
No. 学校名
各学校危
険箇所番
号

住所 要望 対策内容 事業主体

1 片塩小 1 大和高田市昭和町 減速等を目立つように表示 「スピード落とせ」等の電柱幕の設置 生活安全課

2 片塩小 2 大和高田市昭和町
道幅を拡張するか、バイク等
は進入禁止、もしくは時間制
限をしていただきたい。

○市土木管理課
・道拡幅は水路側は上流地域の浸水被害が想定される
為、また隣接地は建物があり困難である。
○高田警察
この道路の定義が不明なので、出入口付近にて車両等が
通行できないようにするか、立て看板等で車両の通行を避
ける若しくは車両から降りて押して通行するよう示してはど
うか。

土木管理課
高田警察

3 片塩小 3 大和高田市永和町
停止線・注意喚起の掲示を
お願いします。

○生活安全課
・R3年度以降停止指示線の設置検討
○高田警察
・停止線（実線）は対応する規制がないので設置できない
（道路幅員が狭く横断歩道の設置は困難）従って、停止指
導線やゾーン３０エリアであることを活かした他の対策をお
願いする。

生活安全課
高田警察

4 片塩小 4 大和高田市曙町 歩道の設置をお願いします

○市土木管理課
・道路幅員が狭小な為、歩道設置は困難である。
○生活安全課
・道路の幅員がないため、路側帯の設置は困難
・電柱幕の設置
・R2年度「キッズゾーン」路面標示設置済

土木管理課
生活安全課

5 高田小 1
大和高田市北本町ビューティーサロ
ンアサヒ前信号

信号時間を長くしてほしい。
○高田警察
・調査の上、相応の秒数に調整を検討
　する。

高田警察

6 高田小 2 大和高田市長谷本寺前から大中橋の間

・グリーンラインなど早急の対
応希望
・ガードレール破損の修理
・徐行看板をわかりやすく設置
希望、字がうすいので修復希
望
・登校時間帯に警察の立哨等
をお願いしたい。

○県高田土木
・自治会の同意が得られるなら、
　設置を検討する。
・防護柵の修繕は行う。
○生活安全課
・「スピード落とせ」等の電柱幕の設置
○高田警察
・この路線は３０km/h規制を行っていることや、道路状況や
通行量から、車両がかなりの速度で通行することは非常に
困難かと思われますが、種々の警察活動にて対応する。

県高田土木
生活安全課
高田警察

7 浮孔小 1
大和高田市蔵之宮町19付近（勝目
橋付近）踏切道高田市第４号

現在の橋の歩道部分を車道
に拡張し、新たに南面に隣
接して歩道部分の増設をお
願いする。

○市土木管理課
・令和元年度に勝目橋を橋りょう長寿命化計画に基づき修
繕したところである為、当面、橋の架け替え等は困難であ
る。

土木管理課

8 浮孔小 2
大和高田市田井新町（ニック大和高
田工場付近）県道大和高田御所線
（116号）

信号機の設置が無理であれ
ば、道路上の路面標示を早
急にお願いする。

○県高田土木
・警察との協議で決定したい。
○高田警察
・横断歩道周辺の道路状況から検討するに、信号灯器を良
好に視認できる位置に信号柱を設置できないため、信号機
の設置は困難。その他の安全対策にて対応を願う。

県高田土木
高田警察

9 浮孔小 3
大和高田市田井108・109付近
県道大和高田御所線（116号）

横断歩道新設をお願いす
る。

○高田警察
・東側の側溝へ転落する危険があることや、東側に歩行者
の滞留場所が確保されていないこと等、現状の交差点形状
では、横断歩道の設置は困難。その他の対策を願う。

高田警察

10 浮孔小 4
大和高田市田井（田井橋付近）
県道大和高田御所線付近

・公道への駐停車等に対す
る注意喚起をお願いする。

○高田警察
・付近の工場に対し指導済み。

高田警察

11 磐園小 1 大和高田市磐築橋交差点
歩行者の安全のため、横断
歩道を目立つように補修して
ほしい

○高田警察
・横断歩道が磨耗しているため、本部に対し補修の上申を
行います。

高田警察

12 磐園小 2 大和高田市有井1番地
歩行者の安全のため、横断
歩道を目立つように補修して
ほしい

○高田警察署
・今年度補修済みです。

高田警察

13 磐園小 3 大和高田市神楽池南東、釣具店角

主要地方道大和高田斑鳩線
を走る車やその側道から歩
行者が見えるようにカーブミ
ラーをつけてほしい

○生活安全課
・カーブミラーは設置箇所がなく
困難
・「歩行者注意」等の電柱幕の設置

生活安全課

14 磐園小 4 大和高田市神楽橋

・歩行者信号の設置
・歩行者の安全のため、横
断歩道を目立つように補修
してほしい

○高田警察
・道路状況から信号灯器を良好に視認できる位置に信号柱
を設置できないため、信号機の設置は困難。押しボタンに
より赤色灯が点灯する横断支援設備の活用をお願いする。
・横断歩道は、今年度補修済み。

高田警察
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15 磐園小 5 大和高田市築山東を北東に入った道
外側線をもっと伸ばしてほし
い

○生活安全課
・R2年度外側線及びグリーンベルト延長済み。

生活安全課

16 磐園小 6 大和高田市築山　春日神社前の道 外側線を引いてほしい
○生活安全課
・外側線の敷設は、道路の幅員が狭くなることから困難
・R2年度「キッズゾーン」路面標示設置済

生活安全課

17 陵西小 1 大和高田市池田中原歯科前

踏切内に歩道を設置するな
ど、歩行者と車両を分けるよ
うな手立てをしてもらいた
い。（歩車分離のための対
策）

○市土木管理課
・踏切道を歩車分離するには、前後の道路幅員が狭い為、
困難である。
○生活安全課
・踏切道の拡幅は困難
・R2年度踏切南北の歩道のグリーンベルトに滑り止め舗装
を施工済

土木管理課
生活安全課

18 陵西小 2
大和高田市野口付近（本校正門よ
り300メートルほど西）

児童の落下防止のために
ガードレールなどの設置を
希望する。

○生活安全課
・川への転落防止用のガードパイプをＲ3年度以降設置検
討
・ガードパイプ設置不可なら、転落防止の気付きとして道路
鋲又はポストコーンの設置検討

生活安全課

19 陵西小 3 大和高田市大谷付近

信号や横断歩道の設置が望
ましいが、難しいようであれ
ば交差点の色を変える等の
対応を希望する。

○市生活安全課
・電柱幕３箇所設置済み。

生活安全課

20 菅原小 1 大和高田市吉井118-1

南北方向に足形マーク、横
断歩道、東西方向に徐行の
標識等をつけていただきた
い。

○生活安全課
・足型マークの設置
○高田警察
・交差点の大きさが小さいことや、歩行者の滞留場所がな
いため、横断歩道の設置は困難。警察官の立ち寄り警戒
にて対応する。

生活安全課
高田警察

21 菅原小 2
大和高田市ＪＡ天満前
大和高田御所線

道路の路側帯を緑で塗って
いただきたい。

○県高田土木
・自治会の同意が得られるなら、
　設置を検討する。

県高田土木

22 菅原小 3 大和高田市吉井346-2
南北方向の道路に足形マー
ク、交差点のカラー化をして
いただきたい。

○生活安全課
・足型マーク及び電柱幕の設置
・交差点カラー化はR3年度以降実施検討

生活安全課

23 菅原小 4 大和高田市吉井323-1
交差点のカラー化をしていた
だきたい

○生活安全課
・R3年度以降実施検討

生活安全課

24 浮西小 1
大和高田市春日町1丁目8番地南東
角交差点

カーブミラーの新設
○生活安全課
・カーブミラーについては、設置箇所がないため困難
・電柱幕及び交差点マーク設置予定

生活安全課

25 浮西小 2
大和高田市曽大根571番地1号南東
交差点

カーブミラーの新設
○生活安全課
・カーブミラーについては、設置箇所がないため困難
・足型マーク及び交差点マーク設置予定

生活安全課

26 浮西小 3
大和高田市曽大根562番地南東角
交差点

カーブミラーの新設
○生活安全課
・カーブミラーについては、設置箇所がないため困難
・足型マーク及び交差点マーク設置予定

生活安全課

27 浮西小 4
大和高田市東中1丁目9番地西側の
橋

横断用ランプの修理
○生活安全課
・現場にて両方のボタンを押して確認したが、どちらもランプ
が点灯したため、修繕の必要はなし。

生活安全課

28 浮西小 5
大和高田市大字東中　大和淡水グ
ループ東側道路

道路の補修
○市土木管理課
・道路を点検し、簡易補修します。

土木管理課

29 浮西小 6
大和高田市高田土木事務所前交差
点から東向き道路沿い側溝

安全柵の設置・補修
○市土木管理課
・道路肩に気付きの為のポストコーンを設置する。

土木管理課

30 浮西小 7
大和高田市東中1丁目9番地西側の
橋

安全柵の設置・補修
○市土木管理課
・土台のコンクリートを点検し、補修を検討。

土木管理課

31 浮西小 8
大和高田市東中2丁目4番地南東角
交差点

路面標示の敷設
○生活安全課
・R3年度以降実施検討

生活安全課

32 浮西小 9
大和高田市東中2丁目9番地・13番
地西側道路(外側線)

路面標示の敷設
○生活安全課
・R3年度下水道工事終了後設置検討

生活安全課

33 浮西小 10
大和高田市東中バス停から春日町
2丁目7番地に抜ける道路

減速帯の敷設
○生活安全課
・「スピード落とせ」等の電柱幕の設置

生活安全課



34 高田中 1
大和高田市大中東町５番　高田中
学校校舎東側道路

校門前道路の南側交差点の
手前の路上にできればス
クールゾーンのマークを描い
て頂きたい。あるいはゾーン
３０のマークを描いて頂けれ
ば思います。グリーンベルト
も、もう少し交差点まで描い
て頂きたい。

○生活安全課
・R2年度グリーンベルト延長済
○高田警察
・ゾーン３０区域ではないため、設置不可。

生活安全課
高田警察

35 高田中 2 大和高田市日ノ出町

停止線のある踏切とない踏
切があり、この踏切は後者
に属しますが、停止線のよう
なものを描くことができない
でしょうか。またこの道の南
に向かう道路は幅が狭く危
険です。

○生活安全課
・踏切より南側の幅員が狭い道路については電柱幕設置
により対応。

生活安全課

36 片塩中 1 大和高田市田井新町
・踏切付近の道路の拡張
・横断歩道の設置

○市土木管理課
・道路幅は、水路側は上流地域の浸水被害が想定される
為、また隣接地は建物があり困難である。
○高田警察
・横断歩道の設置については、既設の横断歩道との間隔が
狭いこと（北方の横断歩道まで約100ｍ、南方の横断歩道
まで約60ｍ）で、横断歩道の設置は困難。交差点改良が可
能なら検討の余地はある。

土木管理課
高田警察

37 高田商 1 大和高田市松塚駅周辺の道路

登下校時の時間帯は車の一
方通行。道幅が狭いが車が
スピードを上げて走行してい
るので、警察との連携を行い
注意喚起を行って頂きたい。

○生活安全課
・「通学路注意」等の電柱幕の設置
○高田警察
・この松塚地区はゾーン30エリアとなっており、実勢速度は
29ｋｍ/ｈを記録、概ね速度規制を守ってもらっている。要望
箇所にはハンプが設置されていることから、相応の効果が
あると判断されるが、種々の警察活動にて対応。
・一方通行については検討。

生活安全課
高田警察


