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参加者

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

約７０名 以前までの点検により路面標示、横断歩道のカラー化を実施。

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

神郷町 押しボタン信号の設置を含めた安全対策。

路　線　名 要望理由

県道佐生今線 交通量が多いにも関わらず、信号機がないため横断する時に危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 平成３０年６月２８日（木）

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、能登川東小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

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
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参加者

備考

東近江市教育委員会

その他
道路幅員が狭いため、グリーンベルト設置が難しい。水路の暗渠の話も出たが、水利権の関
係もあり、設置は困難。

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 平成２９年６月２８日（水）

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、能登川東小学校、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

新種 グリーンベルトの新設

路　線　名 要望理由

市道佐野・種線
種の交差点までの間の道幅が狭く、特に朝の通勤時間帯は車の通行量が増え、スピードも
非常に多く大変危険。グリーンベルトの設置等により視覚的に通学路であることを示したい。

通学児童数 備　考

約３０人 スクールガードによる立ち番実施箇所。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 当該道路３０km/hの速度規制あり。

東近江土木事務所

東近江市

通学路通学路
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参加者

備考

その他

東近江土木事務所

東近江市

東近江市教育委員会
県道の歩道を通るルートに通学路を変更することを、一案
として検討して貰うよう学校に打診

完了

約６０名 以前までの点検により路面標示を補修

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

小川町 押しボタン信号の設置を含めた安全対策。

路　線　名 要望理由

県道福堂今線 交通量が多いにも関わらず、信号機がないため横断する時に危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 平成３０年６月２８日（木）

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、能登川東小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

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
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参加者

備考

東近江市教育委員会

その他

東近江市 路側帯カラー舗装、横断歩道の溜まりの確保 完了

東近江警察署

備　考

約２０名 地元よりから市政要望として要望あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江土木事務所

防犯等は西側に設置されているが、横断歩道との連続性を勘案し、カラー舗装は東側に設
置。

乙女浜町 路側帯カラー舗装

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 平成２６年９月２４日(水)

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、能登川東小学校、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

市道乙女浜・新宮線 車両と歩行者の区別がなく危険。

通学児童数

通学路

対策後

対策前



5

参加者

備考

その他

東近江市 歩道橋の新設、区画線の補修、柵の設置 完了

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 完了

東近江警察署 横断歩道の設置 完了

東近江土木事務所

通学児童数 備　考

約２０名
おうみ通学路交通アドバイザーから指摘あり。能登川中学校からも同様の要望が
出ている。歩道橋整備計画あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

路　線　名 要望理由

市道小川・林・能登川線 歩道がなく、路側帯の狭い場所を歩いているため危険。

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、道路河川課、管理課、広域事業推進課、教育総務課、能登川東小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真

躰光寺町 児童が安全に通学できる対策

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 平成２９年６月２８日（水）

歩道の案内看板を設置したらどうかとの意見あり。

通学路

対策前

対策後
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参加者

備考

その他

東近江市 区画線の補修（完了）、グリーンベルトの設置 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 30キロ規制の路面表示追加 完了

市道小川１２号線 道が狭いうえ、朝の通学時間帯は車の交通量も多く危険。

通学児童数 備　考

約１７０名

住所及び個所名 要望内容

躰光寺町 路側帯カラー舗装の設置などを含めた安全対策

路　線　名 要望理由

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、能登川東小学校、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 能登川東小学校 平成２７年７月１０日(金)

令和２年７月２０日　再点検。当該道路西側にグリーンベルトを設置する。

通学路通学路
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参加者

備考

その他

東近江市 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

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

市道躰光寺１号線
市道小川・林・能登川線

道が狭いうえに、朝の通学時間帯は車の交通量も多く危険。

通学児童数 備　考

約１５０名 影清橋からの交差点部分はスクールガードによる立ち番実施。

住所及び個所名 要望内容

躰光寺町 路側帯カラー舗装の設置

路　線　名 要望理由

東近江警察署、道路河川課、教育委員会、能登川東小学校、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 能登川東小学校 平成２７年７月１０日(金)

影清橋から学校西側まで歩道が設置されているが、安全面、防犯面の問題があるとして市道
小川・林・能登川線は通学路の利用はしていない。

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
将来的に歩道橋がさらに老朽化になると撤去になる可能性が高いため、今後、交差点改良に
よる安全対策が必要になってくる。

東近江警察署

東近江土木事務所 歩道橋の修繕 完了

東近江市

路　線　名 要望理由

主要地方道大津能登川長浜線
修繕は何度も行っているが、老朽化しているため歩行するとブロックが剥がれてお
り危険。また、冬期は凍結のため滑りやすくなっている。

通学児童数 備　考

約１３０名 冬季は保護者が歩道橋を除雪し、安全確保をしている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江土木事務所、教育総務課、能登川東小学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

今町 歩道橋の補修、スリップ防止

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 平成２８年６月６日(月)

通学路

対策前

対策後
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参加者

備考

その他 対策検討中

東近江土木事務所

住所及び個所名 要望内容

今町 大雨時の通学路安全対策

路　線　名 要望理由

市道今2号線ほか
大雨になると道路と水路の境目がなくなり、児童が落ちる可能性があり危険。他に
適当な迂回路がなく当該道路を通らざるを得ない。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 平成２９年６月２８日（水）

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、能登川東小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

東近江市

東近江市教育委員会

約150名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

位置図 現況写真通学路

通常時

大雨時
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参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 平成２９年６月２８日（水）

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、能登川東小学校、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

長勝寺町 路側帯カラー舗装の設置

路　線　名 要望理由

市道佐生・神郷・種線 朝夕の交通量が多く、危険なため

通学児童数 備　考

約３５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 路側帯カラー舗装、区画線の補修 完了

東近江市教育委員会

その他

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 能登川東小学校 平成２９年８月２５日（月）

東近江土木事務所、広域事業推進課、教育総務課

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

今町 通学路の安全対策

路　線　名 要望理由

主要地方道大津能登川長浜線
県道福堂今線

歩道橋がさらに老朽化になると撤去になる可能性が高いため、新たな通学路の安
全整備が必要。

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

その他 平成３０年度から平成３１年度にかけ詳細設計、用地測量等実施予定。

東近江土木事務所 交差点の改良 平成３０年度以降

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

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 令和２年７月２０日（月）

東近江警察署、能登川東小学校、おうみ通学路交通アドバイザー、道路課、教育総務課

位置図 現況写真

路　線　名 要望理由

主要地方道大津能登川長浜線
市道垣見２号線・市道躰光寺２号線

横断中の児童が彦根方面から走行してきた車両にひかれそうになった事案があった。

通学児童数 備　考

住所及び個所名 要望内容

垣見町 横断時の児童の安全確保

約４０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 信号機の改良 完了

東近江市教育委員会 交差点横断に係る通学指導の実施 完了

その他

東近江土木事務所 横断待ち児童のための歩道部待機線の設置 完了

東近江市

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

東近江市 路側帯カラー舗装の設置 未定

東近江市教育委員会

48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

小川町 路側帯カラー舗装の設置

路　線　名 要望理由

市道小川２号線、市道小川７号線、市
道山路・小川・川南線

道幅が狭く、車両と児童の接触の危険がある

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 能登川東小学校 令和３年８月31日（火）

道路課、教育総務課

位置図 現況写真通学路
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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 歩道の設置 未定

東近江警察署

路　線　名 要望理由

市道西小城東線 交通量が多いため危険。

通学児童数 備　考

約１０名
平成２４年度に区画線の引き直しと路側帯カラー舗装を実施。ちどり幼児園前は
歩道あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

伊庭町～きぬがさ町 歩道の設置

東近江市通学路点検詳細票 能登川西小学校 平成２６年９月２９日(月)

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
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参加者

備考

その他

東近江市 路面標示補修 未定

東近江市教育委員会

横断歩道設置も現地で協議したが、歩行者たまりがないので設置は難しい。
令和元年８月２７日　再点検　交差点マーク及び北東部の文字の補修を行う。これ以上の速度
抑制対策は困難。

東近江警察署
現状注意喚起の対策がとられていること、丁字路交差点
であることから、一時停止の設置は困難である。

―

東近江土木事務所

通学児童数 備　考

約２０名 平成２４年度に区画線の補修、路側帯カラー舗装対応済。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

能登川町 強制力のある一旦停止標識の設置

路　線　名 要望理由

市道能登川・須田線
交通量が多いにも関わらず、一旦停止がないため横断する時に危険。カラー舗装
が設置されたことにより下校時も横断するため、対策をしてもらいたい。

住所及び個所名 要望内容

東近江市通学路点検詳細票 能登川西小学校 平成２７年７月１０日(金)

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、能登川西小学校

位置図 現況写真通学路
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参加者

備考

その他 児童は巻き込まれてはいないが、たびたび交通事故が発生している箇所。

東近江市

東近江市教育委員会

東近江土木事務所 現時点では修繕が必要と認められないので経過観察 ―

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署
信号機の設置には、国の示す設置基準を満たす必要があ
る。

―

県道柳川能登川線
市道小川・林・能登川線、市道西小・城東線

県道の抜け道となっており、通学時に交通量が多く、スピードを出している車が多
いため危険。

通学児童数 備　考

約７０名
スクールガードと教頭が立哨し交通指導。平成２６年度、県土木は交差点に縁石鋲を設置。道路河川課
は路面標示、北側ダイヤマークの間に減速マークを施行。また、交通量も考慮し主道従道の振替も検討
の余地ありと考えられている路線。

住所及び個所名 要望内容

伊庭町 信号機の設置

路　線　名 要望理由

東近江警察署、道路河川課、広域事業推進課、教育総務課、能登川西小学校

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 能登川西小学校 平成２７年７月１０日(金)

通学路通学路
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参加者

備考

その他

東近江市 路面標示、減速させる段差の施工 完了

東近江市教育委員会 看板の設置 完了

平成２６年度に路面標示、減速するための段差の施工を行ったばかりなので、現状の対策効
果の検証を行い、更なる対策が必要であれば今後検討を行う。足型マークの補修も検討。

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 速度制限（40km/h）、路面標示 完了

市道小川・林・能登川線
市道能登川６号線

県道の抜け道となっていて、横断歩道を渡る時に交通量が多く、スピードを出して
いる車が多いため危険。

通学児童数 備　考

約６０名 スクールガードと教頭が立哨し、交通指導。

住所及び個所名 要望内容

伊庭町 横断歩道があることをドライバーに知らせる工夫

路　線　名 要望理由

市長、教育長、東近江警察署長、東近江土木事務所長、能登川西小学校長、他関係者

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 能登川西小学校 平成２７年６月１８日(木)

通学路

対策前

対策後



6

参加者

備考

その他
信号機の設置は国の基準に合致させる必要がある。外灯は既設のものがある。道路幅員の
減少を検討するには農道管理者の意見集約も必要

東近江土木事務所

東近江市 歩行者溜まりの修正（ポールの設置） 完了

東近江市教育委員会
看板の配付
既設看板の交換

完了

約１０名 スクールガードが見守りを実施している。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

住所及び個所名 要望内容

伊庭町 信号機の設置、反射材の設置、外灯設置

路　線　名 要望理由

農道
市道伊庭・中洲線

緩いカーブと起伏があり、車が横断歩道を認識しづらいため危険。また、辺りには
建物が一切無いため、日没とともに暗くなり防犯面でも危険である。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 能登川西小学校 平成２６年９月２９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、能登川西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー、能登川町自治会長

位置図 現況写真通学路

対策前

対策後



7

参加者

備考

東近江市教育委員会

その他

東近江警察署

東近江土木事務所 県道整備事業の実施、ボラードの設置、路面標示の設置 完了

東近江市

令和２年７月９日　再点検。

主要地方道大津能登川長浜線
主要地方道で非常に交通量が多く一部歩道がない。また、歩道が設置されている部分は狭
く歩行者と自転車の混在する通学では危険なため自転車歩行者道の整備が必要。

通学児童数 備　考

約８０名 能登川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

住所及び個所名 要望内容

伊庭町、猪子町 歩道の設置、一部改良

路　線　名 要望理由

東近江市通学路点検詳細票 能登川西小学校 平成２６年９月２９日(月)

東近江土木事務所、道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真通学路通学路

対策前

対策後



8

参加者

備考

その他 歩道の設置は用地の確保ができないため難しい。

東近江土木事務所 路側帯カラー舗装（県道） 未定

東近江市 路側帯カラー舗装（市道） 完了

東近江市教育委員会

約８０名 地元としては、県道部に歩道設置を希望。

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

伊庭町 路側帯カラー舗装

路　線　名 要望理由

県道柳川能登川線
市道伊庭４号線

学校前までの道路は交通量が多く危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 能登川西小学校 平成２９年８月２５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

位置図 現況写真通学路



9

参加者

備考

その他 令和２年８月２０日　再点検。当該道路西側にグリーンベルトを設置する。

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

６０名
スクールガードによる立哨、飛び出し人形設置、通学路立て看板設置、歩行指導、
月２回ＰＴＡ同伴登校

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署
制限速度を時速３０キロメートルとすることを検討したが、
住宅地であり物理的速度抑制が困難なことから不可。

不可

住所及び個所名 要望内容

能登川町 片側グリーンベルト

路　線　名 要望理由

市道能登川１３号線
抜け道として交通量は多く道幅は狭い。来年度は、道沿いに住宅が造成され、交通量がさら
に増すことが予想される。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 能登川西小学校 令和元年８月２７日

東近江警察署、道路課、教育総務課、能登川西小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真通学路通学路



3

参加者

備考

猪子町 速度取締の実施など通学路の安全対策

東近江市通学路点検詳細表 能登川南小学校 平成２９年８月２５日(月)

東近江警察署、東近江土木事務所、道路河川課、管理課、教育総務課

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

市道本町２号線
交通量が多く、スピードを出している車が多いため危険。また、道路幅員が狭いため、雨の
日は１列に並んで登下校しても傘などの手荷物が自動車と接触することが多々ある。

通学児童数 備　考

約６００人 以前に路側帯カラー舗装、路面標示設置済。

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

東近江警察署 取締りの実施 完了

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 完了

その他 道路構造上、これ以上路側帯を広げること、道路拡幅を行うことは難しい。

通学路



4

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細表 能登川南小学校 平成２６年９月２４日(水)

能登川南小学校、東近江警察署、東近江市道路河川課、教育総務課

位置図 現況写真

佐野町 路側帯カラー舗装の新設

路　線　名 要望理由

市道佐野・種線 通学時間帯の交通量が多いため危険。

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１０名 佐野町から市政要望あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

その他

東近江市 路側帯カラー舗装 完了

東近江市教育委員会

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表 能登川南小学校 平成２６年９月２４日(水)

住所及び個所名 要望内容

佐生町 道路改良、歩道設置

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

市道能登川北部線 主要地方道栗見八日市線の渋滞を避ける車両がスピードを出して通り抜けるため危険。

通学児童数 備　考

約５０名 スクールガードによる見守りを実施。

東近江市 道路改良、歩道の設置 事業着手

東近江市教育委員会

東近江土木事務所

その他 市道能登川北部線の道路改良を行うことにより安全対策を講じる。

通学路



6

参加者

備考

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 現況写真

東近江市通学路点検詳細表 能登川南小学校 平成２７年７月７日(火)

市道猪子１号線
転落防止柵が老朽化しており危険。また、転落防止柵がない場所もあり児童が転
落する恐れがあり危険。

通学児童数 備　考

約１００名 転落防止柵の修繕は平成２７年度に実施済

住所及び個所名 要望内容

猪子町、山路町 転落防止柵の修繕、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 転落防止柵の新設、ポストコーンの設置 完了

東近江市教育委員会

通学路

対策前

対策後



7

参加者

備考

その他

東近江土木事務所

東近江市 外側線の補修 完了

東近江市教育委員会

路面標示及び法堂寺公園の垣根を低くする対策も検討。

約２００名 公園周りの歩道を歩き、横断歩道を渡って学校へと登校する。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 カーブ地点での横断歩道の設置は出来ない。 ―

住所及び個所名 要望内容

佐野町 児童が安全に横断できる対策

路　線　名 要望理由

市道栄町８号線 横断歩道があるが、ほとんど消えており危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細表 能登川南小学校 平成２８年６月６日（月）

東近江警察署、道路河川課、管理課、教育総務課、能登川南小学校

位置図 現況写真通学路

対策前

対策後



8

参加者

備考

その他

東近江土木事務所 歩行者たまりの確保及び歩道設置、側溝蓋の改修、区画線の設置 完了

東近江市 ポストコーンの設置（完了）、区画線の設置（市道部）、側溝蓋の設置、路側帯カラー舗装 未定

東近江市教育委員会 通学動線変更に合わせた通学指導の実施 完了

令和２年７月９日　再点検。交差点改良完了後通学動線を変更する（当該交差点以東は、道路北側を通
行する。）。児童通行部側溝蓋の改修・設置、区画線の設置、側溝端部にポストコーンの設置を行う。交差
点歩道部にボラードの設置を行う。　令和３年５月25日　再点検。市道猪子１号線までの路側帯カラー舗
装設置を検討。

約１５０名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署 歩行者用灯器の増設 未定

住所及び個所名 要望内容

猪子町 安全な待機場所の確保

路　線　名 要望理由
主要地方道大津能登川長浜線、市道山路
６号線、市道佐野・栄町・猪子線、市道猪子
１号線

山路方面から猪子方面へ横断する際、待避所がないために、列で待っている児童が通行車両との接近
や接触などが危惧される。また、林方面からの児童の信号待ち時の待避場所がなく同様に危険。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 能登川南小学校 平成３０年８月２４日（金）

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、能登川南小学校

位置図 現況写真



10

参加者

備考

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 完了

東近江市教育委員会 児童横断を示す看板の配付 完了

１９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

猪子町 グリーンベルトの設置

路　線　名 要望理由

市道能登川高校線 通学時間帯の車両通行量が多く、危険なため。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細表 能登川南小学校 令和元年７月９日（火）

東近江警察署、道路課、教育総務課

位置図 現況写真通学路

対策前

対策後



11

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細表 能登川南小学校 令和元年７月１１日

東近江警察署、東近江土木事務所、道路課、都市基盤整備課、教育総務課、能登川南小学校、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

佐野町 ガードパイプ等の設置

路　線　名 要望理由

主要地方道栗見八日市線 在校児童の大半が利用する交差点。車両通行量も多く、待機所の安全対策の強化が必要。

通学児童数 備　考

４００名

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署
歩行者用信号の点灯時間の変更、交差点北側停止線の
補修

完了

その他
ガードパイプ等の設置については、南西部は民地の緊急車両進入を阻害するため困難。北西
部は既存電柱等で保護が見込まれるため見送り。
令和２年７月９日　再点検。

東近江土木事務所

東近江市 区画線の改修 完了

東近江市教育委員会 児童の待機線を設置。信号待ちに係る通学指導の実施。 完了

通学路通学路



12

参加者

備考

その他 車両通行量が少ないことから、グリーンベルトの延長設置は見送り。

東近江土木事務所

東近江市 歩道縁石の改修、ポストコーンの設置 完了

東近江市教育委員会

約１００名 スクールガードによる立哨、学校による通学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 横断歩道の移設 完了

住所及び個所名 要望内容

佐野町 横断歩道の補修、児童横断・通学路等の表示、グリーンベルトの設置

路　線　名 要望理由

市道佐野・種線、市道佐野２号
線、市道栄町１号線

横断歩道箇所が見えにくい。車両通行量が多い。

通学児童数 備　考

東近江市通学路点検詳細表 能登川南小学校 令和２年７月９日（木）

東近江警察署、東近江土木事務所、道路課、広域事業推進課、教育総務課、能登川南小学校、おうみ通学路交通アドバイザー

位置図 現況写真通学路

対策前

対策後



3

参加者

備考

福堂町 児童が安全に横断できる対策

東近江市通学路点検詳細票 能登川北小学校 平成２７年６月８日(金)

東近江警察署、東近江土木事務所、教育委員会、能登川北小学校、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

主要地方道栗見八日市線
学校前の横断歩道で全校児童が利用。交通量が多いにも関わらず、信号機がな
いため横断する時に危険。

通学児童数 備　考

約８０名
以前に自治会要望も出ている。当該箇所については路面の補修、看板の配付を
実施済。信号の設置は難しいと回答。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江土木事務所 横断歩道カラー舗装 完了

東近江市

東近江警察署

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 完了（実施中）

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。

通学路



4

参加者

備考

東近江市通学路点検詳細票 能登川北小学校 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、能登川北小学校

位置図 現況写真

栗見新田町、栗見出在家町 ガードレール等歩行者たまりの安全確保

路　線　名 要望理由
主要地方道彦根近江八幡線

市道栗見新田22号線、主要地方道栗見八
日市線

湖岸道路で交通量も多く、感応式信号機であるため事故もしばしば発生している
箇所。縁石のみなので事故の巻き沿いになる可能性があり危険。

住所及び個所名 要望内容

東近江警察署
押しボタン信号機のボタン位置の変更しても危険な状況は
変わらない。

―

東近江土木事務所 ボラードの設置 完了

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

その他

東近江市

東近江市教育委員会 足型マーク設置、通学路交通指導の徹底 完了

令和元年７月９日　再点検 ボラード設置を決定。

通学路

対策前

対策後



1

参加者

備考

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 完了

その他

東近江土木事務所

東近江市

２車線を１車線に変更することも検討出来るが、地元の合意形成が必要。

東近江警察署

路　線　名 要望理由

市道小川・林・能登川線
道路が２車線や１車線とばらばらであり、急に狭くなるところもある。交通量が多いため接触事故が起こ
りやすく危険。また、路側帯も非常に狭く歩道帯が十分に確保できていない。

通学児童数 備　考

約８０名
下校時に教員が立ち番を実施。以前の点検において、路面標示（Ｔマーク）の補修、アロー
マーク、カーブ注意の路面標示を新設。道路拡幅は困難としている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

林町、山路町 道路拡幅、歩道設置

東近江市通学路点検詳細票 能登川中学校 平成２８年６月６日（月）

東近江警察署、道路河川課、管理課、教育総務課、能登川中学校

位置図 現況写真

住所及び個所名 要望内容

通学路



2

参加者

備考

その他 令和元年７月１１日　再点検。

東近江市
交差点形状の改良を検討。外側線、路面補修が可能か検
討。

未定

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 完了

東近江警察署

東近江土木事務所

通学児童数 備　考

約３００名
教員が下校時に立ち番を実施。以前赤点線部に通学路変更を打診したものの地元合意が
得られなかったため、現状の通学路となっている。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

垣見町 交差点部の安全対策

路　線　名 要望理由

農道
市道本町１号線、市道佐野１５号線

現況の通学路が道幅狭く危険。特に、踏切から東側の交差点が危険であり、近隣住民から
苦情が継続的に出ている。垣見隧道拡幅完了までに何らかの対策を講じたい。

住所及び個所名 要望内容

東近江市通学路点検詳細票 能登川中学校 平成２８年６月６日（月）

東近江警察署、道路河川課、管理課、教育総務課、能登川中学校

位置図 現況写真通学路



3

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（都市計画道路）整備事業の早期完了 完了

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

主要地方道大津能登川長浜線
主要地方道で非常に交通量が多く一部歩道がない。また、歩道が設置されている部分は狭
く歩行者と自転車の混在する通学では危険なため自転車歩行者道の整備が必要。

通学生徒数 備　考

約３０名 能登川西小学校の通学路（青色線）。能登川西小学校からも要望あり。

住所及び個所名 要望内容

伊庭町、猪子町 歩道の設置、一部改良

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 能登川中学校 平成２６年９月２４日(水)

通学路

対策前

対策後



4

参加者

備考

その他

東近江市
歩道橋の新設、区画線の補修、柵の設置、能登川支所内
に歩行帯（カラー舗装）設置

完了

東近江市教育委員会 通学路交通指導の徹底 完了

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

市道小川・林・能登川線 歩道がなく、路側帯の狭い場所で登下校しているため危険。

通学児童数 備　考

約８０名 能登川東小学校からも要望あり。下校時に教員が立ち番実施。

住所及び個所名 要望内容

躰光寺町 歩道橋の増設など、歩行者の安全対策

路　線　名 要望理由

東近江警察署、道路河川課、教育総務課、能登川中学校

位置図 現況写真

東近江市通学路点検詳細票 能登川中学校 平成２７年７月７日(火)

通学路

対策後

対策前



5

参加者

備考

その他

東近江市教育委員会

東近江土木事務所

東近江市 垣見隧道拡幅の早期着工 施工中

約９０名
（徒歩のみ）

将来的に垣見踏切を横断している生徒も当該路線に変更したいと考えており、変
更になった際の通学児童数は徒歩、自転車を合わせると３００名を超える。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

東近江警察署

路　線　名 要望理由

３・５・７０１中学校線
（主要地方道栗見八日市線）

隧道が狭く、かつ交通量が多く危険なため。

通学児童数 備　考

住所及び個所名 要望内容

垣見町 歩道設置、垣見隧道の拡幅

東近江市通学路点検詳細票 能登川中学校 平成２７年７月７日(火)

道路河川課、教育総務課、能登川中学校

現況写真位置図 通学路



6

参加者

備考

東近江警察署

約３０人

東近江市教育委員会

要望箇所以外は歩道が整備されている。中学校のほか、大中町、福堂町、栗見出
在家町、栗見新田町自治会からも要望あり。

事業主体 点検結果（対策等） 対策時期

その他

東近江土木事務所 歩道の設置 未定

東近江市

平成28年度測量実施。歩道設置の際に、乙女浜町地先にて歩行者たまり設置も検討。

主要地方道栗見八日市線
琵琶湖側からの通学路で、当該部分のみ歩道が整備されていないため市道に迂回してい
る。市道は通行量が少なく、不審者も出没しているため歩道設置が急務。

通学児童数 備　考

路　線　名 要望理由

住所及び個所名 要望内容

乙女浜町、福堂町 県道の歩道整備

東近江市通学路点検詳細票 能登川中学校 平成２７年７月７日(火)

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、能登川中学校

現況写真位置図 通学路



7

参加者

備考

その他

東近江土木事務所

東近江市 安全対策の検討 未定

東近江市教育委員会

5人 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

住所及び個所名 要望内容

北須田町・南須田町 通り抜け車両に対する安全対策。

路　線　名 要望理由

市道能登川・須田線 道幅が狭く、県道の抜け道利用もされており車両通行も多い。

通学生徒数 備　考

東近江市通学路点検詳細票 能登川中学校 令和元年７月１０日（水）

道路課、教育総務課

位置図 現況写真通学路


