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参加者

備考

五個荘金堂町 路側帯カラー舗装または伝建地区にあった歩道（石畳など）の整備

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２６年７月１６日(水)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、五個荘小学校、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

市道竜田金堂線
交通量が多いが、ガードレールや歩道、路側帯等の歩行者を守る整備や表示が
ないため危険。

通学児童数 備　考

約２００名 保護者やスクールガードによる見守りを実施。

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 石張り歩道の設置、黄色部に交差点ガードパイプの設置 完了

東近江警察署

東近江市教育委員会

その他

通学路通学路

対策前

対策後
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参加者

備考

東近江市教育委員会

その他
平成２５年度に横断歩道と区画線を新設したため、現状維持とする。パトライトは道路管理者と
して設置していない。

東近江警察署

東近江土木事務所

東近江市

路　線　名 要望理由

市道中小幡線 国道８号を横断する抜け道としてスピードを出した車が多く通り危険。

通学児童数 備　考

約６０名 保護者やスクールガードによる見守りを実施。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２６年９月３０日(火)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育委員会、五個荘小学校、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

五個荘中町 路側帯カラー舗装またはパトライト等の設置

通学路
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参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２７年６月８日（月）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育委員会、五個荘小学校

位置図 現況写真

五個荘河曲町 信号機の設置（赤丸）、路側帯カラー舗装設置、（赤点線部）、路面標示

路　線　名 要望理由

主要地方道栗見八日市線
市道河曲和田線

交通量が非常に多く終日県道を横断するのは危険であり、かつ、直線道路でス
ピードを出す車が多く危険。

住所及び個所名 要望内容

東近江警察署 中央線の補修 完了

東近江土木事務所 外側線の補修、横断歩道カラー舗装 完了

通学児童数 備　考

約３０名 保護者やスクールガードによる見守り及び看板の整理を実施している。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

その他

東近江市 市道部分に路側帯カラー舗装設置 完了

東近江市教育委員会

信号機設置には、国が示す信号の設置基準に合致させる必要がある。

通学路通学路

対策前

対策後
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参加者

備考

横断歩道あるものの、カーブ直後に横断歩道があるため、たとえパトライトがあったとしても危
険度は変わらないため、通学路変更を実施するよう助言。

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２７年６月８日（月）

住所及び個所名 要望内容

五個荘木流町
信号機、パトライト等の設置、横断歩道を直線に引きなおし（横断歩道をやや西側に移設し、斜めから直
角にする。法面を整備し歩行者溜まりを確保して、カーブから少しでも遠ざける方法。）

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、五個荘小学校

　　　　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
信号機の設置は国の示す基準に合致していない。横断歩
道の引き直しも難しい。

―

県道五個荘八日市線
市道新堂山本線

カーブで見通しが悪く、交通量が多いため横断する際に危険。

通学児童数 備　考

約１０名
保護者やスクールガードによる見守りを実施。以前より信号機の設置は非常に難
しいと回答。

東近江市 パトライトは道路管理者として設置していない。 ―

東近江市教育委員会 通学路変更 完了

東近江土木事務所 標識の移設は、通学路変更となったため対策なし ―

その他

通学路従前の通学路
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参加者

備考

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育委員会、五個荘小学校

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２６年９月３０日(火)

市道石塚川並線 国道への抜け道として利用されているため危険。

通学児童数 備　考

約４０名 地元からも通学路の安全対策として市政要望が出されている。

住所及び個所名 要望内容

五個荘石塚町 路側帯カラー舗装の新設

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 区画線、路側帯カラー舗装の設置 完了

東近江市教育委員会

自治会からは国道の先まで施工箇所として要望されているが、①狭すぎること②通学路の指定はないこと
から、施工は国道までとする。

通学路

対策前

対策後
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参加者

備考

五個荘石馬寺町、五個荘七里町の子どもたちの通学路を集約すべきとの意見あり。

東近江警察署 横断歩道の新設 完了

その他

東近江土木事務所

東近江市

東近江市教育委員会 看板の設置 未定

路　線　名 要望理由

県道佐生五個荘線、里道 登校時の見通しが悪く、横断歩道もないため危険。

通学児童数 備　考

約２０名 地元からも安全に横断できる対策として横断歩道設置要望が出されている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２７年６月８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、五個荘小学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

五個荘石馬寺町 横断歩道の新設、横断を知らせる看板等の設置

通学路

対策前

対策後
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参加者

備考

その他

東近江土木事務所
横断歩道を示すダイヤマークも多くあり、これ以上の路面
標示は難しい

―

東近江市

東近江市教育委員会 看板設置の斡旋、通学路交通指導の徹底 完了

信号機設置には、国が示す信号の設置基準に合致させる必要がある

約１００名
歩行者たまりが拡幅されたが、横断する際に危険な状況は変わりない。新たに五個荘平阪
町、五個荘木流町の児童も通学路として利用するため、より安全に横断できる対策が必要。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 横断歩道のカラー化 ―

住所及び個所名 要望内容

五個荘山本町 横断時の安全対策（信号機設置、路面標示などあらゆる対策）

路　線　名 要望理由

県道八日市五個荘線 交通量が多く、直線でスピードを出す車が多いため危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２９年６月３０日（金）

東近江警察署、東近江土木事務所、管理課、広域事業推進課、教育総務課、五個荘小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真通学路

対策後

対策前
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参加者

備考点検結果（対策等） 対策時期

東近江市教育委員会

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２７年６月８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、五個荘小学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

五個荘山本町 道路拡幅、通行規制

路　線　名 要望理由

市道山本貴船線　市道山本木流線
市道山本本小路線　市道箕作山線

交通量が多く、狭い道であるが直線でスピードを出す車が多いため危険。

通学児童数

その他

東近江警察署 通行制限は近隣住民への影響が非常に大きいため難しい。 ―

東近江土木事務所

東近江市 市道山本本小路線、市道箕作山線は道路改良を検討。 未定

備　考

約６０名 ＰＴＡからの要望あり。

事業主体

通学路
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参加者

備考

東近江市教育委員会

その他

東近江警察署

東近江土木事務所

東近江市 交差点のカラー化、路面標示の新設 完了

路　線　名 要望理由

市道宮荘簗瀬線、市道中小幡線
市道下日吉中線

県道の抜け道として利用する車が多いため危険。

通学児童数 備　考

約５０名 ＰＴＡからの要望あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

五個荘簗瀬町 横断を知らせる路面標示

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課、五個荘小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２６年９月３０日(火)

通学路
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参加者

備考

東近江市教育委員会

その他

東近江警察署 ゾーン30の設定 完了

東近江土木事務所

東近江市 ゾーン30に合わせた路面標示の新設 完了

路　線　名 要望理由

市道宮荘清水鼻線他 幅員が狭い道が多く、児童と車が輻輳し危険。

通学児童数 備　考

約２００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、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

五個荘竜田町他 ゾーン３０の設定

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２６年９月３０日(火)

通学路

国道８号

五個荘中学校
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参加者

備考

五個荘→八日市方面のバスについて、バス停の位置を変更することにより、横断歩道を渡る
子どもたちがドライバーに認識されやすいのでは

東近江市教育委員会

その他

東近江警察署 車両追越禁止規制の実施、横断歩道標識の変更 完了

東近江土木事務所

東近江市

県道八日市五個荘線
走行中の車から横断歩道が分かりにくく、停止中の車に追い越しをかける車もあ
るため危険。

通学児童数 備　考

約１０名
PTAからの要望書、自治会要望あり。以前までに、区画線補修、横断歩道標識を
通学路用に変更を実施済。

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

五個荘伊野部町 追い越し禁止規制

路　線　名 要望理由

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２７年６月８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、五個荘小学校

位置図 現況写真通学路通学路

バス停

対策前

対策後
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参加者

備考

通行規制は平成28年度に地元で協議を行ったが総意が取れなかった。
おうみ通学路交通アドバイザーからは、根本は国道８号の渋滞、特に御幸橋の混雑に起因して抜け道利用していると
考えられるため、渋滞解決のための対策が必要ではないかとの意見。

東近江市教育委員会 看板の設置（自治会からの要望があれば） 未定

その他

東近江警察署
横断歩道の増設は難しいので、移設が考えられるが、規
制標識を立てる場所がない。通行制限は地元の総意が必
要。

ー

東近江土木事務所 区画線、路面標示等の補修 完了

東近江市
区画線、路面標示等の補修を検討。ゾーン３０は地元の総
意が必要。市道小幡下野線に対しての路側帯カラー舗装
は通学路変更されたため検討しない。

路　線　名 要望理由

県道五個荘停車場線
市道竜田中線、市道小幡下野線

国道８号線の抜け道となっており、児童、自転車、自動車が錯綜するため危険。

通学児童数 備　考

約２０名
通学路近隣の山王神社、中澤酒造周辺が集合場所になっており、小幡町内で中
山道付近の児童も横断をしている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署、東近江土木事業所、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、五個荘小学校、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

五個荘小幡町 通行制限・路側帯カラー舗装（赤丸部分）、ゾーン30（網掛け部分）

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２８年６月１６日（木）

通学路

五個荘駅
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参加者

備考

その他

東近江土木事務所

東近江市 路側帯カラー舗装の設置 完了

東近江市教育委員会 路側帯カラー舗装の設置 完了

約５０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

五個荘梁瀬町 路側帯カラー舗装

路　線　名 要望理由

市道宮荘梁瀬線 国道及び県道の抜け道となっており、朝の時間帯は特に交通量が多く危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 平成２９年６月３０日（金）

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、五個荘小学校

位置図 現況写真通学路

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 五個荘小学校 平成３０年７月３１日（火）

東近江警察署、東近江土木事務所、教育総務課、五個荘小学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

五個荘新堂町 県道横断時の安全対策

路　線　名 要望理由

県道五個荘八日市線
カーブで見通しが悪く、交通量が多いため横断する際に危険。特に、新幹線高架
下を過ぎるとすぐに横断歩道があり、ドライバーに認識されにくい。

通学児童数 備　考

約１００名 横断歩道にパトライト設置済

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、止まれの補修 完了

その他 平成２９年度より、五個荘木流町の児童も当該通学路を利用することになった。

東近江土木事務所 横断歩道カラー舗装 完了

東近江市

東近江市教育委員会

通学路
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参加者

備考

その他

東近江土木事務所

東近江市 路面表示（減速帯）の設置を検討 完了

東近江市教育委員会 通学路を示す看板の設置 完了

１４０名 地域やスクールガードの方に立哨をお願いしている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 横断歩道及び停止線の補修 完了

住所及び個所名 要望内容

宮荘町 交差点での児童横断の安全確保

路　線　名 要望理由

市道宮荘線 通勤時間帯は交通量が多く、追い越し走行も見られる。児童横断時に危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 五個荘小学校 令和元年７月９日（火）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路課、教育総務課、五個荘小学校、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
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参加者

備考

五個荘河曲町
五個荘簗瀬町

歩道の設置

東近江市通学路点検詳細票 五個荘中学校 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、五個荘中学校

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

主要地方道栗見八日市線
主要地方道のため交通量が多いが、道路が狭小でかつ、歩道があるところ無いところが点
在している。五個荘簗瀬町は通学路ではないものの、幅員狭い上に歩道がないため危険。

通学児童数 備　考

約４０名 今後、河曲奥線の道路改良を行い、車両交通量を減じる対策を検討。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江土木事務所 通学路の区間に歩道は設置されている。 ―

東近江市

東近江警察署

東近江市教育委員会
車両通行量も多く、要望箇所は通学路としては適さないの
で、今後も当該道路を通らずに通学するよう指導。

完了

その他

通学路



5

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 五個荘中学校 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、五個荘中学校

位置図 現況写真

五個荘竜田町 交差点部の安全対策

路　線　名 要望理由

市道小幡竜田線、里道
農道から広い道路への見通しが悪く、車両の存在がわかり難い。注意喚起のたて
看板はあるが、十分に機能しているとは言いがたい。

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
平成29年8月に中学生が自転車で軽四輪車と出会い頭で衝突し、重症を負う事故
が発生。

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 通学路交通指導の徹底 完了

歩道のある道路を利用せず、舗装されていない道路をあえて通学路としてしているのはどうか
との指摘あり。通学路を再考するよう指示。

通学路通学路



6

参加者

備考

住所及び個所名 要望内容

東近江土木事務所

東近江市 安全対策の検討 未定

五個荘山本町ほか 通り抜け車両に対する安全対策

路　線　名

備　考

要望理由

市道宮荘清水鼻線 道幅が狭く、抜け道利用もされており車両も多い

通学児童数

東近江市教育委員会

東近江市通学路点検詳細票 五個荘中学校 令和元年７月１０日（水）

道路課、教育総務課

　　　　　位置図 現況写真

その他

約250名 小学校通学路を含む。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

通学路・対策箇所



7

参加者

備考

平成３０年２月に自動車同士の交通事故が発生している。また過去には小学生の
関係する事故もある。小学校通学路でもある。

住所及び個所名 要望内容

宮荘町 交差点部の安全対策（路面表示の追加）

路　線　名 要望理由

東近江警察署、道路課、教育総務課、五個荘中学校

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 五個荘中学校 令和元年８月２７日（火）

その他

東近江市 路面標示（交差点内十字マーク、文字標記）の設置 完了

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

市道宮荘七里線
路地には壁や民家が接近しており見通しが悪い。また広い道路においても交差点
の存在がわかり難く減速することなく通過する車両が多く危険である。

通学児童数 備　考

５０名

通学路通学路

対策前

対策後



8

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 五個荘中学校 令和２年７月２０日（月）

東近江警察署、道路課、教育総務課、五個荘中学校

位置図 現況写真

路　線　名 要望理由

国道８号
市道中小幡線、市道大同川線

アンダーパスが急勾配で、自転車の速度が出やすい。かつ幅員も狭く歩行者も危
険。自転車、歩行者両者への注意喚起が必要。

通学児童数 備　考

住所及び個所名 要望内容

五個荘中町 アンダーパスにおける急勾配等注意喚起看板の設置

約８０名 学校での交通安全指導は実施している。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 標識の改修・移設 完了

東近江市教育委員会 通学指導の実施 完了

その他

東近江土木事務所

東近江市 区画線の補修 完了

通学路通学路


