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参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 玉緒小学校 平成３０年７月３日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、都市整備部（道路課、広域事業推進課）、教育総務課、玉緒小学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

尻無町 横断がわかるような対策、歩道設置

路　線　名 要望理由

市道妙法寺今堀線
交通量の多い狭い道路の通行が非常に危険。特にグリーンベルトが途中で途切
れ、歩道側に渡るため道路の途中で横断しなければならない。

通学児童数 備　考

約５０名 看板配付、足形マーク設置の対策実施済。ＳＧ立ち番、通学路指導を随時実施。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

その他 今後、圃場整備が行われる予定であり、その際に同時に整備する方針。

東近江土木事務所

東近江市 歩道の整備 未定

東近江市教育委員会

通学路
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参加者

備考

東近江市教育委員会

その他

東近江土木事務所

東近江市
玉緒コミュニティセンター敷地改良による歩行者溜まりの
拡幅

完了

交差点の斜め横断は行わない。

東近江警察署

路　線　名 要望理由

県道高木八日市線
市道大森８号線、市道大森９号線

信号待ち溜まりが狭いため、道路へはみ出す危険性がある。

通学児童数 備　考

約９０名 通勤時間帯は押しボタン信号の影響で渋滞が発生している。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

大森町 歩行者たまりの改善、交差点の斜め横断

東近江市通学路点検詳細票 玉緒小学校 平成２７年７月６日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、広域事業推進課、教育総務課、玉緒小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

通学路

対策前

対策後
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参加者

備考

東近江土木事務所 交差点巻き込み部の区画線を改修 完了

東近江市 信号機近くの樹木伐採により視界を確保 完了

東近江市教育委員会 看板の移設 完了

その他

東近江警察署 交番駐在員による立ち番実施 完了

路　線　名 要望理由

県道高木八日市線 県道高木八日市線がひばり通りにつながり、交通量が増加し危険。

通学児童数 備　考

約４０名
以前、４０km制限は制限をかけるだけの理由がないため出来ないと回答済。昨年までの対
策として看板の交換を実施。平成２７年３月に自動車×小学生の接触事故発生。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

瓜生津町～下二俣町
速度制限（４０㎞規制）、路面標示、押しボタン信号が見えるような措置、
警察官による立ち番実施

東近江市通学路点検詳細票 玉緒小学校 平成２７年６月１８日(木)

市長、東近江警察署長、東近江土木事務所長、教育長、玉緒小学校長、他各関係機関

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

通学路
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参加者

備考

当該路線の東西に街灯付きの路線があるため、設置は出来ない。

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

東近江市通学路点検詳細票 玉緒小学校 平成２６年１０月２日(木)

道路河川課、教育総務課、玉緒小学校

大森町 街灯の設置

路　線　名 要望理由

里道 街灯がなく秋から冬にかけて高学年が帰る時間帯は薄暗くなり危険。

通学児童数 備　考

約５名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

東近江土木事務所

東近江市

東近江市教育委員会

その他

通学路
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参加者

備考

その他

東近江市 道路改良・歩道の設置 未定

東近江市教育委員会

東近江警察署

東近江土木事務所

通学児童数 備　考

約６０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

沖野五丁目、尻無町 歩道の設置

路　線　名 要望理由

市道東沖野尻無線 歩道のない道路を迂回して通学しているため危険。

住所及び個所名 要望内容

東近江市通学路点検詳細票 玉緒小学校 平成２６年１０月２日(木)

道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真通学路通学路
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参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 玉緒小学校 平成２８年７月１９日（火）

東近江警察署、道路河川課、管理課、教育総務課、玉緒小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

尻無町 交差点部の安全対策（赤丸部）、通学路と分かるような対策

路　線　名 要望理由

市道尻無大森線
交差点の道幅がほぼ同じで道路の優先順位がなく、交通事故が毎年のように発
生しており危険。また、カナフレックス方面への抜け道として利用もされており危
険。

通学児童数 備　考

約６０名
平成２７年度には児童の登校時間帯に事故が発生し、児童が巻き込まれる可能
性があった。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署
現在の交通量では一時停止の設置は困難であり、かつ、
標識の立て位置が確保できない。

―

その他

東近江土木事務所

東近江市 交差点表示の設置、路側帯のカラー舗装、停止線の設置 完了

東近江市教育委員会 路側帯のカラー舗装 完了

通学路通学路

対策前

対策後
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参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 玉緒小学校 平成２８年７月１９日（火）

東近江警察署、道路河川課、管理課、教育総務課、玉緒小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

大森町 交差点部の安全対策

路　線　名 要望理由

市道大森８号線
市道裏山線

自転車優先道路と交差しているが、建物により死角が多く見通しが悪く危険。

通学児童数 備　考

約１０名 平成２７年度に中学生と自動車の接触事故あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江市教育委員会 看板の設置 未定

その他

東近江警察署 横断歩道の補修 未定

東近江土木事務所

東近江市 路面標示、区画線の補修 未定

通学路
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参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 御園小学校 平成２７年６月１０日（水）

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、御園小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図位置図位置図位置図 現況写真現況写真現況写真現況写真通学路通学路

備考備考備考備考

五智町 通行制限、速度制限、足型マークの補修、横断歩道の補修

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

東近江警察署 横断歩道の補修 完了

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名 要望理由要望理由要望理由要望理由

市道旧八風街道３号線
市道御園小学校線

見通しの悪い交差点で、抜け道として利用する車が多く危険である。

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考

約９０名
毎朝教師が立ち番を実施。例年、通行制限は困難と回答。過去の点検により車両
進入抑制策（クッションドラム設置）、横断歩道、足型マーク補修を実施済。

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

その他

東近江土木事務所

東近江市 車両進入抑制のためのガードレール及びガードパイプ設置 完了

東近江市教育委員会 足型マーク補修 完了

通行制限は侵入抑制対策を講じたので、その検証が行われてから検討。また、現在３０km/hの
速度制限規制をしており、これ以上の速度規制はない。速度抑制策(路面に縁石設置)は振動、その他 速度制限規制をしており、これ以上の速度規制はない。速度抑制策(路面に縁石設置)は振動、
騒音など、近隣住民への影響が大きいため難しい。
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参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 御園小学校 平成２６年９月２２日(月)

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図位置図位置図位置図 現況写真現況写真現況写真現況写真通学路

備考備考備考備考

東近江土木事務所

東近江市

東近江市教育委員会

約２０名 朝は保護者が立ち番を実施。以前より信号の設置は困難と回答。

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

東近江警察署

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

林田町 信号機の設置

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名 要望理由要望理由要望理由要望理由

国道４２１号 交通量が多く、スピードを出している車が多いため横断する時に危険。

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考

その他 信号機設置には、国が示す信号機設置基準に合致させる必要がある。
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参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 御園小学校 平成２８年５月２３日（月）

市長、東近江警察署長、東近江土木事務所長、教育長、御園小学校長、他各関係機関

位置図位置図位置図位置図 現況写真現況写真現況写真現況写真通学路通学路

備考備考備考備考

信号機設置には、国が示す信号機設置基準に合致させる必要がある。

東近江市 車両速度減速対策の実施 未定

東近江市教育委員会 車両速度減速対策の実施 未定

東近江警察署

東近江土木事務所

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考

約３００名 過去に、パトライトの位置とセンサー位置修正、横断歩道の補修を実施済。

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

中小路町 交差点の交通安全対策

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名 要望理由要望理由要望理由要望理由

市道中小路川原線
市道中小路妙法寺線

見通しの悪い交差点であり交通量も多く安全設備はあるが見直す必要がある。集
団下校時は道路に児童があふれるため危険。

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

その他
信号機設置には、国が示す信号機設置基準に合致させる必要がある。
車両速度減速対策として、市道中小路川原線に対し、狭さくの社会実験を平成２８年６月～７月
に実施。その後、地元協議の結果、狭さくを設置しないと決まった。
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参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 御園小学校 平成２９年６月１５日（木）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、御園小学校

位置図位置図位置図位置図 現況写真現況写真現況写真現況写真通学路

備考備考備考備考

東近江市教育委員会

東近江市 トンネル内の排水は構造上の課題が多く、難しい ―

東近江土木事務所

東近江警察署
当該路線の一方通行の規制は、生活道路となっているた
め難しい

―

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名 要望理由要望理由要望理由要望理由

市道国立病院線
蛍光灯が4つ中2つしかついていない。トンネル内に水がたまりやすく、さらに出入り
口付近では車の雨水が児童にかかる。

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考

約１５名 学校の先生による見守り活動。以前に民生委員より防犯面での相談あり。

五智町 名神高架下の安全対策

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

その他
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参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 御園小学校 令和元年７月２９日（月）

道路課、教育総務課

位置図位置図位置図位置図 現況写真現況写真現況写真現況写真通学路通学路

備考備考備考備考

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

林田町 グリーンベルトの設置

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名 要望理由要望理由要望理由要望理由

市道旧八風街道３号線 登校時間帯を中心に国道の抜け道として通行する車が多いが、道幅が狭く歩道もないため。

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考

約４０名

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

東近江警察署

その他

東近江土木事務所

東近江市 グリーンベルトの設置 未定

東近江市教育委員会

その他
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参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 八日市南小学校 平成２８年７月１１日（月）

東近江警察署、道路河川課、管理課、教育総務課、八日市南小学校

位置図位置図位置図位置図 現況写真現況写真現況写真現況写真通学路

対策前

対策後

備考備考備考備考

東近江土木事務所

東近江市 交差点改良 完了

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 随時

要望理由要望理由要望理由要望理由

市道上中緑町小今線
市道建部北金屋尻無線

変則的な交差点で視認しにくいため危険。道路改良中の路線で、道路が広くなり右
左折する車両が増えたため横断時に危険。

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考

約３０名 保護者が交代で立ち番を実施。

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

春日町 信号機の設置

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

東近江警察署 信号機の設置 完了

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名

その他
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参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 八日市南小学校 平成２６年９月１１日(木)

東近江警察署、道路河川課、教育総務課

位置図位置図位置図位置図 現況写真現況写真現況写真現況写真通学路通学路

対策後

対策前

備考備考備考備考

聖徳町 路側帯カラー舗装、止まれの補修

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名 要望理由要望理由要望理由要望理由

市道上中緑町小今線
市道聖徳中学校線

八日市南校前の道路が広くなり､その先へ抜けてゆく通行量が増えた。中にはス
ピードを出している車もあるため危険。

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

東近江警察署 止まれの補修 完了

東近江土木事務所

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考

各路線約1０名 保護者が交代で立ち番を実施。

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

東近江市 交差点マークの設置 完了

東近江市教育委員会

市道上中緑町小今線：今後道路改良を行う予定のため舗装はしない。
その他

市道上中緑町小今線：今後道路改良を行う予定のため舗装はしない。
市道聖徳中学校線：交通量調査実施した結果、交通量少なく、現段階では設置見送り。



6

参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 八日市南小学校 平成２７年６月１０日（水）

道路河川課、教育総務課、八日市南小学校

位置図位置図位置図位置図 通学路

備考備考備考備考

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

聖徳町、聖和町、
沖野二丁目、ひばり丘町

歩道の設置

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名 要望理由要望理由要望理由要望理由

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

東近江警察署

市道上中緑町小今線 道路幅員が狭隘かつ交通量が多いため危険である。

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考

約１００名

東近江市
（都）小今建部上中線（聖徳工区）の供用による通学路の
集約化を図る。平成２７年度に市道建部北金屋尻無線交
差部から工事着手開始している。

平成２７年度～
平成３０年度

東近江市教育委員会

東近江土木事務所

その他



7

参加者

平成２７年６月１０日(水)八日市南小学校東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票

現況写真現況写真現況写真現況写真位置図位置図位置図位置図

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、八日市南小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

通学路

備考備考備考備考

要望内容要望内容要望内容要望内容住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名

約４０名

備　考備　考備　考備　考通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数

八日市南校前の道路が広くなり､その先へ抜けてゆく通行量が増えた。中にはス
ピードを出している車もあるため危険。

市道上中緑町小今線
市道沖野６号線～９号線

要望理由要望理由要望理由要望理由路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名

路側帯カラー舗装聖徳町

東近江土木事務所

東近江警察署

対策時期対策時期対策時期対策時期点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）事業主体事業主体事業主体事業主体

東近江市教育委員会

東近江市

市道上中緑町小今線は現在道路改良工事中であること、市道沖野９号線の一部は通学路でな
その他

市道上中緑町小今線は現在道路改良工事中であること、市道沖野９号線の一部は通学路でな
いことから、路側帯カラー舗装は見送り。



8

参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 八日市南小学校 平成２９年５月１５日（月）

市長、東近江警察署、東近江土木事務所、教育長、八日市南小学校　ほか各関係機関

位置図位置図位置図位置図 現況写真現況写真現況写真現況写真通学路

対策前

対策後

備考備考備考備考

その他

東近江土木事務所

東近江市

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 完了

信号機柱の移設は出来ない。要望があれば足型マークの設置も検討。

約１５０人 信号の柱の周りに橙色の柵を設置している。

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

東近江警察署 押しボタン信号のボタン位置改良 完了

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

沖野２丁目、沖野３丁目 押しボタン信号位置の改善（滋賀トヨペット側）

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名 要望理由要望理由要望理由要望理由

市道芝原野村線
市道沖野７号線

押しボタン信号機のうち1本だけが道路に大きくはみ出しており、子どもが押しボタ
ンを押しに出る際に通過する車との距離が狭いため危険。

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考

その他 信号機柱の移設は出来ない。要望があれば足型マークの設置も検討。



9

参加者

東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票東近江市通学路点検詳細票 八日市南小学校 令和元年９月１０日（火）

東近江警察署、道路課、幼児施設課、教育総務課

位置図位置図位置図位置図 現況写真現況写真現況写真現況写真通学路

備考備考備考備考

その他

東近江土木事務所

東近江市 車両用防護柵の設置 未定

東近江市教育委員会

１７３名

事業主体事業主体事業主体事業主体 点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等）点検結果（対策等） 対策時期対策時期対策時期対策時期

東近江警察署

住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名住所及び個所名 要望内容要望内容要望内容要望内容

沖野４丁目 交差点の安全対策

路　線　名路　線　名路　線　名路　線　名 要望理由要望理由要望理由要望理由

市道建部北金屋尻無線 交通量が多く車両の事故に児童が巻き込まれる危険性がある

通学児童数通学児童数通学児童数通学児童数 備　考備　考備　考備　考



5

参加者

備考

東近江市教育委員会
通学路変更を示唆（青線部。数十メートル遠回りになるものの、国
道４２１号まで出るまでの道は車両通行量は少なく安全確保が出
来る可能性大。警察、県土木も同意見。）

完了

その他

東近江土木事務所
交差点明示もしており、これ以上の対策は難しい。路側帯カラー
舗装は歩道設置されている道路には設置しない。

―

東近江市 昭和町交差点付近に路側帯カラー舗装、ポストコーンの設置 完了

学校、アドバイザー：通学路変更について、安全面では点線部の方が現在の通学路より優れていると思う
が、変更は困難と考えている。（中野コミセン周辺が道路改良される前は青線部付近を通学路としていた
が、従前の通学路に戻すのは保護者の同意が取れない可能性が高いとのこと。）

東近江警察署
横断歩道の設置は難しい。近くに信号機交差点もあるため、そち
らを横断したほうが安全。歩行者信号青の時間延長は交通への
影響が大きいためこれ以上できない。

―

路　線　名 要望理由

主要地方道彦根八日市甲西線
市道中野四ツ辻線

歩道の反対側の児童は一旦昭和町信号交差点まで行き横断している。交通量の
多い道路の路側帯を歩くのは危険。

通学児童数 備　考

約１００名
（対象児童は１０名程度）

過去に、歩道設置、昭和町交差点の歩行者信号の時間延長・横断歩道補修、県道に路面標
示、里道に停止線新設・中野町里道の通学路変更など実施済（緑点線部）。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

昭和町、中野町 横断歩道の新設、路側帯に路側帯カラー舗装設置

東近江市通学路点検詳細票 箕作小学校 平成２８年６月１３日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、箕作小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

通学路通学路



6

参加者

備考

その他

東近江市道路河川課

東近江市教育委員会 転落防止柵の設置 完了

東近江警察署

東近江土木事務所

通学児童数 備　考

約２２０名 反対側の歩道には転落防止柵が設置されている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

小脇町 歩道と田畑との間に柵の設置

路　線　名 要望理由

市道小脇線 多くの児童が通行すると田畑に落下する可能性があり危険。

住所及び個所名 要望内容

東近江市通学路点検詳細票 箕作小学校 平成２７年６月２３日(火)

東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、箕作小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真通学路通学路

対策前

対策後



7

参加者

備考

その他

東近江市

東近江市教育委員会

東近江土木事務所

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署
横断歩道設置は困難であり、安全に横断できる東側の信
号を利用してほしい。

―

市道小脇上之町線
通学路外であるものの、集団登校の集合場所に行くために旧八風街道を横断する
児童がおり、ドライバーに注意喚起のためにも設置を希望。

通学児童数 備　考

約１０名 保護者が交代で立ち番を実施。これまでの点検で横断歩道の設置は困難と回答。

住所及び個所名 要望内容

小脇町 横断歩道の設置

路　線　名 要望理由

東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、箕作小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 箕作小学校 平成２７年６月２３日(火)

通学路



8

参加者

備考

その他

東近江市

東近江市教育委員会

東近江土木事務所 交差点改良を実施 平成２９年度事業継続

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

国道４２１号
（市道中野四ツ辻線）

信号２カ所の「青」の時間が短く、子どもが渡るには駆け足状態になり危険。また、
歩行者溜まりがなく、白線２０センチほどの所で車を避けて待っているので危険。

通学児童数 備　考

約２０名

住所及び個所名 要望内容

小脇町 「青」の時間延長、信号待ち溜まりの拡幅、溝蓋の設置、ガードレールの設置

路　線　名 要望理由

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、箕作小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 箕作小学校 平成２７年６月２３日(火)

交差点改良の早期工事着工に向けて事業実施中。
歩行者信号時間の延長は既に実施しており、これ以上の延長は交通への影響大きいため難
しい。

通学路



9

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 箕作小学校 平成２６年９月２６日(金)

東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

小脇町 交差点の改良、歩道設置および交通安全施設整備（標識・標示）

路　線　名 要望理由

国道４２１号
（県道安土西生来線）

変則的な交差点であり、歩道もなく通学に危険。

通学児童数 備　考

約４０名 聖徳中学校からも同様の要望あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

東近江土木事務所 交差点の改良 完了

東近江市

東近江市教育委員会

その他

通学路

対策前

対策後



10

参加者

備考

道路河川課、教育総務課、箕作小学校

住所及び個所名 要望内容

中野町、今崎町、小今町、市辺町 歩道設置・道路設置

位置図

東近江市通学路点検詳細票 箕作小学校 平成２７年６月２３日(火)

路　線　名 要望理由

主要地方道彦根八日市甲西線
市道上中緑町小今線

国道４２１号と主要地方道彦根八日市甲西線との交差点の渋滞を避けるため、通
学路になっている市道中野四ツ辻線を通り抜けする車が多く危険。

通学児童数 備　考

約４０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江市教育委員会

その他

東近江警察署

東近江土木事務所 歩道設置 未定

東近江市 道路設置 未定

市道上中緑町小今線の早期着工

通学路
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参加者

備考

約４０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署
横断歩道の増設には歩行者溜まりの確保が必要。現状で
は歩行者溜まりがないので設置できない。

東近江土木事務所

東近江市
歩行者溜まり確保するにも、民地のため確保困難（舗装されてい
るが民地である場所が多い）。交差点部にある地蔵も民地である
ため行政が動かすことは出来ない。

―

東近江市教育委員会
通学路変更を示唆（青点線部。車両通行量は少なく安全
確保が出来る可能性が大きい。警察も同意見。）

―

学校、アドバイザー：地元、PTA等の合意があれば点線箇所を通学路としても可能ではないかと意見が出
たが、学校としては、あくまで危険箇所に横断歩道を設置して欲しい意向。（ＰＴＡの合意が取れない可能
性高いため、現状の通学路での対策をして欲しいと考えている。）

東近江市通学路点検詳細票 箕作小学校 平成２８年６月１３日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、箕作小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

―

住所及び個所名 要望内容

小脇町 交差点部の見通し改善、横断歩道の増設

路　線　名 要望理由

市道小今太郎坊線
市道太郎坊線、市道山ノ手線

路側帯カラー舗装が施行されているものの、近江鉄道八日市駅周辺の踏切改良
が行われた影響で交通量が急増、特に朝の時間帯は車のスピードが出ており危
険。

通学児童数 備　考

その他

通学路
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参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 箕作小学校 平成２７年６月２３日(火)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

中野町、東中野町、
西中野町、昭和町

速度抑制対策

路　線　名 要望理由

市道小今太郎坊線
市道太郎坊線、市道山ノ手線

道幅狭いににもかかわらず抜け道利用されており、通学時間帯には小学生、中学
生、自動車等が錯綜し危険。

通学児童数 備　考

約１３０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 ゾーン30の設定 完了

その他

東近江土木事務所 路面標示の新設 完了

東近江市 路面標示の新設、ポストコーン設置 完了

東近江市教育委員会

八日市文化

芸術会館

聖徳中学校

中野コミュニ

ティセンター



13

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 箕作小学校 平成２８年１月２６日（火）

道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

小脇町 交差点部の安全対策

路　線　名 要望理由

市道小脇線
市道小脇上之町線

多くの児童が通学する箇所であり歩行者溜まりに多くの児童が待機しているため、
万が一の場合に子どもたちが巻き込まれる可能性があるため危険。

通学児童数 備　考

約２２０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江市教育委員会

その他

東近江警察署

東近江土木事務所

東近江市 交差点部にガードパイプ設置 完了

通学路

対策前

対策後



2

参加者

備考

八日市上之町
横断歩道の新設、カーブミラー設置（赤丸部）
路肩補修、路側帯カラー舗装（赤点線部）

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成２８年７月１１日（月）

東近江警察署、道路河川課、管理課、教育総務課、八日市北小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

路　線　名 要望理由

市道東本町高校前線
当該個所で横断し、車通りの少ない道通学路としている。通行量が多く抜け道的
な利用によりスピードを出している車もあり、見通しも良くないため危険。

通学児童数 備　考

約４０名 保護者が定期的にパトロールを実施。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江土木事務所

東近江市 路面補修、路側帯カラー舗装 完了

東近江警察署
横断歩道設置は難しい。
八日市高校前の信号機で横断する方が安全である。

―

東近江市教育委員会
通学路の変更を示唆（八日市高校前交差点部は今後交通量が多
くなるため、信号交差点での横断の方が安全確保できる可能性
大。警察、おうみ通学路交通アドバイザーも同意見。）

完了

その他

通学路

対策後

対策前



3

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成２６年９月１１日(木)

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、八日市北小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

建部堺町 歩行者用信号の設置、横断歩道の新設、その他何らかの安全対策

路　線　名 要望理由

市道上中緑町小今線
市道建部北金屋尻無線

変則交差点のため、下校時に市道上中緑町小今線の信号を渡ってから、車用の
信号が青の状態で市道建部北金屋尻無線を横断してしまうことがあるため危険。

住所及び個所名 要望内容

東近江警察署
歩行者用信号の設置は難しい。
車両用灯器に従って横断して貰いたい。

―

東近江土木事務所

通学生徒数 備　考

約１０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

その他

東近江市

東近江市教育委員会

信号機設置には国が示す信号機設置基準に合致させる必要がある。

通学路通学路通学路通学路



4

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成２６年９月１１日(木)

住所及び個所名 要望内容

建部日吉町 転落防止柵の設置

路　線　名 要望理由

道路河川課、教育総務課

　　位置図 現況写真

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

里道 転落防止柵がないため、水路に落下する可能性があり危険。

通学生徒数 備　考

約４０名

東近江市

東近江市教育委員会

東近江土木事務所 歩行者たまりの拡幅、側溝整備 完了

その他 当初は転落防止柵を検討していたが、歩道橋撤去に伴い通学路安全対策を実施。

新通学路従前の通学路

対策前

対策後



5

参加者

備考

東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成２６年９月１１日(木)

主要地方道彦根八日市甲西線 交通量が多いにも関わらず、信号機がなく、横断歩道も消えているため危険。

通学児童数 備　考

約１０名

住所及び個所名 要望内容

建部北町 信号機の設置、横断歩道の補修

路　線　名 要望理由

東近江土木事務所

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 横断歩道の補修 完了

その他

東近江市

東近江市教育委員会

信号機設置には、通学児童の数、通学路の一本化等勘案の上検討することになり、国が示す
信号機設置基準への適合が必要。

通学路

対策前

対策後



6

参加者

備考

その他 都市計画事業の早期着手

東近江土木事務所

東近江市 道路改良、歩道の設置 未定

東近江市教育委員会

約１０名 （都）尻無愛知川線として整備

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

住所及び個所名 要望内容

建部北町 道路改良・歩道の設置

路　線　名 要望理由

市道建部北金屋尻無線 交通量の多い主要地方道彦根八日市甲西線を迂回して通学しているため危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成２６年９月１１日(木)

道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真通学路



7

参加者

備考

東近江市教育委員会 ＰＴＡに対して説明会の実施（土木事務所主催） 完了

その他
事故対応。市道・里道であるが土木事務所の事業として実施。歩道橋は平成２８年に撤去完
了。事故時は暫定の通学路で登下校していたが、現在は従前の通学路に戻っている。

東近江警察署

東近江土木事務所
市道浜野線：外側線設置、交差点部分路面のカラー舗
装、「徐行」「通学路」の路面標示、溝蓋設置
里道：白の端線にて誘導線設置、足型マーク設置

完了

東近江市 カーブミラーの設置 完了

市道浜野線・里道
幅員狭いものの抜け道利用されており、また、見通しも悪く危険。歩道橋の老朽化
により従前の通学路を変更して登下校することになったため、安全対策が必要。

通学児童数 備　考

約４０名 建部日吉町の県道にかかる歩道橋の排水管落下事故を受け、緊急点検。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

住所及び個所名 要望内容

建部日吉町・八日市浜野町 通学路変更による安全対策

路　線　名 要望理由

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成２７年８月２４日(月)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、八日市北小学校

　　位置図 現況写真通学路暫定の通学路



8

参加者

備考

東近江市教育委員会

その他

東近江警察署 横断歩道の設置、歩行者用灯器の設置 完了

東近江土木事務所 横断歩道の増設、歩行者用灯器の設置 完了

東近江市

事故時は暫定の通学路で登下校していたが、現在は従前の通学路に戻っている。

路　線　名 要望理由

主要地方道彦根八日市甲西線
交差点は車の往来が多く危険。また、里道から交差点に向かう歩道は歩道幅が狭
く、自転車等と接触する危険がある。

通学児童数 備　考

約４０名 建部日吉町の県道にかかる歩道橋の排水管落下事故を受け、緊急点検。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、八日市北小学校

　　位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

建部日吉町 県道横断（歩道橋）にかわる安全対策

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成２７年８月２４日(月)

通学路暫定の通学路

対策前

対策後



9

参加者

備考

約２０名 スクールガード立ち番、通学路指導

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 横断歩道の補修 完了

東近江市

東近江市教育委員会

その他

住所及び個所名 要望内容

建部南町 路面標示の新設、横断歩道の補修等

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成２９年６月２２日（木）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、八日市北小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

路　線　名

通学児童数 備　考

要望理由

主要地方道彦根八日市甲西線
市道上中緑町小今線

交通量が多く、車のスピードも出ているが通学路等の表示が少ない。また横断歩
道等の道路標示が消えかかっているので補修してほしい。

東近江土木事務所 区画線、路面標示の補修 完了

通学路

対策前

対策後



10

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成２９年６月２２日（木）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、八日市北小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

約３０名
地域で話し合いを行ったが、代替の道路も危険であるため、現状の通学路を利用
すると決定した。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署
一方通行、指定外進入禁止は地元の同意も必要であるが、規制
をかけることにより車両スピードがさらに上がる可能性があり、児
童生徒と接触した場合に重大事故になる可能性が高まる

―

路　線　名 要望理由

市道浜野線
踏切拡張に伴い、交通量が増加、県道交差点が朝の時間帯は混雑するため通学
路が向け道利用されており危険。

通学児童数 備　考

住所及び個所名 要望内容

八日市浜野町、建部日吉町 通行制限、縁石鋲の設置など、通学路の安全対策

東近江市教育委員
会

学校、PTAとの通学路協議の開催、通学路交通指導の徹
底

完了

その他
これ以上ハード整備での対策は困難。現段階では市道浜野線を通学すると保護者で決定して
いる

東近江土木事務所

東近江市
市道浜野線から県道に向かう箇所（建部日吉町の祠）に
交差点マーク設置

完了

通学路



11

参加者

備考

その他
歩行者の横断時間延長については、近接の交通状況を鑑みるとこれ以上の時間延長は困
難。スクールガードによる見守りで、ドライバーに注意喚起するのも効果的。

東近江土木事務所

東近江市

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 完了

約２０名 スクールガード立ち番、通学路指導

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 横断歩道の補修 完了

住所及び個所名 要望内容

建部南町 横断歩道の補修など、横断時の安全対策

路　線　名 要望理由

主要地方道彦根八日市甲西線
市道上中緑町小今線

交通量が多く、車のスピードも出ており。集合場所へ行く際に利用する横断歩道等の道路標示が消えか
かっているので補修してほしい。また、児童が横断している最中に車両が発進して児童に近づいてくるこ
ともあるとのこと。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 八日市北小学校 平成３０年７月３日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、都市整備部（道路課、広域事業推進課）、教育総務課、八日市北小学校

位置図 現況写真通学路



1

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成２７年７月７日(火)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、広域事業推進課、教育委員会、八日市西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

下羽田町 児童の通行が分かるような設備の設置

路　線　名 要望理由

市道近江八幡八日市線
路側帯カラー舗装、信号交差点部にポストコーンがあるものの、光明寺の塀により視界が悪
く、道路幅員も狭い。特に朝の時間帯は主要道路への抜け道利用され、通行量も多く危険。

通学児童数 備　考

約９０名 スクールガードによる見守り活動を実施している。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

東近江土木事務所

東近江市 児童の登下校がわかるような対策 未定

東近江市教育委員会

その他 パトライトは道路管理者として設置していない。

通学路



4

参加者

備考

住所及び個所名 要望内容

柏木町 路面標示の追加

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成２９年６月２２日（木）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、八日市西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

路　線　名 要望理由

県道下羽田市辺線
市道平田上羽田線

細い道から出て交通量の多い県道を横断するのが危険。特に、低学年下校の際に1年生だ
けで下校することになるため目立たせたい。

通学児童数 備　考

東近江土木事務所 これ以上路面標示を増やすことは困難。 ―

１０名 「横断者注意」の路面標示あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 車両取締の実施 随時

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底、足型マークの補修 完了

その他 地元やPTAで看板を設置。

東近江市

通学路



5

参加者

備考

その他 近隣に横断歩道がいくつもあるので、横断歩道及び路面表示の精査が必要。

東近江土木事務所

東近江市 路面標示の検討 未定

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底。 随時

約１１０名 八日市西小学校前。スクールガード、教員等による立ち番を実施。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

住所及び個所名 要望内容

三津屋町 児童が安全に渡れる対策（路面表示、横断歩道のカラー化）

路　線　名 要望理由

市道野口上羽田線
交通量が多く大変危険である。横断歩道を渡る児童が多いが、待っている児童を
車が見落とすことが多く、児童だけではなかなか渡れない状況である。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成３０年７月５日（水）

東近江警察署、東近江土木事務所、都市整備部（道路課）、教育総務課、八日市西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真



6

参加者

備考

東近江市教育委員会

約１１０名
平成２５年度、当該路線上にポストコーン設置、舗装修繕工事にあわせ減速マー
クを新設。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 当該県道上で取り締まりを実施 完了（実施中）

住所及び個所名 要望内容

下羽田町 ガードレールの設置等による歩道の安全確保

路　線　名

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成２７年７月７日(火)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、広域事業推進課、教育委員会、八日市西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

要望理由

主要地方道土山蒲生近江八幡線
朝の通勤時間中は交通量多く、スピードも出しており危険。歩道幅狭く道路との段
差もわずかであるため、つまづくと車道に出るため危険。

その他

東近江土木事務所
歩道部分は広くとられており、ガードレールを設置すると歩
道部分が狭くなり、かえって危険になる可能性がある。

―

東近江市

通学路



9

参加者

備考

上羽田町 交差点部の安全対策

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成２６年９月１０日(水)

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、八日市西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

路　線　名 要望理由

市道野口上羽田線
市道新六ッ木線

交差点の形状が変則的であるため、運転者にとっては横断歩道手前にいる歩行
者に注意し難く危険。

通学児童数 備　考

約２０名 当該危険箇所より集落付近でスクールガードの立ち番を実施。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江土木事務所

東近江市 ポストコーンの新設、区画線の補修 完了

東近江警察署

東近江市教育委員会

その他 横断歩道の端の延長線上にポストコーンを設置することにより、交差点歩行者たまりを確保。

通学路

対策前

対策後



10

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成２６年９月１０日(水)

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、八日市西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

市辺町 路側帯カラー舗装の新設

路　線　名 要望理由

市道六ッ木線 道路がカーブしており歩道もなく、車の通行量も多いため危険。

住所及び個所名 要望内容

東近江警察署

東近江土木事務所

通学児童数 備　考

約５名
市辺集落までスクールガードの見守りを実施。同路線において船岡中学校からは
路面標示の要望あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

その他

東近江市
アローマーク、注意喚起が出来る路面標示の施工、セン
ターラインの消去、外側線の施工

完了

東近江市教育委員会

路側帯カラー舗装よりも効果的な安全対策として上記の対策を施工。看板については要望が
あれは配付を検討。児童数減少のため集団通学路路線ではなくなった。

通学路

対策前

対策後



11

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成２６年９月１０日(水)

住所及び個所名 要望内容

中羽田町 区画線の補修、路側帯カラー舗装

路　線　名 要望理由

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、八日市西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

市道下羽田平石線 蒲生インターの開設等により交通量が増しているため、安全対策が必要。

通学児童数 備　考

約１０名

東近江市 区画線の補修、路側帯カラー舗装 完了

東近江市教育委員会

東近江土木事務所

その他

通学路通学路

対策前

対策後



12

参加者

備考

道路河川課、教育総務課、八日市西小学校

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成２６年９月１０日(水)

市道市辺六ッ木線
市道三津屋西市辺線

交差点を示す標示がないため危険。

通学生徒数 備　考

約５０名 通学路点検時に交通アドバイザーから指摘あり

住所及び個所名 要望内容

市辺町 交差点マークの新設

路　線　名 要望理由

東近江土木事務所

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

その他

東近江市 交差点部に路面標示 完了

東近江市教育委員会

通学路

対策前

対策後



13

参加者

備考

横断歩道の補修等の安全対策

路　線　名 要望理由

市道上羽田線、市道新六ツ木線 朝の時間帯は県道の抜け道として利用されており危険。

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成２９年６月２２日（木）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、八日市北小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

東近江市教育委員会 足型マークの設置 完了

その他
市道上羽田線を指定外方向進入禁止規制を行うと、県道に出る際に市道新六ツ木線が渋滞
することが予想され、その渋滞車両の間を横断するとなると児童と車両が接触する可能性が
高まりより危険な状況になるため規制は出来ない。

東近江土木事務所

通学児童数 備　考

東近江市

約10名 看板設置済

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 横断歩道の補修 完了

住所及び個所名 要望内容

上羽田町

通学路



14

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 八日市西小学校 平成３０年７月５日（水）

東近江警察署、東近江土木事務所、都市整備部（道路課）、教育総務課、八日市西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

上平木町（鳴谷） カーブミラーの増設、路面標示などの安全対策

路　線　名 要望理由

市道鳴谷線 カーブが急で、見通しが悪く、前方から来る車への気づきが遅くなるため危険。

通学児童数 備　考

約２０名
下校時、スクールガードによる立ち番実施。グリーンベルト設置及びアローマーク
が設置されている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

その他 通勤での車両抜け道利用している道路でもないため、現状維持。

東近江土木事務所

東近江市

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 完了

通学路通学路



1

参加者

備考

その他

東近江土木事務所 交差点部にガードパイプ設置 完了

東近江市

東近江市教育委員会

縁石で歩車分離がされており、直線部分のため、ガードレールの設置はしない。

約１００名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

住所及び個所名 要望内容

芝原町 ガードレールの設置

路　線　名 要望理由

主要地方道石原八日市線
市道八日市芝原線

交通量が多いにもかかわらずガードレールがない。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 布引小学校 平成２５年５月１０日(金)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真通学路



2

参加者

備考

交差点部における警察等による取締実施が可能かどうかの話が出たが、押しボタン信号での
取り締まりは警察として行っていない。

東近江市

東近江市教育委員会 看板の追加 完了

その他

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 押ボタン式信号機の横断時間延長 完了

東近江土木事務所
八日市駅方面へ向かう下り坂に薄層舗装
路面標示の追加及びスクールゾーンの補修

完了

東近江市通学路点検詳細票 布引小学校 平成２７年７月１３日(月)

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、布引小学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

芝原町 ドライバーに交差点を認識させるための工夫

路　線　名 要望理由

主要地方道石原八日市線 信号を見落とす車があるため危険。

通学児童数 備　考

約２０名
平成26年度に北進用信号機をＬＥＤに変更し見やすくしている。過去に路側帯、中央線等の補修を実
施。自治会からスクールゾーンの路面標示が薄いと指摘あり。

通学路

対策前

対策後



4

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 布引小学校 平成２９年８月２９日（火）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、布引小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

蛇溝町 県道の安全確保（縁石等の設置など）

路　線　名 要望理由

県道高木八日市線
以前にグリーンベルト設置されたものの、交通量が非常に多い県道を歩くのは危
険。自動車と歩道を分ける縁石の設置を希望

通学児童数 備　考

約５名 歩道設置が困難なためグリーンベルトを設置。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江市教育委員会
県道横断時の通学路の検討（県道を横断する際、先に彦
根八日市甲西線を渡った方が縁石もあり安全になる可能
性あり）

その他
現在は青矢印の順に渡っている。通学路点検で提案があったのは橙色。橙色の場合は、交差
点部に私有地があるので念のため通学路で歩くことの許可をとった方が良いのでは。

東近江警察署 横断歩道の補修を検討

東近江土木事務所
縁石鋲は、自転車を含む歩行者に危害が被る可能性が高
まるため、設置は困難。

東近江市

通学路



5

参加者

備考

その他 ポストコーンの位置は現在の位置が最適。児童だけでなく、スクールガード等による見守り活動が

東近江土木事務所

東近江市 ポストコーンの設置 完了

東近江市教育委員会 看板の配付、足型マークの補修 完了

約５０名
以前に信号感知器の位置を後方に移動、御代参街道２号線に路側帯カラー舗装
を対策済。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署
信号感知器は現段階で一番遠いものを設置しており、これ
以上の後方移動は困難。

―

住所及び個所名 要望内容

今堀町 交差点部分の安全確保

路　線　名 要望理由

県道高木八日市線
市道御代参街道２号線
市道御代参街道４号線

道幅が狭く、県道を横断する際車からの巻き込みにより児童と接触するため危
険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 布引小学校 平成３０年７月１０日（火）

東近江警察署、東近江土木事務所、都市整備部（道路課、広域事業推進課）、教育総務課、布引小学校

位置図 現況写真通学路

対策前

対策後



6

参加者

備考

その他

東近江警察署

東近江土木事務所

東近江市

約１００名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江市教育委員会 転落防止柵の設置 完了

住所及び個所名 要望内容

芝原町 転落防止柵の設置

路　線　名 要望理由

市道八日市芝原線 通学路上に田があり、転落する児童がいるため危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 布引小学校 平成２７年７月１３日(月)

道路河川課、教育総務課、布引小学校

位置図 現況写真通学路

対策前

対策後



7

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 布引小学校 平成２９年８月２９日（火）

住所及び個所名 要望内容

布施町 通学路の安全対策

路　線　名 要望理由

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、布引小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署
仮に、県道と市道新六ツ木線に信号設置された場合、信号を回
避する車両が抜け道として布施町集落の中を走る可能性が高く
なるため、児童にとってはより危険な状況になりかねない。

―

主要地方道彦根八日市甲西線
市道新六ツ木線

布施町信号交差点への抜け道として通学路上を抜け道利用され危険なため、彦根八日市甲
西線×新六ツ木線に信号設置することにより車の流れを変えていただきたい。

通学児童数 備　考

約15人 中学生の通学路とも重複。

東近江市教育委員会 足型マーク設置の検討 完了

東近江土木事務所

その他

東近江市

通学路



3

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 玉園中学校 平成３０年７月３１日（火）

東近江警察署、東近江土木事務所、都市整備部（道路課、広域事業推進課）、教育総務課、玉園中学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

岡田町 生徒横断時の安全確保

路　線　名 要望理由

国道３０７号
自転車歩行者優先道路からの横断時に危険。朝の時間帯は渡れないほど交通量
が多い。

通学児童数 備　考

約１０名 横断歩道あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

その他 信号機設置には国の基準に合致させる必要がある。

東近江土木事務所

東近江市道路河川課

東近江市教育委員会

通学路



4

参加者

備考

妙法寺町、尻無町 溜まりの確保（南、東、西側）,路側帯の補修、路面標示の施工

東近江市通学路点検詳細票 玉園中学校 平成２７年７月２１日(火)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、広域事業推進課、教育総務課、玉園中学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

路　線　名 要望理由

市道妙法寺今掘線
市道最上街道線

交差点で停止するための溜まり場がなく、多数の生徒が赤信号で停止している車のすぐ横
に待機している状態になり危険。交通量も多く、路側帯も薄くなっているため危険。

通学生徒数 備　考

約１９０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江土木事務所

東近江市
交差点改良により南側の溜まり確保
歩道の設置、通学路標識の設置

完了

東近江警察署

東近江市教育委員会

その他 歩道の延長（名神高架下まで）が安全対策として最善。

通学路

対策前

対策後



5

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 玉園中学校 平成２８年６月２７日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、玉園中学校

位置図 現況写真

大森町 名神高速道路高架下の安全対策

路　線　名 要望理由

市道最上街道線
地下道は交通量が多く車両速度が出ている上に道路幅員も狭い。さらに、高架下
は暗く、生徒がドライバーに認識されにくく危険。

住所及び個所名 要望内容

東近江警察署

東近江土木事務所

通学児童数 備　考

約５０名
以前の点検では、注意喚起の路面表示は両側に脇道があること、注意喚起の看
板は設置可能な場所の確保が出来ないため難しいとしている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

その他

東近江市
市道最上街道線の外側線の改修ををしたとしても、歩行
者、もしくは自動車のいずれかに支障が出ることは明白で
あり、これ以上の対策は難しい。

東近江市教育委員会
トンネル内の蛍光灯は防災危機管理課が管理。原則蛍光
灯の交換で対応しており、蛍光灯の基盤等が故障した場
合にはLED電球への交換としている。

点線部に通学路を集約するのを検討してはどうかという意見多数。一度学校も検討すると回
答。

通学路



6

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 玉園中学校 平成２７年７月２１日(火)

住所及び個所名 要望内容

妙法寺町 東西方向への注意喚起

路　線　名 要望理由

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、広域事業推進課、教育総務課、玉園中学校

位置図 現況写真

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

市道妙法寺今掘線
市道旧八風街道６号線

交通量の多い東西方向に注意喚起の標示もなく危険。

通学児童数 備　考

約３０名 看板は設置できる場所がないため、見送りしている。

東近江市 区画線、路面標示の補修 完了

東近江市教育委員会

東近江土木事務所

その他

通学路



7

参加者

備考

道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 玉園中学校 平成２６年９月２２日(月)

市道建部北金屋尻無線
県道高木八日市線と市街地を結ぶ主要幹線道路で、交通量が多いのにも関わら
ず一部歩道が無いため危険。

通学生徒数 備　考

約１０名

住所及び個所名 要望内容

沖野五丁目、尻無町 歩道の設置

路　線　名 要望理由

東近江土木事務所

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

その他

東近江市 歩道整備 未定

東近江市教育委員会

本路線の当該箇所より北西部と南西部に歩道整備がされていることから、歩道の連続性を考
慮し、整備を行う方針。

通学路



8

参加者

備考

その他

東近江土木事務所 歩道の設置 未定

東近江市都市整備部

東近江市教育委員会

県の道路整備計画における事業化検討路線。歩道もなく路側帯が非常に狭い国道４２１号を
通学するのではなく、点線部に通学路を集約することを検討してはどうかという意見多数。一
度学校も検討すると回答。

約３０名
平成２７年度県への政策提案にて要望している。国道の歩道整備事業の早期着
工（時期は未定）としている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

住所及び個所名 要望内容

林田町 歩道設置

路　線　名 要望理由

国道４２１号
当該場所の前後は自転車歩行者道部があるものの一部歩道がなく、連続性が欠
けており危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 玉園中学校 平成２８年６月２７日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、玉園中学校

位置図 現況写真通学路通学路



1

参加者

備考

東近江市教育委員会

その他

東近江土木事務所 交差点改良 完了

東近江市

東近江警察署

路　線　名 要望理由

国道４２１号 変則的な交差点であり、歩道もなく通学に危険

通学生徒数 備　考

約４０名 箕作小学校からも同様の要望が出ている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

小脇町 交差点の改良、歩道設置および交通安全施設整備（標識・標示）

東近江市通学路点検詳細票 聖徳中学校 平成２６年９月２６日(金)

東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

通学路通学路

対策前

対策後



2

参加者

備考

その他

東近江市

東近江市教育委員会

平成２９年度に詳細設計、平成30年度から用地測量実施中。

東近江警察署

東近江土木事務所 歩道設置 事業着手

通学生徒数 備　考

約４０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

建部日吉町 歩道設置

路　線　名 要望理由

主要地方道栗見八日市線 車道幅員が狭く、歩道が無いため危険。

住所及び個所名 要望内容

東近江市通学路点検詳細票 聖徳中学校 平成２７年６月２３日(火)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真通学路



3

参加者

備考

その他

東近江市 道路拡幅による路側帯の拡幅を検討 未定

東近江市教育委員会

東近江土木事務所

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

市道八日市駅瓦屋寺線 道路幅員が狭く、通学時間帯には通行量も多いため危険。

通学生徒数 備　考

約１０名

住所及び個所名 要望内容

建部瓦屋寺町、八日市松尾町 道路拡幅

路　線　名 要望理由

東近江警察署、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 聖徳中学校 平成２７年６月２３日(火)

通学路



4

参加者

備考

その他

東近江市 道路拡幅による路側帯の拡幅を検討 未定

東近江市教育委員会

東近江土木事務所

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

市道山ノ手線 道路幅員が狭く、通学時間帯には通行量も多いため危険。

通学生徒数 備　考

約１０名

住所及び個所名 要望内容

八日市清水二丁目 道路拡幅

路　線　名 要望理由

東近江警察署、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 聖徳中学校 平成２７年６月２３日(火)

通学路



1

参加者

備考

東近江市教育委員会

その他
信号機設置には国の示す基準に合致させる必要がある。パトライトは道路管理者として設置し
ていない。

東近江土木事務所

東近江市
路面補修、路側帯補修、歩行者たまり設置、ガードパイプ
の設置

完了

東近江警察署 横断歩道の設置 完了

路　線　名 要望理由

市道新六ツ木線
市道小脇布施線

交通量が多く、スピードを出している車もあり、見通しも悪いため危険。

通学児童数 備　考

約５０名
以前までの点検により交差点路面表示を施工実施済。学校は月２回の登校指導、
行事の際の立哨指導を実施。自治会要望あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

布施町 信号機、パトライト等の設置、横断歩道の設置

東近江市通学路点検詳細票 船岡中学校 平成２７年６月２３日(火)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、船岡中学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

通学路

対策前

対策後



2

参加者

備考

その他

東近江市 市道六ッ木線にＴマークの設置 完了

東近江市教育委員会

八日市西小学校No.１０とともに整備。当該路線についてはセンターライン消去、路側帯の新設
を実施。

東近江警察署

東近江土木事務所

通学生徒数 備　考

約６０名 八日市西小通学路交通アドバイザーからも指摘あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

市辺町 Ｔ字マークの新設

路　線　名 要望理由

市道六ッ木線
市道西市辺３号線、里道

Ｔ字路であることが分かりにくいため危険。

住所及び個所名 要望内容

東近江市通学路点検詳細票 船岡中学校 平成２６年９月１０日(水)

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、おうみ通学路交通アドバイザー（八日市西小学校）

位置図 現況写真通学路

対策前

対策後



3

参加者

備考

その他

東近江市 市道市辺駅三津屋線の早期着工 平成２９年度着工

東近江市教育委員会

東近江土木事務所

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

市道市辺駅三津屋線
あかね幼児園が開園され、園児の送迎により交通量が増加。通学する児童と接触
する可能性があり危険

通学生徒数 備　考

約４０名

住所及び個所名 要望内容

三津屋町 道路新設

路　線　名 要望理由

道路河川課、教育総務課、船岡中学校

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 船岡中学校 平成２８年６月１３日(月)

通学路



4

参加者

備考

その他

東近江市

東近江市教育委員会

東近江土木事務所 県道下羽田市辺線（三津屋バイパス）の道路整備 平成２７年度着工

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

県道下羽田市辺線
道路が狭小で、車の通行もあるため非常に危険。県道下羽田市辺線（三津屋バイ
パス）への通学経路集約を図る。

通学生徒数 備　考

約１５０名 一部小学校通学路重複。各地区でスクールガードの見守りを実施。

住所及び個所名 要望内容

市辺町、三津屋町、柏木町 歩道設置

路　線　名 要望理由

東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 船岡中学校 平成２６年９月１０日(水)

通学路



5

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 船岡中学校 平成２７年６月２３日(火)

道路河川課、教育総務課、船岡中学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

上平木町、柏木町 歩道設置

路　線　名 要望理由

市道江岸川線
県道下羽田市辺線の道路幅員が狭小であり危険であるため、県道下羽田市辺線
（三津屋バイパス）への通学経路集約を図る。

通学児童数 備　考

約４０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

その他

東近江土木事務所

東近江市道路河川課 市道江岸川線の早期着工 未定

東近江市教育委員会

通学路



6

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 船岡中学校 平成２７年６月２３日(火)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、船岡中学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

市辺町 歩道のくぼみ補修

路　線　名 要望理由

県道高木八日市線
体育館裏の歩道がくぼんでいることに加え、北向きで日光が入らないため水溜り
が発生しやすい状況。冬場になると路面凍結するため危険。

通学児童数 備　考

約１５０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

その他

東近江土木事務所 擁壁に切れ込みを入れて滞水対策 完了

東近江市

東近江市教育委員会 融雪剤による路面凍結の解消 随時

通学路

対策前

対策後



7

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 船岡中学校 平成２８年６月１３日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、船岡中学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

布施町 一時停止の設置

路　線　名 要望理由

市道布施2号線 見通しの良い田んぼ道から在所の中に入る道であるがために見通しが悪く、危険。

通学児童数 備　考

約６０名 カーブミラー、飛び出し坊やは設置されている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

その他
一時停止は設置できないので、ドライバーの視線誘導を行い、自動車と自転車の接触を避け
るような対策を実施。

東近江土木事務所

東近江市 舗装補修、視線誘導標の補修 完了

東近江市教育委員会 看板設置の検討、通学路交通指導の徹底 完了

通学路

対策前

対策後



8

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 船岡中学校 平成２８年６月１３日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、船岡中学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

市辺町 歩道設置

路　線　名 要望理由

県道高木八日市線
主要道路であるため、交通量が多くスピードも出ている。当該部分だけ歩道がなく、道幅が
狭い上に路肩も狭く、カーブであるため自転車での通行はかなり危険。

通学児童数 備　考

約１０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江市教育委員会 通学時における安全教育の徹底 随時

その他
市辺町地先において、県道部分は危険であるとして青点線部を通学している生徒もいる。今
後、通学路変更も視野に通学路の再検討を行う。

東近江警察署

東近江土木事務所 これ以上道路幅員を確保することは困難。 ―

東近江市

通学路



9

参加者

備考

その他
三津屋バイパス完成までの間は当該道路を通学路として利用。
以前は三津屋町の集落内を通学路としていたが、現在は当該路線を利用。

東近江土木事務所

東近江市 路面標示の増設は難しい ―

東近江市教育委員会 看板の設置、通学路交通安全指導の徹底 完了

約１５０名 あかね幼児園開園に伴い交通事情が変化。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

住所及び個所名 要望内容

三津屋町 交差点部の安全対策（路面表示など）

路　線　名 要望理由

市道野口上羽田線
通勤時間帯は交通量も多く、通学路を抜け道として利用する車も多く、接触する危
険が非常に高い。特に、学校側の農道は道路幅員も広く車両交通量も多く危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 船岡中学校 平成２９年６月１６日（金）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、船岡中学校

位置図 現況写真通学路

対策前

対策後


