
【南区】安全対策の取組状況一覧表

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 桃山台小学校（南区）
・団地の出入口にあたり、減速せずに通過す
る車があり危険なため、安全対策が必要。

・誘導線の設置 ・対策済み

2 宮山台小学校（南区）
・横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

3
・抜け道として車の通行量が多く危険なた
め、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

4
・児童が横断する際に信号機を認識しにくい
ため、安全対策が必要。

・交通安全教育を徹底 ・対策済み

5
・児童が横断する際に信号機を認識しにくい
ため、安全対策が必要。

・歩行者用信号機の設置を検討 ・対策済み

6
・歩道面が荒れており、躓く児童がいるた
め、道路舗装の補修が必要。

・道路舗装の補修 ・対策済み

7
・通り抜けていく車が多く危険なため、安全
対策が必要。

・Ｔ字路マークの塗り直し
・横断歩道の塗り直し

・対策済み
・対策済み

8
・道路幅員が狭いうえに、通り抜けていく車
が多く危険なため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

9
・通り抜けていく車が多く危険なため、安全
対策が必要。

・外側線及びグリーンベルトの塗り直し ・対策済み

10
・横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

11 泉北高倉小学校（南区）
・ガードレールの高さがないため、転落防止
柵等の安全対策が必要。

・転落防止柵の設置 ・対策済み

12
・歩道がなくトラックの通行量も多く危険な
ため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

13
・見通しのよい坂道でスピードが出やすく危
険なため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

令和５年４月１日現在

竹城台小学校（南区）

竹城台東小学校（南区）

はるみ小学校（南区）



【南区】安全対策の取組状況一覧表

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

令和５年４月１日現在

14
・道路幅員が非常に狭く車も多く抜けていき
危険なため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

15
・道路幅員が狭いうえに見通しが悪く危険な
ため、安全対策が必要。

・「とまれ」足型マークの設置 ・対策済み

16

・抜け道として、トラックの通行量も多くス
ピードを出している車も多く危険なため、安
全対策が必要。

・「スピード落とせ」路面標示の塗り直し
・「学童多し注意」巻き看板の設置
・「学童注意」路面標示の塗り直し
・減速マークを延伸する

・対策済み
・対策済み
・対策済み
・対策済み

17
・カーブが続く坂道で見通しが悪く危険なた
め、安全対策が必要。

・転落を防止するガードレール（柵）の設
置

・対策済み

18
・坂道でスピードが出やすくかつカーブして
おり危険なため、安全対策が必要。

・側溝の蓋の設置
・ガードレールの設置
・横断歩道の塗り直し

・対策済み
・対策済み
・対策済み

19
・抜け道として、トラック、車の通行量が多
く危険なため、安全対策が必要。

・「学童多し注意」巻き看板の設置
・「学童注意」路面標示の塗り直し
・横断歩道の塗り直し

・対策済み
・対策済み
・対策済み

20
・トラックなどの車も多く通行し危険なた
め、安全対策が必要。

 ・「通学路」巻き看板の設置 ・対策済み

21
・路上駐車が非常に多く、見通しが悪くなる
ため、交通指導が必要。

・交通指導を実施 ・対策済み

22
・カーブで見通しが悪いうえに、街路樹で待
機している児童が見にくく危険なため、安全
対策が必要。

・街路樹の伐採
・「横断者注意」路面標示の設置

・対策済み
・対策済み

23
・交差点において、待機している児童が見え
にくく危険なため、安全対策が必要。

・植栽の剪定と整地
・横断歩道の塗り直し

・対策済み
・対策済み

24
・横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

25
・横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

槙塚台小学校（南区）

上神谷小学校（南区）

原山ひかり小学校（南
区）



【南区】安全対策の取組状況一覧表

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

令和５年４月１日現在

26 庭代台小学校（南区）
・幹線道路で横断する際に危険なため、安全
対策が必要

・交通安全教育を徹底 ・対策済み

27
・車の通行量があり、横断するのに危険なた
め、安全対策が必要。

・「横断者注意」巻き看板の設置 ・対策済み

28
・カーブで見通しが悪いうえに車の通行量が
あり、横断するのに危険なため、安全対策が
必要。

・「横断者注意」巻き看板の設置 ・対策済み

29
・車の通り抜けが多く危険なため、安全対策
が必要。

・Ｔ字路マークの設置 ・対策済み

30
・車の通り抜けが多く危険なため、安全対策
が必要。

・「学童注意」路面標示の塗り直し
・「止まれ」停止線の塗り直し
・横断歩道の塗り直し

・対策済み
・対策済み
・対策済み

31
・大きな幹線道路沿いのため、危険を感じる
ことから安全対策が必要。

・横断防止柵の設置 ・対策済み

32
・カーブで見通しが悪いうえにスピードを出
している車が多く危険なため、安全対策が必
要。

・減速マークの設置 ・対策済み

33
・路上駐車が非常に多く、見通しが悪くなる
ため、安全対策が必要。

・取締りを実施 ・対策済み

34 新檜尾台小学校（南区）
・横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

御池台小学校（南区）

美木多小学校（南区）



整理番号１   通学路の安全点検対策箇所図 【桃山台小学校】（南区） 

 

Ｎ 団地の出入口にあたり、減速せずに通過する車があり危険

なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・誘導線の設置 

対策前 対策後 



整理番号２   通学路の安全点検対策箇所図 【宮山台小学校】（南区） 

 

Ｎ 横断歩道が薄くなっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号３   通学路の安全点検対策箇所図 【竹城台小学校】（南区） 

 

Ｎ 抜け道として車の通行量が多く危険なため、安全対策が必

要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

対策後 

対策後 

対策後 

対策後 対策後 

対策後 対策後 

対策後 



整理番号４   通学路の安全点検対策箇所図 【竹城台小学校】（南区） 

 

Ｎ 児童が横断する際に信号機を認識しにくいため、安全対策

が必要。 

【対策内容】 ・交通安全教育を徹底 



整理番号５   通学路の安全点検対策箇所図 【竹城台小学校】（南区） 

 

Ｎ 児童が横断する際に信号機を認識しにくいため、安全対策

が必要。 

【対策内容】 ・歩行者用信号機の設置を検討 

対策前 対策後 



整理番号６   通学路の安全点検対策箇所図 【竹城台東小学校】（南区） 

 

Ｎ 歩道面が荒れており、躓く児童がいるため、道路舗装の補

修が必要。 

【対策内容】 ・道路舗装の補修 

対策前 対策後 



整理番号７   通学路の安全点検対策箇所図 【竹城台東小学校】（南区） 

 

Ｎ 通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・Ｔ字路マークの塗り直し 

       ・横断歩道の塗り直し 

対策後 対策前 対策後 



整理番号８   通学路の安全点検対策箇所図 【竹城台東小学校】（南区） 

 

Ｎ 道路幅員が狭いうえに、通り抜けていく車が多く危険なた

め、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

対策後 



整理番号９   通学路の安全点検対策箇所図 【竹城台東小学校】（南区） 

 

Ｎ 通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・外側線及びグリーンベルトの塗り直し 

対策後 



整理番号１０   通学路の安全点検対策箇所図 【竹城台東小学校】（南区） 

 

Ｎ 横断歩道が薄くなっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号１１   通学路の安全点検対策箇所図 【泉北高倉小学校】（南区） 

 

Ｎ ガードレールの高さがないため、転落防止柵等の安全対策

が必要。 

【対策内容】 ・転落防止柵の設置 

対策前 対策前 対策後 対策後 



整理番号１２   通学路の安全点検対策箇所図 【はるみ小学校】（南区） 

 

Ｎ 歩道がなくトラックの通行量も多く危険なため、安全対策

が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

対策後 対策後 

対策後 



整理番号１３   通学路の安全点検対策箇所図 【はるみ小学校】（南区） 

 

Ｎ 見通しのよい坂道でスピードが出やすく危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

対策前 対策後 



整理番号１４   通学路の安全点検対策箇所図 【槇塚台小学校】（南区） 

 

Ｎ 道路幅員が非常に狭く車も多く抜けていき危険なため、安

全対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

対策後 対策前 



整理番号１５   通学路の安全点検対策箇所図 【槇塚台小学校】（南区） 

 

Ｎ 道路幅員が狭いうえに見通しが悪く危険なため、安全対策

が必要。 

【対策内容】 ・「とまれ」足型マークの設置 

対策前 対策後 



整理番号１６   通学路の安全点検対策箇所図 【上神谷小学校】（南区） 

 

Ｎ 
抜け道として、トラックの通行量も多くスピードを出して

いる車も多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「スピード落とせ」路面標示の塗り直し 

・「学童多し注意」巻き看板の設置 

・「学童注意」路面標示の塗り直し 

・減速マークを延伸する 

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１７   通学路の安全点検対策箇所図 【上神谷小学校】（南区） 

 

Ｎ カーブが続く坂道で見通しが悪く危険なため、安全対策が

必要。 

【対策内容】 ・転落を防止するガードレール（柵）の設置 

対策前 対策前 対策後 対策後 



整理番号１８   通学路の安全点検対策箇所図 【上神谷小学校】（南区） 

 

Ｎ 
坂道でスピードが出やすくかつカーブしており危険なた

め、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・側溝の蓋の設置 

       ・ガードレールの設置 

       ・横断歩道の塗り直し 

対策前 

対策前 

対策前 対策後 

対策後 

対策後 



整理番号１９   通学路の安全点検対策箇所図 【上神谷小学校】（南区） 

 

Ｎ 
抜け道として、トラック、車の通行量が多く危険なため、

安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「学童多し注意」巻き看板の設置 

・「学童注意」路面標示の塗り直し 

・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策前 対策後 対策後 

対策前 対策後 



整理番号２０   通学路の安全点検対策箇所図 【原山ひかり小学校】（南区） 

 

Ｎ トラックなどの車も多く通行し危険なため、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 



整理番号２１   通学路の安全点検対策箇所図 【原山ひかり小学校】（南区） 

 

Ｎ 路上駐車が非常に多く、見通しが悪くなるため、交通指導

が必要。 

【対策内容】 ・交通指導を実施 

交通指導 



整理番号２２   通学路の安全点検対策箇所図 【原山ひかり小学校】（南区） 

 

Ｎ 
カーブで見通しが悪いうえに、街路樹で待機している児童

が見にくく危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・街路樹の伐採 

       ・「横断者注意」路面標示の設置 

対策前 対策後 対策後 対策後 



整理番号２３   通学路の安全点検対策箇所図 【原山ひかり小学校】（南区） 

 

Ｎ 
交差点において、待機している児童が見えにくく危険なた

め、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・植栽の剪定と整地 

       ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策前 対策後 対策後 



整理番号２４   通学路の安全点検対策箇所図 【原山ひかり小学校】（南区） 

 

Ｎ 横断歩道が薄くなっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策前 対策後 対策後 



整理番号２５   通学路の安全点検対策箇所図 【原山ひかり小学校】（南区） 

 

Ｎ 横断歩道が薄くなっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策前 

対策前 

対策後 対策後 

対策後 



整理番号２６   通学路の安全点検対策箇所図 【庭代台小学校】（南区） 

 

Ｎ 幹線道路で横断する際に危険なため、安全対策が必要 

【対策内容】 ・交通安全教育を徹底 



整理番号２７   通学路の安全点検対策箇所図 【御池台小学校】（南区） 

 

Ｎ 車の通行量があり、横断するのに危険なため、安全対策が

必要。 

【対策内容】 ・「横断者注意」巻き看板の設置 

対策前 対策後 



整理番号２８   通学路の安全点検対策箇所図 【御池台小学校】（南区） 

 

Ｎ カーブで見通しが悪いうえに車の通行量があり、横断する

のに危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「横断者注意」巻き看板の設置 

対策前 対策前 対策後 対策後 



整理番号２９   通学路の安全点検対策箇所図 【御池台小学校】（南区） 

 

Ｎ 車の通り抜けが多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・Ｔ字路マークの設置 

対策後 対策後 対策後 対策後 



整理番号３０   通学路の安全点検対策箇所図 【御池台小学校】（南区） 

 

Ｎ 
車の通り抜けが多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「学童注意」路面標示の塗り直し 

・「止まれ」停止線の塗り直し 

・横断歩道の塗り直し 

対策後 

対策後 

対策後 

対策後 

対策後 対策後 



整理番号３１   通学路の安全点検対策箇所図 【美木多小学校】（南区） 

 

Ｎ 大きな幹線道路沿いのため、危険を感じることから安全対

策が必要。 

【対策内容】 ・横断防止柵の設置 

対策後 対策後 



整理番号３２   通学路の安全点検対策箇所図 【美木多小学校】（南区） 

 

Ｎ カーブで見通しが悪いうえにスピードを出している車が多

く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・減速マークの設置 

対策前 対策後 



整理番号３３   通学路の安全点検対策箇所図 【美木多小学校】（南区） 

 

Ｎ 路上駐車が非常に多く、見通しが悪くなるため、安全対策

が必要。 

【対策内容】 ・取締りを実施 



整理番号３４   通学路の安全点検対策箇所図 【新檜尾台小学校】（南区） 

 

Ｎ 横断歩道が薄くなっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策後 

対策後 

対策後 


