
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 向丘小学校（西区）
・抜け道として車の交通量が多く、当該交差
点はすぐ南側がカーブで見通しが悪く危険な
ため、安全対策が必要。

・注意喚起の看板の設置
・交差点マークの強調化

・対策済み
・対策済み

2 福泉中央小学校（南区）
・近くに児童が渡る横断歩道があるが、緩や
かなカーブが続き、見通しが悪く危険なた
め、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

3 登美丘西小学校（東区）
・路上駐車が多く、児童が車を避けて通行す
ると対向車と接触する危険性があるため、安
全対策が必要。

・外側線及びグリーンベルトの設置
・ポストコーンの設置

・対策済み
・対策済み

4
・多くの児童が登下校している道路である
が、抜けて行く車も多く危険なため、安全対
策が必要。

・「通学路」巻き看板の設置 ・対策済み

5
・多くの児童が登下校している道路である
が、抜けて行く車も多く危険なため、安全対
策が必要。

・「学童注意」路面表の塗り直し ・対策済み

6
・多くの児童が登下校している道路である
が、抜けて行く車も多く危険なため、安全対
策が必要。

・「通学路」巻き看板の設置 ・対策済み

7
・多くの児童が登下校している道路である
が、抜けて行く車も多く危険なため、安全対
策が必要。

・「通学路」巻き看板の設置 ・対策済み

8
・多くの児童が登下校している道路である
が、抜けて行く車も多く危険なため、安全対
策が必要。

・「通学路」巻き看板の設置
・交差点マークと停止指導線の塗り直し

・対策済み
・対策済み

9
・多くの児童が登下校している道路である
が、抜けて行く車も多く危険なため、安全対
策が必要。

・外側線の引き直し
・「学童注意」路面標示の塗り直し

・対策済み
・対策済み

10
・自転車との接触の危険があるため、安全対
策が必要。

・「とまれ」足型マークの設置
・「学童横断注意」巻き看板の設置

・対策済み
・対策済み

11
・通学路に急な進入の仕方をする車があり、
横断中の児童が危険なため、安全対策が必
要。

・ポストコーンの設置 ・対策済み

12 白鷺小学校（東区）
・道路幅員が非常に狭いにもかかわらず対面
通行が可能であり車との接触の危険性がある
ため、安全対策が必要。

・「速度落せ」路面標示の塗り直し
・交差点マークの塗り直し

・対策済み
・対策済み

13
さつき野小学校（美原
区）

・幹線道路への抜け道として交通量が多く危
険なため、安全対策が必要。

・減速マークの塗り直し
・「カーブ注意」路面標示の塗り直し

・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３年度】　　令和５年４月１日現在

金岡小学校（北区）
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通学路における整備要望箇所への対応状況【令和３年度】　　令和５年４月１日現在

14
・幹線道路への抜け道として交通量が多く危
険なため、安全対策が必要。

・ストップ横断歩道の設置
・「交差点注意」路面標示の塗り直し

・対策済み
・対策済み

15
・幹線道路への抜け道として交通量が多く危
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

16
・通学路の変更に伴い、新たな経路に対して
も安全対策が必要。

・「学童注意」路面標示の設置
・「とまれ」足型マークの設置

・対策済み
・対策済み

17
・通学路の変更に伴い、新たな経路に対して
も安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

18 新湊小学校（堺区）
・幹線道路への抜け道として交通量が多く危
険なため、安全対策が必要。

・「通学路」路面標示の設置
・迷惑駐車への啓発看板の設置

・対策済み
・対策済み

19 浜寺東小学校（西区）
・路上駐車が多く、また抜け道として車もよ
く通り危険なため、安全対策が必要。

・外側線及びグリーンベルトの設置 ・対策済み

20 野田小学校（東区）
・朝は集団登校で非常に多くの児童が固まっ
て道路を通行するため、車両との接触の危険
性があり、安全対策が必要。

・「通学路」路面標示の設置
・「通学路」巻き看板の設置

・対策済み
・対策済み

上野芝小学校（西区）

さつき野小学校（美原
区）



整理番号１   通学路の安全点検対策箇所図 【向丘小学校】（西区） 

 

Ｎ 抜け道として車の交通量が多く、当該交差点はすぐ南側が

カーブで見通しが悪く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の看板の設置 

       ・交差点マークの強調化 

向丘小 

対策前 対策後 

対策後 



整理番号２   通学路の安全対策箇所図 【福泉中央小学校】（南区） 

 

Ｎ 近くに児童が渡る横断歩道があるが、緩やかなカーブが続

き、見通しが悪く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の看板の設置 

福泉中央小 

対策後 対策後 



整理番号３   通学路の安全対策箇所図 【登美丘西小学校】（東区） 

 

Ｎ 路上駐車が多く、児童が車を避けて通行すると対向車と接

触する危険性があるため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・外側線及びグリーンベルトの設置 

       ・ポストコーンの設置 

登美丘西小 

対策前 対策後 対策前 対策後 



整理番号４   通学路の安全対策箇所図 【金岡小学校】（北区） 

 

Ｎ 多くの児童が登下校している道路であるが、抜けて行く車

も多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 

対策前 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 多くの児童が登下校している道路であるが、抜けて行く車

も多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「学童注意」路面標示の塗り直し 

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） 

 

対策前 対策後 

Ｎ 多くの児童が登下校している道路であるが、抜けて行く車

も多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 



整理番号７   通学路の安全対策箇所図 【金岡小学校】（北区） 

 

Ｎ 

対策前 対策後 

多くの児童が登下校している道路であるが、抜けて行く車

も多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 



整理番号８   通学路の安全対策箇所図 【金岡小学校】（北区） 

 

対策前 対策前 対策後 対策後 

Ｎ 多くの児童が登下校している道路であるが、抜けて行く車

も多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 

       ・交差点マークと停止誘導線の塗り直し 



整理番号９   通学路の安全対策箇所図 【金岡小学校】（北区） 

 

対策前 対策前 

Ｎ 

対策後 対策後 

多くの児童が登下校している道路であるが、抜けて行く車

も多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・外側線の塗り直し 

       ・「学童注意」路面標示の塗り直し 



整理番号１０   通学路の安全対策箇所図 【金岡小学校】（北区） 

 

Ｎ 

対策前 対策前 対策後 対策後 

自転車との接触の危険があるため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「とまれ」足型マークの設置 

       ・「学童横断注意」巻き看板の設置 



整理番号１１   通学路の安全対策箇所図 【金岡小学校】（北区） 

 

通学路に急な進入の仕方をする車があり、横断中の児童が

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 

Ｎ 

対策前 対策後 



整理番号１２   通学路の安全対策箇所図 【白鷺小学校】（東区） 

 

Ｎ 
道路幅員が非常に狭いにもかかわらず対面通行が可能であ

り車との接触の危険性があるため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「速度落せ」路面標示の塗り直し 

       ・交差点マークの塗り直し 

対策前 対策後 対策後 対策後 

対策後 

対策後 

対策後 



整理番号１３   通学路の安全対策箇所図 【さつき野小学校】（美原区） 

 

Ｎ 
幹線道路への抜け道として交通量が多く危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・減速マークの設置 

       ・「カーブ注意」路面標示の塗り直し 

対策前 

対策前 

対策後 

対策後 



整理番号１４   通学路の安全対策箇所図 【さつき野小学校】（美原区） 

 

対策前 

Ｎ 幹線道路への抜け道として交通量が多く危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・ストップ横断歩道の設置 

       ・「交差点注意」路面標示の塗り直し 

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 【さつき野小学校】（美原区） 

 

Ｎ 幹線道路への抜け道として交通量が多く危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 

対策後 



整理番号１６   通学路の安全対策箇所図 【上野芝小学校】（西区） 

 

Ｎ 通学路の変更に伴い、新たな経路に対しても安全対策が必

要。 

【対策内容】 ・「学童注意」路面標示の設置 

       ・「とまれ」足型マークの設置 

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   通学路の安全対策箇所図 【上野芝小学校】（西区） 

 

対策後 対策後 

通学路の変更に伴い、新たな経路に対しても安全対策が必

要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

Ｎ 



整理番号１８   通学路の安全対策箇所図 【新湊小学校】（堺区） 

 

Ｎ 幹線道路への抜け道として交通量が多く危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」路面標示の設置 

       ・迷惑駐車への啓発看板の設置 

対策前 対策前 

対策前 

対策後 対策後 

対策後 



整理番号１９   通学路の安全対策箇所図 【浜寺東小学校】（西区） 

 
Ｎ 路上駐車が多く、また抜け道として車もよく通り危険なた

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設置 

対策前 対策後 



整理番号２０   通学路の安全対策箇所図 【野田小学校】（東区） 

 
Ｎ 朝は集団登校で非常に多くの児童が固まって道路を通行す

るため、車両との接触の危険性があり、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」路面標示の設置 

       ・「通学路」巻き看板の設置 

対策前 対策前 対策後 対策後 


