの車が通り抜けていくため、待機場所
の安全確保が必要。

・単柱バリカーの設置 ・対策済み

7 日置荘小学校(東区)
・住宅開発に伴い、児童数が増えている。通
行車両が多く歩道がないため、グリーンベル
ト等の安全対策が必要。

・グリーンベルトの設置
・外側線の設置
・「通学路」等の巻き看板の設置

・対策済み
・対策済み
・対策済み

8
・通学路の変更に伴い、新通学路の安全対策
が必要。

・「通学路」巻き看板の設置 ・対策済み

9
・通学路の変更に伴い、新通学路の安全対策
が必要。

・「通学路」巻き看板の設置
・「学童注意」路面標示の塗り直し

・対策済み
・対策済み

10 若松台小学校(南区)
・下り坂で見通しが悪いにもかかわらず、ス
ピードを出して通行する車があるため、安全
対策が必要。

・見通しをよくするため、樹木の剪定 ・対策済み

11 美原北小学校(美原区)
・道路と田畑との高低差があるための転落防
止の安全対策が必要。

・転落防止柵の設置 ・対策済み

12 槙塚台小学校(南区)
・横断歩道はあるが、信号機がなく、スピー
ド出して通行する車があるため、安全対策が
必要。

・「横断者注意」路面標示の設置 ・対策済み

13 福泉中央小学校(南区)
・通り抜けの車が多く歩道もないためグリー
ンベルト、また田畑との高低差があるため転
落防止柵の安全対策が必要。

・転落防止柵の設置
・「通学路」巻き看板の設置
・グリーンベルトの設置

・対策済み
・対策済み
・対策済み

通学路における整備要望箇所への対応状況【令和２年度】　　令和５年４月１日現在

福泉小学校(西区)

金岡小学校(北区)

黒山小学校(美原区)



整理
番号

対象小・中学校(区名) 整備依頼内容や箇所の状況等 対　応　内　容 対策状況

通学路における整備要望箇所への対応状況【令和２年度】　　令和５年４月１日現在

14
・通学途中の自転車や車の通り抜けが多く、
自転車対策などの安全対策が必要。

・「横断者注意」路面標示の設置 ・対策済み

15
・通学途中の自転車や車の通り抜けが多く、
自転車対策などの安全対策が必要。

・「通学路」路面標示の設置 ・対策済み

16 三宝小学校(堺区)
・通り抜けの車が多く、歩道もないため、グ
リーンベルトの安全対策が必要。

・グリーンベルトの設置 ・対策済み

17
・車の交通量が多いため、通学路であること
の注意喚起の安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・施工済み

18
・車の交通量が多いため、通学路であること
の注意喚起の安全対策が必要。

・「通学路」巻き看板の設置 ・施工済み
八下西小学校(東区)

八田荘小学校(中区)



整理番号１   通学路の安全対策箇所図 【御池台小学校】（南区） 

 

Ｎ 多くの児童が横断するため、車への注意喚起の安全対策が

必要。 

【対策内容】 ・「横断者注意」路面標示の設置 

御池台小 

対策後 対策後 対策後 対策後 



整理番号２   通学路の安全対策箇所図 【福泉小学校】（西区） 

 

道路幅が狭いため、通行する車やバイクに対し注意喚起の

安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」路面標示の設置 

Ｎ 

対策後 対策前 

福
泉
小 

対策後 



整理番号３   通学路の安全対策箇所図 【福泉小学校】（西区） 

 

Ｎ 歩道がなく、車の通行量もあるため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・グリーンベルトの設置 

対策前 

福
泉
小 

対策後 



整理番号４   通学路の安全対策箇所図 【福泉中学校】（西区） 

 

Ｎ 歩道がなく、車の通行量もあるため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「減速」路面標示の設置 

       ・ガードレールの撤去 

対策前 対策前 

福泉中 

対策後 対策後 



整理番号５   通学路の安全対策箇所図 【金岡小学校】（北区） 

 

Ｎ 住宅開発に伴い児童数が増えている。登下校時は、多くの

児童が横断するため、車への注意喚起等の安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」等の注意喚起の巻き看板の設置 

金
岡
小 

対策前 対策後 対策前 対策後 

対策前 対策後 



整理番号６   通学路の安全対策箇所図 【金岡小学校】（北区） 

 

Ｎ 多くの車が通り抜けていくため、待機場所の安全確保が必

要。 

【対策内容】 ・単柱バリカーの設置 

金
岡
小 

対策前 対策後 



整理番号７   通学路の安全対策箇所図 【日置荘小学校】（東区） 

 

住宅開発に伴い、児童数が増えている。通行車両が多く歩

道がないため、グリーンベルト等の安全対策が必要。 

【対策内容】 ・グリーンベルトの設置 

・外側線の設置 

       ・「通学路」等の注意喚起の巻き看板の設置 

Ｎ 

日
置
荘
小 

対策前 

対策前 

対策前 

対策前 

対策後 対策後 

対策後 

対策後 



整理番号８   通学路の安全対策箇所図 【黒山小学校】（美原区） 

 

Ｎ 通学路の変更に伴い、新通学路の安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 

黒山小 

対策前 対策後 対策前 対策後 



整理番号９   通学路の安全対策箇所図 【黒山小学校】（美原区） 

 

対策前 対策後 対策前 対策後 

Ｎ 通学路の変更に伴い、新通学路の安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 

       ・「学童注意」路面標示の塗り直し 

黒山小 



整理番号１０   通学路の安全対策箇所図 【若松台小学校】（南区） 

 

Ｎ 下り坂で見通しが悪いにもかかわらず、スピードを出して

通行する車があるため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・見通しをよくするため、樹木の剪定 

若松台小 

対策前 対策後 



整理番号１１   通学路の安全対策箇所図 【美原北小学校】（美原区） 

 

Ｎ 道路と田畑との高低差があるための転落防止の安全対策が

必要。 

【対策内容】 ・転落防止柵の設置 

美原北小 対策前 対策後 対策後 



整理番号１２   通学路の安全対策箇所図 【槙塚台小学校】（南区） 

 

Ｎ 横断歩道はあるが、信号機がなく、スピード出して通行す

る車があるため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「横断者注意」路面標示の設置 

槙塚台小 

対策前 対策後 対策後 



整理番号１３   通学路の安全対策箇所図 【福泉中央小学校】（南区） 

 

Ｎ 通り抜けの車が多く歩道もないためグリーンベルト、また

田畑との高低差があるため転落防止柵の安全対策が必要。 

【対策内容】 ・グリーンベルトの設置 

       ・転落防止柵の設置 

       ・「通学路」巻き看板の設置 

福泉中央小 

対策前 

対策前 

対策前 対策後 対策後 

対策後 



整理番号１４   通学路の安全対策箇所図 【八田荘小学校】（中区） 

 

Ｎ 通学途中の自転車や車の通り抜けが多く、自転車対策など

の安全対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の路面標示の設置 

八田荘小 

対策前 

対策前 対策前 対策後 対策後 



整理番号１５   通学路の安全対策箇所図 【八田荘小学校】（中区） 

 

Ｎ 通学途中の自転車や車の通り抜けが多く、自転車対策など

の安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」路面標示の設置 

対策前 対策後 対策後 対策前 



整理番号１６   通学路の安全対策箇所図 【三宝小学校】（堺区） 

 

Ｎ 通り抜けの車が多く、歩道もないため、グリーンベルトの

安全対策が必要。 

【対策内容】 ・グリーンベルトの設置 

三宝小 

対策前 対策後 



整理番号１７   通学路の安全対策箇所図 【八下西小学校】（東区） 

 

Ｎ 車の交通量が多いため、通学路であることの注意喚起の安

全対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

八下西小 

対策前 対策後 対策後 



整理番号１８   通学路の安全対策箇所図 【八下西小学校】（東区） 

 

Ｎ 車の交通量が多いため、通学路であることの注意喚起の安

全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 

対策前 対策後 

八下西小 


