
【堺区】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 市小学校（堺区）
・人通りが少なく、スピードを出して通過す
る車が多く危険なため、安全対策が必要。

・注意喚起の看板の設置
・雑草の除草

・対策済み
・対策済み

2
・交通量の多い幹線道路でトラックなどの大
型車の通行も多く危険なため、交通安全指導
が必要

・登下校指導など交通安全教育を徹底 ・対策済み

3
・抜け道として、トラックなどの大型車の通
行も多く危険なため、安全対策が必要

・「通学路」路面標示の設置 ・対策済み

4
・抜け道として、車の通行も多く危険なた
め、安全対策が必要。

・「とび出し注意」路面標示の塗り直し ・対策済み

5
・交通規制がかかっている道路にもかかわら
ず、登校時間中に通過する車があり、取り締
まる必要がある。

・取締りを実施 ・対策済み

6
・横断歩道が消えてしまっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

7
・トラックなどの大型車両の通行も多く危険
なため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置
・「減速」路面標示の設置

・対策済み
・対策済み

8
・抜け道として、トラックなどの大型車両の
通行も多く危険なため、安全対策が必要。

・「とまれ」足型マークの設置
・横断歩道の塗り直し

・対策済み
・対策済み

9
・駐停車禁止路側帯が消えてしまっている。 ・駐停車禁止路側帯の引き直し ・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
・横断歩道が消えてしまっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

12
・横断歩道が消えてしまっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

13 錦小学校（堺区）
・駐停車禁止路側帯が消えてしまっている。 ・駐停車禁止路側帯の引き直し ・対策済み

令和５年４月１日現在

錦綾小学校（堺区）



【堺区】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 英彰小学校（堺区）
・歩道橋を降りてきた児童が自転車と接触し
そうになることがあり危険なため、安全対策
が必要。

・ポストコーンの設置 ・対策済み

15

・グリーンベルト上に駐車する車があり危険
なため、安全対策が必要。

・迷惑駐車防止の注意喚起看板の設置
・駐停車禁止路側帯の引き直し
・「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
・対策済み

16
・抜け道として通過交通が多く危険なため、
安全対策が必要。

・「とび出し注意」路面標示の塗り直し
・外側線の引き直し
・「通学路」巻き看板の設置

・対策済み
・対策済み
・対策済み

17
・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

18
・通行量が非常に多く、また子どもの飛び出
しの危険性があるため、安全対策が必要。

・「減速」路面標示の設置 ・対策済み

19
・抜け道として、通過交通が多く危険なた
め、安全対策が必要。

・「通学路」・注意喚起の巻き看板の設置
・「通学路」路面標示の設置
・外側線の引き直し

・対策済み
・対策済み
・対策済み

20
・「止まれ」停止線が消えてしまっている。 ・「止まれ」停止線の塗り直し ・対策済み

21
・「止まれ」停止線が消えてしまっている。 ・「止まれ」停止線の塗り直し ・対策済み

22
・「止まれ」停止線が消えてしまっている。 ・「止まれ」停止線の塗り直し ・対策済み

23
・抜け道として通過交通が多く危険なため、
安全対策が必要。

・「速度落せ」路面標示の塗り直し
・「通学路」巻き看板の設置

・対策済み
・対策済み

24
・歩道橋の階段の滑り止めがぼろぼろになっ
ており、児童が躓く危険性があるため、安全
対策が必要。

・滑り止めの補修 ・対策済み

25 大仙小学校（堺区）
・通学路に入ってくる道路にある「止まれ」
停止線が消えてしまっている。

・「止まれ」停止線の塗り直し ・対策済み

少林寺小学校（堺区）

新湊小学校（堺区）



【堺区】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
スピードを落とさず通過する車があり、飛び
出したりしないよう、交通安全指導をする必
要がある。

・登下校指導など交通安全教育を徹底 ・対策済み

27

・正門前で児童が集約される場所であるが、
抜け道として、通過交通が多く危険なため、
安全対策が必要。

・「速度落せ」路面標示の設置
・外側線の引き直し
・「対向車注意」路面標示の塗り直し
・速度標示の設置

・対策済み
・対策済み
・対策済み
・対策済み

28
・歩道橋を降りてきた児童と自転車が接触す
る危険性があるため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

神石小学校（堺区）



整理番号１   通学路の安全点検対策箇所図 【市小学校】（堺区） 

 

Ｎ 人通りが少なく、スピードを出して通過する車が多く危険

なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の看板の設置 

       ・雑草の除草 

対策前 対策後 対策後 



整理番号２   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ 交通量の多い幹線道路でトラックなどの大型車の通行も多

く危険なため、交通安全指導が必要 

【対策内容】 ・登下校指導など交通安全教育を徹底 



整理番号３   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ 抜け道として、トラックなどの大型車の通行も多く危険な

ため、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 



整理番号４   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ 抜け道として、車の通行も多く危険なため、安全対策が必

要。 

【対策内容】 ・「とび出し注意」路面標示の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号５   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ 交通規制がかかっている道路にもかかわらず、登校時間中

に通過する車があり、取り締まる必要がある。 

【対策内容】 ・取締りを実施 



整理番号６   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ 横断歩道が消えてしまっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号７   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ トラックなどの大型車両の通行も多く危険なため、安全対

策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

       ・「減速」路面標示の設置 

対策後 対策後 



整理番号８   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ 抜け道として、トラックなどの大型車両の通行も多く危険

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 

・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９   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ 駐停車禁止路側帯が消えてしまっている。 

【対策内容】 ・駐停車禁止路側帯の引き直し 

対策前 対策後 



整理番号１０   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

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 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ 横断歩道が消えてしまっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号１２   通学路の安全点検対策箇所図 【錦綾小学校】（堺区） 

 

Ｎ 横断歩道が消えてしまっている。 

【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１３   通学路の安全点検対策箇所図 【錦小学校】（堺区） 

 

Ｎ 駐停車禁止路側帯が消えてしまっている。 

【対策内容】 ・駐停車禁止路側帯の引き直し 

対策前 対策後 



整理番号１４   通学路の安全点検対策箇所図 【英彰小学校】（堺区） 

 

Ｎ 歩道橋を降りてきた児童が自転車と接触しそうになること

があり危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・ポストコーンの設置 

対策前 対策後 



整理番号１５   通学路の安全点検対策箇所図 【新湊小学校】（堺区） 

 

Ｎ グリーンベルト上に駐車する車があり危険なため、安全対

策が必要。 

【対策内容】 ・迷惑駐車防止の注意喚起看板の設置 

・駐停車禁止路側帯の引き直し 

・「止まれ」停止線の塗り直し 

・横断歩道の塗り直し 

対策後 

対策前 

対策後 対策前 対策前 対策後 

対策後 



整理番号１６   通学路の安全点検対策箇所図 【新湊小学校】（堺区） 

 

Ｎ 抜け道として通過交通が多く危険なため、安全対策が必

要。 

【対策内容】 ・「とび出し注意」路面標示の塗り直し 

       ・外側線の引き直し 

       ・「通学路」巻き看板の設置 

対策後 対策前 

対策前 対策後 

対策後 



整理番号１７   通学路の安全点検対策箇所図 【新湊小学校】（堺区） 

 

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１８   通学路の安全点検対策箇所図 【新湊小学校】（堺区） 

 

Ｎ 通行量が非常に多く、また子どもの飛び出しの危険性があ

るため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「減速」路面標示の設置 

対策後 対策後 



整理番号１９   通学路の安全点検対策箇所図 【少林寺小学校】（堺区） 

 

Ｎ 抜け道として、通過交通が多く危険なため、安全対策が必

要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 

       ・注意喚起の巻き看板の設置 

       ・「通学路」路面標示の設置 

       ・外側線の引き直し 

対策前 

対策前 対策後 

対策後 

対策前 

対策前 対策後 

対策後 



整理番号２０   通学路の安全点検対策箇所図 【少林寺小学校】（堺区） 

 

Ｎ 「止まれ」停止線が消えてしまっている。 

【対策内容】 ・「止まれ」停止線の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号２１   通学路の安全点検対策箇所図 【少林寺小学校】（堺区） 

 

Ｎ 「止まれ」停止線が消えてしまっている。 

【対策内容】 ・「止まれ」停止線の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号２２   通学路の安全点検対策箇所図 【少林寺小学校】（堺区） 

 

Ｎ 「止まれ」停止線が消えてしまっている。 

【対策内容】 ・「止まれ」停止線の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号２３   通学路の安全点検対策箇所図 【少林寺小学校】（堺区） 

 

Ｎ 抜け道として通過交通が多く危険なため、安全対策が必

要。 

【対策内容】 ・「速度落せ」路面標示の塗り直し 

       ・「通学路」巻き看板の設置 

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 【少林寺小学校】（堺区） 

 

Ｎ 歩道橋の階段の滑り止めがぼろぼろになっており、児童が

躓く危険性があるため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・滑り止めの補修 

 

対策前 対策後 



整理番号２５   通学路の安全点検対策箇所図 【大仙小学校】（堺区） 

 

Ｎ 通学路に入ってくる道路にある「止まれ」停止線が消えて

しまっている。 

【対策内容】 ・「止まれ」停止線の塗り直し 

対策後 

対策後 

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２６   通学路の安全点検対策箇所図 【神石小学校】（堺区） 

 

Ｎ スピードを落とさず通過する車があり、飛び出したりしな

いよう、交通安全指導をする必要がある。 

【対策内容】 ・登下校指導など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 【神石小学校】（堺区） 

 

Ｎ 正門前で児童が集約される場所であるが、抜け道として、

通過交通が多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「速度落せ」路面標示の設置 

・外側線の引き直し 

・「対向車注意」路面標示の塗り直し 

・速度標示の設置 

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２８   通学路の安全点検対策箇所図 【神石小学校】（堺区） 

 

Ｎ 歩道橋を降りてきた児童と自転車が接触する危険性がある

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 


