
令和4年3月現在

通学路関係

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 7月8日 有終西小学校 市道　城町1号線 城町 空き家が劣化し危険である 所有者への注意喚起 大野市防災防犯課 令和元年度 注意喚起を継続

2 7月8日 有終西小学校 市道　元町要町線 本町石灯篭会館前 横断歩道のペンキが薄れている 横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和2年度 対策済み

横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

路面標示の引き直し 福井県奥越土木事務所 令和2年度 対策済み

4 7月8日 有終西小学校 市道　二番線 本町 一時停止線のペンキが薄れている 一時停止線の引き直し 福井県公安委員会 令和2年度以降 対策済み

5 7月8日 有終南小学校
市道　国道158号新庄春日二
丁目線

篠座町二丁目 水路沿いに柵が無く危険である 柵設置 大野市建設整備課 令和2年度 対策済み

6 7月8日 有終南小学校 市道　南小・篠座線 稲山織物春日工場前道路 水路沿いに柵が無く危険である 注意喚起（民地乗入箇所のため） 大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

7 7月8日 有終南小学校 市道　鍬掛・飯降線 飯降集会所付近 深い用水路があるが柵が無く危険である 注意喚起（水路の反対側を歩く） 大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

8 7月8日 有終南小学校 市道　大野駅春日木本線 篠座 水路沿いに柵が無く危険である 注意喚起（道路構造上対応困難） 大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

9 7月8日 有終南小学校 市道　大野駅春日木本線 篠座 横断歩道が消えかかっている 横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和2年度以降 対策済み

10 7月8日 有終南小学校 市道　大野駅春日木本線
篠座　ファミリーマート～和光
園

歩道帯が狭い 注意喚起（反対側の広い方を歩く） 大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

通学路等対策一覧表（令和元年度）

3 7月8日 有終西小学校 一般県道　本郷・大野線 本町6-27、自衛隊事務所前
横断歩道・路面標示のペンキが薄れてい
る
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令和4年3月現在

通学路関係

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

通学路等対策一覧表（令和元年度）

11 7月8日 有終南小学校 市道　向島春日三丁目線 春日公園南東交差点 横断歩道を設置してほしい
注意喚起（現場確認の結果、交通
量も少ないため）

大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

12 7月8日 有終南小学校 市道　南小前線 有終南小学校前 横断歩道近くに用水路があり危険である 柵設置 大野市建設整備課 令和元年度 対策済み

13 7月8日 有終東小学校 市道　清和美里有明線 有明町
側溝に蓋が無く、足を踏み外す可能性が
あり危険である

側溝蓋設置 大野市建設整備課 令和元年度 対策済み

14 7月8日 有終東小学校 市道　中挾町・吉野線 JAテラル越前駐車場周り
路側帯が狭く、かつ側溝に蓋が無いため
足を踏み外す可能性があり危険である

側溝蓋設置 大野市建設整備課 令和元年度 対策済み

①交差点にｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置
②車止め設置

福井県奥越土木事務所
①令和元年度
②令和2年度

①対策済み
②対策済み

注意喚起 福井県公安委員会 令和２年度 対策済み

16 7月8日 有終東小学校 市道　駅東公園北線　他 有明町　文化会館付近一帯 用水路に柵が無く危険である ガードパイプ設置 大野市建設整備課 令和2年度以降 事業中

17 7月8日 乾側小学校 市道　花山・上丁線 中丁
通学路沿いに数百ｍ、3～5ｍの落差が
続くが、柵が無く危険である（平成30年度
にも要望あり）

注意喚起 大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

18 7月8日 乾側小学校 市道　大門・花山線 牛ヶ原（大門）
路側帯標示が無い。また、歩道帯が確保
されていない

注意喚起 大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

19 7月8日 乾側小学校 市道　大門・花山線 乾側小学校付近交差点
福井市への抜け道として学校前をスピー
ドを出して走行する自動車が多い。横断
歩道が消えかかっている。

横断歩道の引き直し
福井県奥越土木事務所
（近隣工事内で対応）

令和元年度 対策済み

20 7月8日 乾側小学校 市道　坂戸・赤根線 乾側小学校付近交差点
福井市への抜け道として学校前をスピー
ドを出して走行する自動車が多い。路面
標示が消えかかっている。

路面標示の引き直し 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

15 7月8日 有終東小学校 大野バイパス 堂本～中保 自動車のスピードが速い
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令和4年3月現在

通学路関係

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

通学路等対策一覧表（令和元年度）

21 7月8日 乾側小学校 市道　花山・下丁・中丁線 下丁（ビハーラ大野付近）
道路沿いに1ｍ以上の落差がある用水路
があり危険である

柵設置 大野市建設整備課 令和2年度 対策済み

22 7月8日 下庄小学校 一般県道　本郷・大野線 中野
JRの高架下を通る際、車道を歩かなけ
ればならない。交通量が多く危険であ
る。

注意喚起（道路構造上対応困難） 大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

23 7月8日 下庄小学校 一般県道　本郷・大野線 中野
大きな水門があり、車道に出ないと通行
できないため危険である。

注意喚起（道路構造上対応困難） 大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

24 7月8日 下庄小学校 市道　北大野駅上中野線 下庄小学校前
下庄小学校前の信号周辺の横断歩道や
止まれが消えかかっている

引き直し（舗装本復旧工事の際に
施工）

大野市建設整備課 令和元年度 対策済み

25 7月8日 下庄小学校 市道　北部東西12号線
陽明町3丁目　陽明公園横交
差点

横断歩道、止まれの白線が消えかかっ
ている

横断歩道、止まれの引き直し 福井県公安委員会 令和2年度以降 対策済み

センターライン引き直し 大野市建設整備課 令和2年度 対策済み

横断歩道引き直し 福井県公安委員会 令和2年度 対策済み

センターライン引き直し 大野市建設整備課 令和2年度 対策済み

横断歩道引き直し 福井県公安委員会 令和3年度 対策済み

28 7月8日 上庄小学校 一般国道157号線 平沢領家 横断歩道が消えかかっている 横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

29 7月8日 上庄小学校 農道 中据 用水路の集水桝があり危険である 注意喚起 大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

26 7月8日 下庄小学校 市道　新町陽明中線 中野3丁目　下庄公民館前
センターライン、横断歩道が消えかかっ
ている

27 7月8日 下庄小学校 市道　新町陽明中線
中野3丁目　ハニー新鮮館3
番通りバス停周辺

センターライン、横断歩道が消えかかっ
ている
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令和4年3月現在

通学路関係

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

通学路等対策一覧表（令和元年度）

外側線の引き直し 大野市建設整備課 令和2年度 対策済み

センターライン（黄色線）の引き直し 福井県公安委員会 令和2年度 対策済み

31 7月8日 上庄小学校 一般国道157号線 西山 横断歩道が消えかかっている 横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和2年度 対策済み

外側線設置 大野市建設整備課 令和2年度
―(幅員狭小により設
置不可）

33 7月8日 阪谷小学校 市道　伏石・柿ヶ嶋線 伏石
草木が生い茂り、歩道をふさいでいる。
枯れ葉等も多く、歩きにくい状態である。

歩道の草刈り、清掃の実施 大野市建設整備課 令和元年度 対策済み

34 7月8日 富田小学校 市道　川上上野土打線 旧農協前
道路工事のため大型車が通行している
が、歩道が無く危険である。

注意喚起（通学時間帯の工事車両
の通行しないようにする）

大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

35 7月8日 和泉小・中学校 市道　中瀬線 和泉小・中学校前
和泉小・中学校前の横断歩道と停止線
が消えかかっている（No.48と同じ）

横断歩道、停止線の引き直し 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

注意喚起（私有地の塀であり対応
困難）

大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

カーブミラーの設置 大野市建設整備課 令和元年度 対策済み

37 7月8日 上庄中学校 市道　上庄中前線 上庄中学校校門前
校門に向かって直進すると、左右から来
る自動車が見えにくいため危険である

注意喚起（市道範囲外のため対応
困難）

大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

30 7月8日 上庄小学校 市道　下黒谷・友兼線 中据　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前
外側線、センターラインが消えかかって

いる

32 7月8日 上庄小学校 市道　東中・北御門稲郷線
稲郷　杉川豆腐店～上庄小

学校まで
横断歩道が消えかかっている。外側線を

引いてほしい。

36 7月8日 開成中学校 市道　大野高校東線 こぶし通りとの交差点
ブロック塀の影響で横断者が見えにくく、

事故の危険性がある。
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令和4年3月現在

通学路関係

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

通学路等対策一覧表（令和元年度）

38 7月8日 上庄中学校 上庄中学校北側農道 上庄中学校北側
用水路が整備されたが、農道から用水路
まで高さがあり、危険である

注意喚起（市道範囲外のため対応
困難）
通学路変更を検討

大野市教育委員会 令和元年度 注意喚起を継続

39 7月8日 上庄中学校 一般国道157号線 上庄中学校前 横断歩道が消えかかっている 横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和2年度 対策済み

40 7月8日 尚徳中学校 主要地方道　大野勝山線 阪谷橋東側
大きな木が茂っており、昼間でも暗い。
街灯はあるが位置が高く、通学路となる
側道まで光が届かない。

注意喚起 福井県奥越土木事務所 令和元年度 注意喚起を継続

41 7月8日 尚徳中学校 市道　萩ケ野松丸線 久保橋東側
八幡神社があるため樹木が道路の上に
茂っており暗い。街灯は神社近くにある
が、橋から神社まで暗い。

注意喚起 大野市建設整備課 令和元年度 注意喚起を継続
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令和4年3月現在

園外活動箇所関係

番　号 実施日 保育施設名 道路名 箇所名
道の状況・危険の内容
（保育施設報告）

対策内容 対策者 対策予定年度 対策状況

42 7月8日 あかね保育園 市道　北大野駅上中野線 あかね保育園前 横断歩道と路面標示が消えかかっている
引き直し（舗装本復旧工事の際に
施工）

大野市建設整備課 令和元年度 対策済み

43 7月8日 あかね保育園 市道　北大野駅上中野線 中野 横断歩道が消えかかっている 横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

44 7月8日 荒島保育園 市道　上野・新塚原線 上野踏切
坂道のためスピードが出やすい。歩道も
なく、用水路があり危険である。舗装も劣
化している。

①応急対策として路面標示の実施
②踏切改良（歩道設置）

大野市建設整備課
①令和2年度
②令和７年度

①対策済み
②事業中

45 7月8日 荒島保育園 市道　川上上野土打線 上野駐在所前 横断歩道が消えかかっている 横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

46 7月8日 阪谷保育園 市道　森本伏石線 伏石
側溝に蓋が無く、足を踏み外す可能性が
あり危険である

注意喚起、散歩コース変更検討（地
元同意が得られず断念した経緯あ
り）

大野市福祉こども課 令和元年度 注意喚起を継続

47 7月8日 阪谷保育園 主要地方道　大野勝山線 山川医院前交差点

緩やかなカーブのため見通しが悪い。下
り坂のためスピードを出す自動車が多
い。横断歩道、路面標示が消えかかって
いる。

横断歩道、止まれの引き直し 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

48 7月8日 和泉保育園 市道　中瀬線 和泉小・中学校前
和泉小・中学校前の横断歩道と停止線が
消えかかっている（No.35と同じ）

横断歩道、停止線の引き直し 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

49 7月8日 和泉保育園 市道　中瀬線 朝日
道沿いの空き家が劣化し崩れかけてい
る。破片が落ちている場合が多く危険で
ある。

所有者への注意喚起 大野市防災防犯課 令和元年度 注意喚起を継続

50 7月8日 いとよ保育園 一般県道　皿谷・大野線 童子丸郵便局前交差点 交通量が多く、以前に事故があった。 車止めを設置 福井県奥越土木事務所 令和2年度 対策済み

51 7月8日 いとよ保育園 一般県道　皿谷・大野線 童子丸郵便局前歩道 側溝蓋が破損している 側溝蓋の取り換え 福井県奥越土木事務所 令和元年度 対策済み

52 7月8日 いとよ保育園 一般県道　皿谷・大野線 月美町
交通量が多い。東西方向の信号が短い。
横断歩道が消えかかっている。

横断歩道の引き直し
信号の時間延長

福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

53 7月8日 上庄保育園 市道　稲郷西線 上庄保育園前
外側線が消えかかっている。カーブのた
め見通しが悪く危険である。

①外側線の引き直し
②路面標示の実施

大野市建設整備課
①令和元年度
②令和2年度

①対策済み
②対策済み

通学路等対策一覧表（令和元年度）
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令和4年3月現在

園外活動箇所関係

番　号 実施日 保育施設名 道路名 箇所名
道の状況・危険の内容
（保育施設報告）

対策内容 対策者 対策予定年度 対策状況

通学路等対策一覧表（令和元年度）

54 7月8日 亀山保育園 一般県道　皿谷・大野線 水落町交差点 交通量が多く、歩道幅も狭い。
①車道分離標
②路面標示の実施
③縁石ブロックの設置

福井県奥越土木事務所
①令和2年度
②令和2年度
③令和2年度

①対策済み
②対策済み
③対策済み

55 7月8日 誓念寺こども園 市道　北部東西4号線 荒井公園入口
公園の出入り口に側溝があるが、蓋がか
かっていないため危険である

出入り口の両端1ｍ程度に側溝蓋
掛け

大野市建設整備課 令和元年度 対策済み

56 7月8日 いなやまこども園 一般国道158号線 篠座東交差点　南側
歩道に自動車が進入しないようにしてほ
しい

①車止めを設置
②中部縦貫自動車道整備促進

①福井県奥越土木事務所
②福井河川国道事務所

①令和2年度
②令和元年度

①対策済み
②-

57 7月8日 いなほこども園 一般国道158号線 篠座東交差点　北側 横断歩道待機場所が狭い
①外側線を引き、待機場所を確保
する
②中部縦貫自動車道整備促進

①大野市建設整備課
②福井河川国道事務所

①令和2年度
②令和元年度

①対策済み
②-

58 7月8日 いなほこども園
市道　国道158号新庄春日二
丁目線

春日三丁目 用水路があり危険である 注意喚起（用水路の反対側を歩く） 大野市福祉こども課 令和元年度 注意喚起を継続

59 7月8日 開成こども園
市道　国道158号新庄春日二
丁目線

開成こども園前道路
抜け道として利用され、自動車のスピード
が速く危険である

外側線、路面標示の実施 大野市建設整備課 令和2年度 対策済み

60 7月8日 篠座こども園 市道　大野駅春日木本線 篠座
横断歩道を渡る際に見通しが悪い。路面
標示をしてほしい。

路面標示の実施 大野市建設整備課 令和2年度 対策済み

61 7月8日 大野幼稚園 一般県道　本郷・大野線 天神町 東西方向の横断歩道の信号が短い 信号の時間延長 福井県公安委員会 令和元年度 対策済み

62 7月8日 大野幼稚園 市道　駅前清滝線 明倫町 歩道が狭いため、注意喚起をしてほしい 路面標示の実施 大野市建設整備課 令和2年度 対策済み
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