
令和3年2月現在

番号 実施日 学校名 道路名 箇所名
通学路の状況・危険の内容

（学校報告）
対策内容 対策者

対策予定
年度

対策状況

1 6月2日 有終東小学校
市道中挾町・吉野線

市道駅裏東小線

大野市中挾１丁目
ＪＡテラル越前本店駐車場
周辺

側溝にふたが無く、転落事故
有り。また、歩くのに電柱が邪
魔になり、車道へ入り込む

①中央線を消し、外側
線を引き直して路肩を
広げる
②注意喚起

①大野市建設整備
課
②大野市教育委員
会

①平成29年度
②平成28年度

①対策済み
②注意喚起
を継続

2 6月2日 有終東小学校 一般国道４７６号 東中交差点付近
歩道が無い部分があり、危
険。

路側線引き直し 福井県奥越土木事務所 平成26年度 対策済み

3 6月2日 有終西小学校
市道泉町東西３号線
市道泉町南北６号線

大野市泉町７番２４号 付近
三叉路で、通学児童から見て
右方から来る自動車が見えな
い。

注意喚起 大野市教育委員会 平成28年度
注意喚起を
継続

4 6月2日 有終西小学校
    ①市道城町１号線
    ②市道城見線

大野市城町１０番１１号 付
近

三叉路で、通学児童から見て
左右両方から来る自動車が
見えない。

①注意喚起
②ゾーン30指定

①大野市教育委員会
②大野警察署、福井
県奥越土木事務所、
大野市建設整備課

平成28年度
①注意喚起
を継続
②対策済み

5 6月2日 乾側小学校 市道花山・下丁・中丁線
大野市下丁（一乗ﾊｲﾂ付
近）

道路端に約３ｍの擁壁があり
落下の恐れ。

転落防止柵の設置 大野市建設整備課 平成28年度 対策済み

6 6月2日 乾側小学校 一般国道４７６号
大野市中丁（生活改善ｾﾝ
ﾀｰ手前）

道路と田との高低差が大きく
落下の恐れ。

ガードレールの設置 福井県奥越土木事務所 平成27年度 対策済み

7 6月2日 乾側小学校 市道坂戸・赤根線
大野市牛ヶ原（学校北側農
道）

通勤時の抜け道的に使われ、
スピード出した車が通り危険。

路面標示｢通学路注
意」の設置

大野市建設整備課 平成29年度 対策済み

8 6月2日 乾側小学校 市道坂戸・赤根線 大野市牛ヶ原（坂戸）
道路両側が用水路に向かっ
て傾斜があり、特に積雪時は
滑り落ちる危険がある。

ガードレールの設置 大野市建設整備課
平成29年度
以降

対策済み

9 6月2日 乾側小学校 一般県道皿谷大野線
大野市牛ヶ原（西大門地区
内）

道路に沿った水路が深い。道
路にはガードレールがある
が、橋にはなく危険。

ガードレールの設置 福井県奥越土木事務所 平成27年度 対策済み

10 6月6日 上庄小学校 市道上庄小西線
大野市稲郷27-11グランド
南西角

道路が急に狭くなり、下に穴
があるのに、ガードもない。

柵の設置 大野市建設整備課 平成27年度 対策済み

11 6月6日 上庄小学校 市道東中・北御門稲郷線
大野市森政地頭3-1-3又は
 稲郷3-1-3 稲郷･野中処理
場付近交差点

横断歩道のペンキがはげてい
る。

横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 平成26年度 対策済み

通学路対策一覧表（平成26年度）
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12 6月6日 開成中学校 市道大野高校東線 大野市新庄１６－１２付近
住宅が側道の視野を防ぎ危
険

横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 平成26年度 対策済み

13 6月6日 開成中学校 市道大野高校東線
大野市新庄大野高校前通
り

住宅が側道の視野を防ぎ危
険

注意喚起 大野市教育委員会 平成28年度
注意喚起を
継続

14 6月6日 陽明中学校 市道新町陽明中線
大野市陽明町三丁目１５１
４ （陽明中学校前～下庄公
民館）

歩道がせまく，登下校が危
険。車通りも多い。特に一斉
下校の際危ない。

ゾーン３０指定
大野警察署
大野市建設整備課

平成27年度 対策済み

15 6月6日 富田小学校 市道上野・新塚原線 大野市上野　　JR上野踏切
道路が狭くなり、踏切もあり、坂
道になっており、積雪時は凍結し
ており危険。

注意喚起 大野市教育委員会 平成26年度
注意喚起を
継続

16 6月6日 富田小学校 市道上野・新塚原線
大野市上野 　白山神社付
近

用水路があり、強風時には児童
が飛ばされそうになる。

路側線引き直し 大野市建設整備課 平成27年度 対策済み

17 6月6日 富田小学校
市道富嶋・上野・井ノ口線

市道川上上野土打線
大野市上野　信号付近

信号機のボタンを押そうとする
と、用水路があり、積雪時には凍
結しており危険。

蓋の設置 大野市建設整備課 平成29年度 対策済み

18 6月6日 富田小学校
主要地方道大野勝山線

一般県道五条方下荒井線
大野市下麻生嶋交差点 歩道がなく、危険。 注意喚起 大野市教育委員会 平成26年度

注意喚起を
継続

19 6月6日 富田小学校

主要地方道大野勝山線
一般県道五条方松原出勝

山線
市道新塚原七板神社線

大野市土打
見通しの悪い交差点。スピードを
出す県外車が標識を見落とし、
優先を間違うこともある。

注意喚起 大野市教育委員会 平成26年度
注意喚起を
継続

20 ― 有終西小学校 一般国道４７６号 大野市幸町～元町
歩道が狭小で、歩行者と自転
車が接触する危険がある。

歩道整備と無電柱化 福井県奥越土木事務所 平成23～28年度 対策済み

21 ― 和泉小学校
一般県道白山中居神社朝

日線
大野市貝皿

カーブ区間で見通しの悪い区間
で車道部を歩行しており危険

歩道整備 福井県奥越土木事務所 平成30年度以降 対策済み
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