
■令和４年度　宇陀市通学路危険箇所　対策一覧表 令和4年12月現在

国 県 市町村

1 大宇陀小学校1
岩室 (岩室５１４－３　消
防会館消防庫前）

○
R5

建設課にてミラーの清掃か交換を
します。

2 大宇陀小学校2

西山８６番地（山本様宅前
道路）～岩室７０６番地
（大宇陀モータース様前道
路）

○
R5

建設課にて白線の引き直しを検
討。
街並み景観の関係を文化財課へ確
認。

3 菟田野小学校1
菟田野平井平田宅前バス停
付近

○
R4

注意喚起看板を設置します。

4 菟田野小学校2
菟田野古市場　菟田野小学
校から稲戸への道路

○
R4

○
R4

「通学路」「徐行願います」等の
注意喚起看板を設置します。

5 菟田野小学校3 菟田野古市場　高橋付近
○
R5

建設課にて破線の復旧をします。

6 菟田野小学校4 菟田野古市場　堂浄橋
○
R5

建設課にて交差点内に十字マーク
を入れます。

7 菟田野小学校5
菟田野古市場　岩崎東口交
差点付近

○
R4

建設課にて道路拡幅工事を実施中
です。

8 菟田野小学校6
菟田野松井　松井戎神社付
近

○
○
済

警察にて注意喚起の電柱幕を設置
します。

9 榛原小学校1
西峠のローソン下った信号
の所とコメリに向かって進
む通学路

○
R4

○
R4

歩行者信号の秒数を警察にて調整
します。また、横断を1回で渡り切
ろうとせずに、分団がバラバラに
なっても先に渡った児童達が待つ
などの通学指導をお願いします。

10 榛原小学校2 R165　トリミ眼科交差点
○
R4

状況に応じて、歩行者先出し信号
の時間延長をします。

11 榛原小学校3
わんぱく公園から小学校へ
行くまでの階段横

○
R4

穴に近づいたり、覗き込んだりし
ないように、通学指導をします。

12 榛原小学校4 丹切橋 ○
○
済

建設課にて破れた網の修復をしま
す。

13 榛原小学校5
あぶらやの前の道を挟んで
斜め前あたり

○
R5

建設課にてガードパイプの設置を
します。

14 榛原小学校6
トリミ眼科～岩井金物建材
店の間

○
○
済

総務課にてストップマーク設置を
します。

15 榛原小学校7
学びの丘駐車場から榛原幼
稚園にかけて

○
R5

子供飛び出し注意看板の設置をし
ます。

16 榛原東小学校1 天満台西一丁目
○
R5

建設課で樹木の剪定をします。

外側に向けて網が破れています。子どもが手を入れてし
まったり、引っかかってしまいそうです。点検、修復をお
願いします。

道路管理者

歩車分離の信号にもなりましたが、人数が多いと1回で信
号を渡りきれなかった、歩道手前で待ってしまう子も見か
け、下校時も心配です。危険箇所として把握確認お願いし
ます。

児童がバス停まで歩いて行く際に、横断歩道がない場所で
道路を横断しなければいけないため、危険である。車に対
して徐行を促す看板は設置してあるため、横断歩道があれ
ば、より安全な横断になる。横断歩道を設置してほしい。
ゼブラゾーンも薄くなっており塗り直ししてほしい。

カーブミラーのミラー部分にくすみがあるため、見づら
い。ミラーの交換。

道路脇の白線が消えていたり、引かれていない。白線の塗
り直しおよび白線を引いてほしい。

学びの丘駐車場から榛原幼稚園へ行く場合、榛原小学校の
周りの道路を横断する際に危険を感じる。
横断歩道の設置が望ましいが、設置不可の場合は注意喚起
看板等で車両に注意を促すなどをしてほしい。

昨年度末より、稲戸分団児童が、歩行して登下校してい
る。道路は幅が狭く、両脇に木が植わっており見通しが悪
い。歩道も設置できない道路なので、ドライバーへの注意
喚起が必要。注意喚起看板を、下り（稲戸→菟田野小学
校）方向に見える表示のみでなく、上り（菟田野小学校→
稲戸）方向にも、表示をしてほしい。

番号
小学校名及び
通し番号

危険箇所の位置・形状 理由

国道166号線と芳野川沿いの道をつなぐ堂浄橋は車幅が狭
く、車両が通る際、川沿いを歩く児童が見えにくい。双方
の道路とも一旦停止線がなく、危険。車両と、川沿いの道
を歩く児童や自転車で渡る生徒が一旦停止をするように、
堂浄橋と交差する4方向から（下写真の赤い矢印）の路面
に、注意喚起のための停止線を引いてほしい。

人権交流センター前から、岩崎東口交差点への道路が細
く、危険である。歩道等がなく、危険を知らせる表示もな
い。道路の片側（西側）に、歩行者が歩くところが目立つ
ように路面の歩行スペースを緑色で塗ってほしい。また、
「子ども飛び出し危険」というような表示で、注意喚起で
きるようにしてほしい。

国道166号線から、松井戎神社を抜けて、榛原菟田野御杖
線と交差するところの見通しが悪く、一旦停止線が消えて
きており、危険である。松井戎神社前からの道路にも、交
差点に停止線を引いてほしい。

横断歩道や一旦停止線を道路にひいていただき、通る車へ
の注意喚起ができてきている。川沿いの道路は、停止線が
薄くなって消えており、上り坂の先に交差点があり、見通
しが悪く危険。川沿いの道を自転車で渡る生徒や車両が、
一旦停止をするように、川沿いの道路にも注意喚起のため
の停止線を引いてほしい。

交通量が多く、けっこうなスピードが出ているため、交差
点の確認に対して車が見えづらい。
季節によって緑が生い茂っているため、木の手入れをお願
いしたい。

従来の横断歩道からトリミ眼科前に横断歩道が移動したた
め、まず横断歩道前にぺったんこマークがない。横断歩道
を渡った先の常夜灯を右折する時、右折側から来る車は、
常夜灯で人が見にくい。またこの場所にもぺったんこマー
クの設置が必要と思われる。ぺったんこマークの設置。

歩行者用青信号で渡っていたら、すぐ車用も青になり、名
張方面からの右折車が来る。歩行者用の信号を専用にして
ほしい。又は右折車の信号を矢印にしてほしい。

穴がいくつも空いており、危険なのではないかという声が
ありました。一度、確認お願いします。

あぶらやの前の道にて、片側には柵があるのに対し（ポス
ト側）もう一方には柵がない（ポストの反対側）柵の設
置。

具体的な対策内容対策済 学校
市教委

警　察

対策実施担当



国 県 市町村

道路管理者番号
小学校名及び
通し番号

危険箇所の位置・形状 理由 具体的な対策内容対策済 学校
市教委

警　察

対策実施担当

17 榛原東小学校2
天満台西３分団集合場所の
すぐそばのT字路

○
R5

建設課で樹木の剪定をします。

18 榛原西小学校1 白樺台～せんたく館前
○
R4

車両に注意を促すため、宇陀土木
事務所にて学童横断注意等の路面
表示および歩行者スペースのグ
リーンベルトを設置します。

19 榛原西小学校2 上井足・下井足
○
R4

○
R5

○
R4

建設課にてポストコーンの設置を
検討する。また、警察にて立哨を
検討する。
警察にて実施される横断歩道の移
設に合わせて、宇陀土木事務所に
て歩道の開口部を移設します。

20 榛原西小学校3 学校から二本杉橋
○
R5

建設課にてガードレールの設置を
検討する。

21 室生小学校1

室生三本松　（スクールバ
ス深野・三本松コースバス
停｢知原宅前」から三本松中
村地区までの道路）

○
R4

○
済

警察にてドライバーに注意喚起を
促す啓発看板、電柱幕の設置を検
討する。
宇陀土木事務所にて外側線を引き
直します。

22 室生小学校2
室生無山（県道１２７号線
と２８号線の交差点付近）
の道路

○
R4

宇陀土木事務所にて減速マークを
引き直します。

23 室生小学校3

室生大野２３１９番地（児
童の住所）辺り～大野２７
番地の６（児童の住所）ま
での道路

○
R5

建設課にて幅員減少の警戒標識設
置を検討する。

県道２８号線バス停付近は、下り坂になっているので、ス
ピードが出やすい。国道３６９号線に繋がる道路でもある
ので、交通量が多く、また他府県ナンバーの車もよく通
る。冬になると、道路が凍結する事がよくある。児童がそ
ばを通るので減速を促す表示、注意喚起を呼びかける看板
等の設置をお願いします。

道路の幅が狭い所と広い所がある。狭い所では、狭いにも
関わらず、スピードを上げて通る車がある。広い所では、
人気の少ないさみしい場所がある。道幅が狭くなる手前に
は、減速を促す表示を。人気の少ないさみしい場所では、
児童を守ることができるような監視カメラのようなものの
設置をお願いいたします。

白樺台からせんたく館前まで、せんたく館側に歩道がな
い。白樺台から下りて来た児童がせんたく館前の横断歩道
まで歩くとき路側帯が狭いため、トラックなど大きい車が
通る際に危険を感じる。川側には歩道が整備されている。
せんたく館は駐車場もあるので車の出入りがある。白樺台
より下りて来た所からすぐに川側の歩道に渡れる方が安全
なので、白樺台下に横断歩道の設置をお願いします。ま
た、児童が登下校していることが運転者から分かるような
標識（表示）の設置をお願いします。

上井足分団の通学路である県道31号二本杉橋交差点及び二
本杉橋は交通量が多い。急ぐ車両も多く、児童が道を横断
する時と通過する時に歩道が狭く車道との区別も段差のみ
のため、通学リスクが高い状況にある。
第1希望　木綿橋前の横断歩道に点滅信号を設置してほし
い。また、木綿橋をスクールゾーンにしてほしい。（通学
路を二本杉橋を通らないコースに変更）
第2希望　二本杉橋の歩道の安全確保のため、安全柵か
ポールを設置してほしい。また、児童の通学路となってい
ることが車の運転者からわかるような標識や横断旗を設置
してほしい。警察による登下校時の立哨についてもお願い
したい。

学校から二本杉橋までの通学路で、部分的にガードレール
が設置されていない。ガードレールが設置されていない場
所は、下り坂でスピードが出やすくカーブになっているた
め、先日トラックが横転する事故があった。
学校から二本杉橋までの通学路で、ガードレールが設置さ
れていない部分に設置をお願いしたい。

カーナビで抜け道として表示されるらしく、他府県ナン
バーの車がスピードを上げて通るので危ない。バス停から
児童らの自宅（三本松中村地区）までの道路に減速を促す
ような表示の設置をお願いいたします。

初夏になると木の葉が茂り、カーブミラーに車両がほぼ映
らない。車が右折、左折する際に事故発生の可能性が高
く、子どもが巻き添えになる可能性あり。（2年程前にT字
路で事故が起きている。）
カーブミラーに車両が映るように、2、3本の木を伐採する
か、その部分だけ頻繁に剪定してほしい。


