
令和4年3月現在

通学路関係

番
号

合同点検
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 - 有終西小学校 国道　476号 城町　百間堀付近
自動車のスピードが速い（ゾーン３０区域
内）

路面標示（ゾーン３０）の引き直し 福井県奥越土木事務所 令和２年度 対策済み

2 - 有終西小学校 市道　二番線
元町　二番通りと七間通りと
の交差点付近

自動車のスピードが速い（ゾーン３０区域
内）

路面標示（ゾーン３０）の追加 大野市建設整備課 令和３年度以降 対策済み

3 - 有終西小学校 市道　元町要町線
元町　本町通りと国道　476
号との交差点付近

自動車のスピードが速い（ゾーン３０区域
内）

路面標示（ゾーン３０）の追加 大野市建設整備課 令和３年度以降 対策済み

4 - 有終西小学校 国道　476号 明倫町　広瀬病院前
自動車のスピードが速い（ゾーン３０区域
内）

路面標示（ゾーン３０）の追加 福井県奥越土木事務所 令和２年度 対策済み

5 - 有終南小学校 市道　春日神社南小線 春日2丁目 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

6 - 有終南小学校 市道　南小前線 春日2丁目 水路に蓋がなく危険
注意喚起（民地の塀が接しており
構造上蓋設置が不可能）

大野市教育委員会 令和２年度 注意喚起を継続

7 - 有終東小学校 市道　中挾町吉野線 中挾1丁目 水路沿いに柵がなく危険
注意喚起（民地側には柵設置不可
のため）

大野市教育委員会 令和２年度 注意喚起を継続

8 - 有終東小学校 一般県道　皿谷大野線 中挾1丁目　駅東大橋 自動車のスピードが速く危険である 路面標示 福井県奥越土木事務所 令和２年度 対策済み

9 8月7日 有終東小学校 市道　中挾町・吉野線
美里町　東部児童センターの
交差点付近

①自動車のスピードが速く危険
②吉野公園周りの見通しが悪く危険

①１車線化（外側線引き直し）
②公園内の低木伐採

大野市建設整備課
①令和３年度以
降
②令和２年度

①対策済み
②対策済み

10 - 有終東小学校 市道　駅裏東小線 美里町　学校校門付近 ガードレールが破損している ガードレールの修繕 大野市建設整備課 令和２年度 対策済み

通学路等対策一覧表（令和２年度）
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11 - 有終東小学校 市道　中挾・中保線 中挾１丁目　中挾橋
①橋の幅員が狭小であり危険
②地覆に消雪パイプが設置されており歩
行者が通行困難

注意喚起（道路構造上、消雪の移
設、幅員確保が困難）

大野市教育委員会 令和２年度 注意喚起を継続

12 - 有終東小学校
市道　中挾・中保線と市道　中
挾町南北4号線の交差点

中挾１丁目　中挾橋付近 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３年度 対策済み

13 - 有終東小学校 一般県道　皿谷大野線　歩道 中挾町1丁目
水路のコンクリート蓋が破損し陥没して
いる

蓋の交換 福井県奥越土木事務所 令和２年度 対策済み

14 - 小山小学校
主要地方道　松ヶ谷宝慶寺大
野線

下舌　春日神社付近
①カーブで見通しが悪いものの自動車
のスピードが速く危険
②外側線が消えかけている

①注意喚起（ゾーン30不可）
②外側線引き直し

①大野市教育委員会
②福井県奥越土木事務所

令和２年度
①注意喚起を継続
②対策済み

15 - 小山小学校
市道　深井右近次郎線と市道
小山工業団地線の交差点

深井 車のスピードが速く児童の横断が危険
路面標示『歩行者注意』（横断歩道
不可）

大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

16 - 小山小学校
主要地方道　松ヶ谷宝慶寺大
野線と市道　下黒谷・友兼線
の交差点

上舌 車のスピードが速く児童の横断が危険
路面標示『歩行者注意』（横断歩道
不可）

福井県奥越土木事務所 令和３年度 対策済み

17 - 小山小学校 市道　下黒谷・友兼線 上舌 外側線がない 外側線を引く 大野市建設整備課 令和３年度以降 対策済み

18 - 小山小学校 市道　小山工業団地線 上黒谷　上黒谷橋付近 車のスピードが速く児童の横断が危険
路面標示『歩行者注意』（横断歩道
不可）

大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

19 - 小山小学校
主要地方道　松ヶ谷宝慶寺大
野線

上舌
児童が歩道から用水路に転落する恐れ
がある

転落防止柵の設置 福井県奥越土木事務所 令和３年度以降 対策済み

20 - 小山小学校 市道　春日野千歳木の本線 南春日野
車のスピードが速く児童が危険
外側線がない

①注意喚起（ゾーン30不可）
②外側線を引く

①大野市教育委員会
②大野市建設整備課

①令和２年度
②令和３年度以
降

①注意喚起を継続
②対策済み
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21 - 小山小学校
市道　春日野千歳木の本線と
市道　下舌荒子線との交差点

下舌　ふれあい公園付近
車のスピードが速く児童の横断が危険で
あるため、横断歩道と注意喚起の道路
標識を設置してほしい

路面標示『歩行者注意』（横断歩道
不可）

大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

22 - 小山小学校
市道　春日野千歳木の本線と
市道　上黒谷・下舌・中据・友
兼線との交差点

大野荘付近
車のスピードが速く児童の横断が危険で
あるため、横断歩道と注意喚起の道路
標識を設置してほしい

路面標示『歩行者注意』（横断歩道
不可）

大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

23 - 下庄小学校
市道　駅東線と市道　下中野・
堂本堤防線の交差点

東中野２丁目，３丁目，陽明
町３丁目の交差点

横断歩道が３カ所しかなく、消えかかって
いる

横断歩道の引き直し（３箇所） 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

24 - 下庄小学校
市道　駅東線と市道　新町陽
明中線の交差点

陽明町３丁目 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３年度 対策済み

25 - 下庄小学校 市道　駅東線 陽明町３丁目 自転車レーン ブルーラインが消えかかっている 自転車レーンの引き直し（統一色） 大野市建設整備課 令和３年度以降

26 - 下庄小学校
市道　北部南北11号線と市道
北部東西12号線の交差点

陽明町３丁目　陽明公園付
近

横断歩道が３カ所しかなく、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 ― 対策済み

27 8月7日 上庄小学校 市道　下黒谷・友兼線 中据　農道と市道の交差点
農道から市道を横断するが、交通量も多
く横断歩道がないため危険
用水路の水量が多く危険

①横断歩道と停止線の追加
②注意喚起

①福井県公安委員会
②大野市教育委員会

①令和３年度
②令和２年度

①対策済み
②注意喚起を継続

28 - 上庄小学校
市道　上据・稲郷線と市道　中
据上据木本線の交差点

上据 横断歩道と停止線が消えていて危険 横断歩道と停止線の引き直し 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

29 - 上庄小学校 市道　森政領家医王寺線 森政領家
用水路の幅が広く、たくさんの水が流れ
ているため、危険

注意喚起 大野市教育委員会 令和２年度 注意喚起を継続

30 - 上庄小学校
市道　東中・北御門稲郷線の
交差点

稲郷・野中処理場付近 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

3/5



令和4年3月現在

通学路関係

番
号

合同点検
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２年度）

31 - 上庄小学校 市道　上庄小西線 稲郷　上庄幼稚園付近 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３年度 対策済み

32 - 上庄小学校 市道　上据・稲郷線
稲郷　上庄中学校南西側交
差点

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３年度 対策済み

33 - 上庄小学校
国道　157号と市道　上庄中木
本線の交差点

国道　157号と市道　上庄中
木本線の交差点

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

34 - 上庄小学校 市道　中据工業団地線 中据　エツミ光学裏 大雨が降ると用水路が増水して危険 注意喚起 大野市教育委員会 令和２年度 注意喚起を継続

35 - 上庄小学校 国道　157号 稲郷　JA-SS　上庄SS付近 信号がなく車のスピードが速いので危険 路面標示 福井県奥越土木事務所 令和３年度 対策済み

36 - 上庄小学校 市道　上据・稲郷線 上据　稲郷橋付近 幅員狭小であり、外側線もなく危険 外側線を引く 大野市建設整備課 令和３年度以降 対策済み

37 - 阪谷小学校 市道　伏石・柿ヶ島線 市道　伏石・柿ヶ島線
歩道に草木が生い茂り、歩行空間が確
保できていない

歩道の草刈り 大野市建設整備課 令和２年度 対策済み

38 - 富田小学校 主要地方道　大野勝山線 上麻生嶋 横断歩道が不鮮明になっていて危険 横断歩道の線の引き直し 福井県公安委員会 令和２年度 対策済み

39 - 富田小学校 主要地方道　大野勝山線
主要地方道　大野勝山線と
一般県道　五条方松原出勝
山線との交差点

スピードの出ている車、トラックの交通量
が多く、一旦停止せず通過する車が多い
ため危険

注意喚起（押しボタン信号の設置
は通行量から不可）

大野市教育委員会 令和２年度 注意喚起を継続

40 - 和泉小・中学校 国道　158号 道の駅前
歩行者用信号機がなく、注意喚起の標
識がなく危険

注意喚起（既存の注意喚起標示と
重複するため）

大野市教育委員会 令和２年度 注意喚起を継続
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41 - 和泉小・中学校 市道　中瀬線 朝日
空き家になったまま放置され、崩れてい
る
冬場は落雪の危険あり

所有者への注意喚起 大野市防災防犯課 令和２年度 注意喚起を継続

42 - 開成中学校 市道　鍬掛新庄東中線 開成中学校前 「横断中」を示す電光パネルの故障
自動点灯装置の撤去（修繕不可能
のため）

福井県公安委員会 令和３年度（撤去） 実施済み

43 8月7日 陽明中学校 市道　新町陽明中線
陽明町3丁目　市道　東中中
挾南新在家線との交差点

ゾーン30の路面標示と標識が認識し難く
かなりのスピードで通過する車が多いた
め危険

路面標示の移設 大野市建設整備課 令和３年度以降

44 - 陽明中学校 県道　皿谷大野線
下丁　国道　158号の交差点
から要町

歩道が狭小で歩車道境界が低く不明瞭
であり、通学中の中学生が大変危険な
上に、歩道の老朽化や段差により非常に
歩きにくい

歩道の改良 福井県奥越土木事務所 令和４年度以降 R４新規事業要望中

45 - 上庄中学校 市道　上庄中前線
稲郷　上庄中学校　校門前
の交差点

国道から上庄中学校の方へ曲がり、校
門に向かって直進すると、校門の手前で
左右から来る自動車が見えにくいため、
非常に危険

路面標示（注意喚起） 大野市建設整備課 令和３年度以降 対策済み

46 - 上庄中学校 上庄中学校　北側の農道
稲郷　上庄中学校　北側の
農道

農道と用水路の高低差が大きく勾配も急
なため大変危険

柵の設置 堀兼土地改良区 令和３年度 対策済み

47 8月7日 尚徳中学校 主要地方道　大野勝山線
主要地方道　大野勝山線と
一般県道　五条方松原出勝
山線との交差点付近

大きくて深い用水路があり、転落の危険 ガードレールの設置 福井県奥越土木事務所 令和２年度 対策済み
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番
号

保育施設名 道路名 箇所名
通学路の状況・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

48 上庄こども園 稲郷　こども園前の農道 稲郷
用水の溜まるところが深く蓋がないので
落下の危険

蓋の設置 上庄大井土地改良区 令和３年度 対策済み

49 誓念寺中野こども園 東中野2丁目東中野公園
東中野2丁目
東中野公園

柵のロープが切れている ロープ柵の補修 大野市建設整備課 令和２年度 対策済み

50 誓念寺中野こども園
駅東線
北部東西12号線

陽明町3丁目 川沿いに柵のない所があり危険 柵の設置 大野市建設整備課 令和３年度以降 対策済み

51
いなやまこども園
いなほこども園

国道　158号と市道　大野駅春
日木本線との交差点

篠座

国道158号からダンプや車が猛スピード
で走っていき、とても危険
歩道も段差がなくなり曖昧で、子供たち
がはみださないか心配

①外側線を引く
②注意喚起

①福井県奥越土木事務所
②大野市福祉こども課

令和２年度
①対策済み
②注意喚起を継続

52
いなやまこども園
いなほこども園

市道　国道158号新庄春日二
丁目線と市道　神明町桜塚町
線との交差点

春日3丁目
信号もなく、車がスピードを出して走って
いき危険

注意喚起（近辺交差点に横断歩道
設置済のため）

大野市福祉こども課 令和２年度 注意喚起を継続

園外活動箇所対策一覧表（令和２年度）
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