
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 市道　水落南北２号線 水落　亀山こども園前 横断歩道のペイントが薄い 再塗装 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

2 － 有終西小学校 市道　元町要町線
元町　七間突きあたり（亀山
側）

横断歩道のペイントが薄い 再塗装 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

3 － 有終西小学校 市道　石灯篭線 本町　丸高商店前 横断歩道のペイントが薄い 再塗装 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

4 － 有終西小学校 国道４７６号 明倫町　六間通り 横断歩道のペイントが薄い 再塗装 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

5 － 有終西小学校
県道　皿谷大野線と市道元町
要町線との交差点

水落町　本町方面　松田病
院横

ゾーン３０の塗装が薄い 再塗装 大野市建設整備課 令和４年度

6 － 有終西小学校 市道　泉町東西３号線 泉町－清瀧神社
道幅が狭く歩道が無い
用水路に柵があるが、落下の危険有り

路面標示『歩行者注意』、注意喚起
大野市建設整備課
大野市教育委員会

令和４年度

7 － 有終西小学校 市道　犬山堤防線
清瀧　赤根川沿い
清瀧神社～洞雲寺

道幅が狭く、柵もないので転落の危険有
り

注意喚起（幅員狭小のため柵設置
不可）

大野市教育委員会 令和３年度 注意喚起を継続

8 － 有終西小学校
市道　泉町南北６号線、市道
泉町東西３号線

泉町　扇屋旅館前～御清水
舗装の劣化が激しい　用水路に蓋がな
い

①舗装補修
②注意喚起(蓋施工不可)

大野市建設整備課
大野市教育委員会

令和３年度
①対策済み
②注意喚起を継続

9 － 有終南小学校 市道　春日神社南小線
春日１丁目　有終南小学校
前

側溝に蓋が無く、横断歩道のたまり場と
して蓋が必要

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの設置 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

10 8月18日 有終南小学校 市道　大野駅春日木本線
春日　ファミリーマート大野春
日店前　篠座東交差点の五
叉路

五又路の北側２箇所に横断歩道がない
注意喚起（横断歩道が隣接するた
め設置不可）

大野市教育委員会 令和３年度 注意喚起を継続

11 － 有終南小学校 市道　春日三丁目５号線
春日
源内酒店西側

水路に蓋が無く、落下の危険 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの設置 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

12 － 有終南小学校
市道　鍬掛新庄東中線
県道　本郷大野線

天神町　三番通りとこぶし通
り交差点

交差点から横断歩道上を通行し、コンビ
ニに侵入する車があるため歩行者が危
険

車止めの設置 福井県奥越土木事務所 令和４年度

13 － 有終東小学校 市道　中保４号線 中保　小公園付近 水路のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞが一部無い グレーチングの設置 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

14 8月18日 有終東小学校 市道　中挾美郷線 美里町　にっこり亭付近 道幅が広いが横断歩道が無く危険 横断歩道の設置 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

15 － 有終東小学校
国道４７６号と国道１５７号の交
差点

菖蒲池
歩行者通行時間が短く，児童が時間内
に渡るために走らなければならない

注意喚起（信号時間現状維持） 大野市教育委員会 令和３年度 注意喚起を継続

16 － 小山小学校 県道　松ケ谷・宝慶寺・大野線 下舌
道幅が狭くカーブが連続して見通しが悪
い

路面標示『歩行者注意』（ゾーン30
は不可）

福井県奥越土木事務所 令和３年度 対策済み

通学路等対策一覧表（令和３年度）
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通学路等対策一覧表（令和３年度）

17 － 小山小学校
市道　小山工業団地線と農道
との交差点

深井　交差点 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

18 － 小山小学校
市道　下黒谷・友兼線と県道
松ケ谷・宝慶寺・大野線との交
差点

上舌　交差点 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

19 － 小山小学校 市道　下黒谷友兼線
上舌　交差点から東に向かう
道路

歩行者用の白線がない 外側線の設置 大野市教育委員会 令和３年度 対策済み

20 － 小山小学校
市道　上黒谷・下舌・中据・友
兼線、市道　鍬掛・下黒谷線

上黒谷　上黒谷橋付近の交
差点

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

21 － 小山小学校 県道　松ケ谷・宝慶寺・大野線 上舌　阿難祖に向かう道路 歩道から用水路に転落する恐れあり 転落防止柵の設置 福井県奥越土木事務所 令和３年度 対策済み

22 － 小山小学校
県道　松ケ谷・宝慶寺・大野線
と市道　下黒谷・下舌・中据・
友兼線との交差点

下舌　春日神社付近
車のスピードが速く児童の横断が危険
さらに見通しが悪い

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

23 － 小山小学校 市道　春日野千歳木の本線
南春日野～千歳に向かう道
路

車のスピードが速く児童が危険
歩行者用の白線がない

外側線設置（ゾーン30は不可） 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

24 － 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　ふれあい公園付近交
差点

見通しが悪く、車のスピードが速く横断が
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

25 － 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
兼線の交差点

篠座　大野荘付近の交差点 車のスピードが速く横断が危険
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

26 8月18日 下庄小学校 県道　本郷・大野線 中野
ＪＲの高架下の幅員が狭く交通量もあり
危険

外側線設置、路面標示『歩行者注
意』

福井県奥越土木事務所 令和３年度 対策済み

27 － 下庄小学校 県道　本郷・大野線 中野
歩道が狭く大きな用水路もあり危険
既存通学路看板を補修してほしい

路面標示『歩行者注意』 福井県奥越土木事務所 令和３年度 対策済み

28 － 下庄小学校 県道　皿谷・大野線
中荒井１丁目　ケーブルテレ
ビ横

止まれの表示が消えかけている 路面標示『止まれ』引き直し 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

29 － 下庄小学校 県道　皿谷・大野線 中野３丁目　ハニー新鮮館前 センターラインが消えかけている センターライン引き直し 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

30 － 下庄小学校 市道　中野友江線 中野　富士薬品前 止まれの表示が消えかけている 路面標示『止まれ』引き直し 福井県公安委員会 令和４年度

31 － 下庄小学校 市道　東中野１号線 東中野３丁目 止まれの表示が消えかけている 路面標示『止まれ』引き直し 福井県公安委員会 令和４年度

32 － 上庄小学校 市道　友兼３号線
友兼　集落センター付近の丁
字路

用水路の柵が倒れている 柵の補修 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

33 － 上庄小学校 市道　稲郷東山線 上据　上庄小学校前の道路 用水路の柵が倒れている 柵の補修 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み
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34 － 上庄小学校 市道　稲郷東山線 上据　上庄小学校前の道路 用水路の柵のワイヤーが切れている 柵の補修 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

35 8月18日 上庄小学校 市道　上据・稲郷線 上据
道路がカーブしており、車が来るのが見
えにくい
車がスピードを出すため危険である

路面標示『歩行者注意』 大野市建設整備課 令和４年度

36 － 上庄小学校 市道　上据・稲郷線 上据 スクールゾーンの標識が錆ついている 路面標示『歩行者注意』 大野市建設整備課 令和４年度

37 － 上庄小学校 市道　稲郷西山線 稲郷　西山へ向かう道路 「止まれ」の文字が消えている 路面標示『止まれ』引き直し 福井県公安委員会 令和４年度

38 － 上庄小学校 市道　上庄中木本線 稲郷　上庄中学校横の道路 センターラインが消えている センターライン引き直し 大野市建設整備課 令和４年度以降

39 － 上庄小学校 市道　上庄小西線 稲郷　上庄幼稚園横の道路 路側帯、センターラインが消えている
①センターライン引き直し
②外側線引き直し

大野市建設整備課
①令和３年度
②令和４年度

①対策済み
②

40 － 上庄小学校 市道　稲郷・下五条方線 野中 用水路の柵がない部分がある 柵の延長 真名川土地改良区連合 令和４年度以降

41 － 上庄小学校 県道　五条方下荒井線 野中～東山に向かう道路 スピードが出ている車が通って危険 路面標示『通学路注意』 福井県奥越土木事務所 令和３年度 対策済み

42 － 上庄小学校 国道　157号 下据～上据に向かう道路 スピードが出ている車が通って危険 路面標示『通学路注意』 福井県奥越土木事務所 令和３年度 対策済み

43 8月18日 阪谷小学校
県道　大野・勝山線と県道　上
唯野西屋勝山線との交差点

森本
緩い坂道で自動車のスピードが速い
スクールバス乗車のため、県道大野勝山
線を横断するため危険

横断歩道の設置 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

44 － 富田小学校 市道　川上上野土打線 上野 横断歩道のラインが消えている 横断歩道の引き直し 福井県公安委員会 令和４年度

45 8月18日 富田小学校
県道　大野勝山線と県道　五
条方・松原・勝山線との交差点

土打
七板より来る車が一旦停止しない
横断歩道で車が停止してくれない

注意喚起、巡回強化（信号設置不
可）

福井県公安委員会 令和３年度 巡回を継続

46 － 富田小学校 県道　大野勝山線 土打
舗装凹みが多数あり、水たまりが多くで
きる

舗装補修 福井県奥越土木事務所 令和４年度以降

47 － 富田小学校 国道158号 塚原
歩道・路肩の幅が狭い箇所がある
大型車が白線を超えて走行するため危
険

歩道設置 福井県奥越土木事務所 令和４年度以降

48 － 富田小学校 西勝原 ガードレールが傾いている ガードレールの補修 大野市建設整備課 令和４年度

49 － 富田小学校 市道　富島・上野・井ノ口線 富嶋

JAハウス付近において見通しが悪く、事
故が多い　大型車が多く、路肩が狭いた
め危険
歩車道境界にガードレールを付けてほし
い

路面標示『歩行者注意』（幅員狭小
のためガードレール設置不可）

大野市建設整備課 令和４年度

50 － 富田小学校
市道　新塚原１号線、市道　上
野新塚原線

富塚～新塚原
富塚－新塚原ー池尾商店の街灯が少な
い

注意喚起（該当のある県道の歩道
を通行するよう注意）

大野市教育委員会 令和３年度 注意喚起を継続
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51 8月18日 富田小学校 主要地方道　大野勝山線 上野　富田学校前
児童が毎日横断するが、横断歩道がな
い
緩やかにカーブしていて危険

注意喚起（カーブ先に横断歩道設
置不可）

大野市教育委員会 令和３年度 注意喚起を継続

52 － 富田小学校
市道　富島・上野・井ノ口線、
市道　土布子・栗原中央・土打
線　交差点

土打
ダンプトラックの往来が多く、危険
停止線や止まれ標示が薄い

①横断歩道の設置
②路面標示『停止線・止まれ』再塗
装

福井県公安委員会 令和４年度

53 － 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、崩れかけ
ている

所有者への注意と安全対策の喚起 大野市防災防犯課 令和３年度
所有者への働きか
けを継続

54 － 和泉小・中学校 市道　中瀬線 朝日　学校前
車のスピードが速くて危険
制限速度（３０キロ）を超えて走行する大
型車が多い

注意喚起 大野市教育委員会 令和３年度 注意喚起を継続

55 － 和泉小・中学校 市道　中瀬線 朝日 秋季、冬季に道が暗く非常に危険 注意喚起（街路灯は現状維持） 大野市教育委員会 令和３年度 注意喚起を継続

56 － 開成中学校 市道　泉町東西10号線 泉町
廃屋となっており、野生動物や不審者の
住家となる可能性あり

注意喚起（管理者不在で現時点で
の撤去は困難）

大野市防災防犯課
大野市教育委員会

令和３年度 注意喚起を継続

57 － 開成中学校 市道　鍬掛新庄東中線 若杉町　ゲンキー裏
歩道が急に狭くなっており、川への転落
の危険性あり

ポールの設置 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

58 － 開成中学校 市道　南小・篠座線
春日2丁目　いなほこども園
付近

交差点すぐ横に川があり、片方だけ柵が
ないため転落の危険性あり

柵の設置 大野市建設整備課 令和４年度

59 － 開成中学校 市道　新明町桜塚町線 春日3丁目　ENEOS春日SS 交差点の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

60 － 陽明中学校 東中野１号線
東中野三丁目
フォレストタウン東側

街灯が少なく、日没が早い冬は下校時に
暗くて危険

防犯灯の増設 大野市防災防犯課・地区 令和３年度 対策済み

61 8月18日 陽明中学校 市道　新町陽明中線
中荒井町１丁目－陽明町４
丁目　下庄公民館から駅東
線との交差点まで

車の走行スピードが速く危険
①１車線化（外側線引き直し）
②30km/h規制標示の追加

大野市建設整備課
福井県公安委員会

令和４年度以降
①
②

62 8月18日 陽明中学校
市道　下中野・堂本堤防線
市道　中挾南北１号線
市道　東中津川若里線

友江　交差点
交差点付近の障害物(塀)により死角があ
り、危険

交差点部の路面標示 大野市建設整備課 令和４年度以降

63 － 上庄中学校 国道１５７号
稲郷　上庄中学校前　稲郷
大橋付近

横断歩道および予告の路面標示が消え
かけており、スピードを出して走行する車
があり危険

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

64 － 尚徳中学校 市道　川上上野土打線 上野
歩道が途中で途切れ、その先は落差が
ある
通行中落下の危険あり

①ポール標の設置
②注意喚起（反対側の歩道を利
用）

大野市建設整備課
大野市教育委員会

令和３年度
①対策済み
②注意喚起を継続

65 － 尚徳中学校 市道　川上上野土打線 上麻生嶋 一部のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの溝が大きく危険 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの設置 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み
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合同点検
実施日
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66 － あかね保育園 市道　北大野駅上中野線 水落町　園舎前
縁石が破損しており、鉄筋がむき出しに
なっている

縁石の修繕 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

67 － あかね保育園 市道　北大野駅上中野線
水落町　園舎前～北大野駅
までの歩道

①樹木の枝が伸び、歩道を歩きにくい
②歩道のアスファルトのひび割れが多く
雑草も多い

①樹木の剪定
②除草とアスファルトの修繕

大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

68 8月18日 荒島保育園
県道　五条方松原出勝山線
市道　尚徳中塚原線　交差点

尚徳中学校から西側に抜け
る道の交差点

県道を大型トラックが頻繁に行き来する
ため横断するときに危険

横断歩道の設置 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

69 － 和泉保育園 国道　158号 朝日　ファミリーマート前
R158九頭竜湖駅前の横断歩道が消えて
危険

横断歩道の塗りなおし 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

70 － 和泉保育園 市道　中瀬線 朝日 空き家でいつ崩壊するか危険 ロープや看板等にて注意喚起
①大野市防災防犯課
②大野市教育委員会

令和４年度以降
①
②注意喚起を継続

71 － いとよ保育園 県道　皿谷大野線
清和町　いとよ保育園駐車場
横

側溝の蓋が多数破損しており危険 蓋の入れ替え、修繕 福井県奥越土木事務所 令和３年度 対策済み

72 － 誓念寺こども園 市道　北部南北5号線 中荒井町2丁目　JR線路沿い 水路際にガードレールが無く危険
注意喚起（ガードレールは水路深さ
から不要と判断）

大野市教育委員会 令和３年度 注意喚起を継続

73 － 誓念寺こども園 市道　北部南北5号線 大野市中荒井町 壊れた家が道沿いにあり危険 建物の解体・撤去
大野市防災防犯課
大野市教育委員会

令和３年度
注意喚起、所有者
等にはたらきかけを
継続

74 － 誓念寺中野こども園 ―
大野市中荒井町1丁目
寺前公園

①遊具の劣化
②側溝が深く流れも速いため危険

①遊具の修繕
②転落防止柵の設置

大野市建設整備課 令和４年度以降

75 － 誓念寺中野こども園 ―
中挾3丁目　きよたき公園
中挾2丁目　中ノ堂公園

小石が多数点在し、雑草が伸びているた
め危険

除草作業および小石の撤去 大野市建設整備課 令和３年度
地元維持管理を継
続
（小石撤去済）

76 － 誓念寺中野こども園
市道　駅東線
市道　北部東西１２号線

陽明町3丁目
福井クボタの通り

川沿いに一部柵が無いため転落の危険 柵の設置 大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

77 － 誓念寺中野こども園 ― 東中野2丁目　東中野公園
柵のロープが切れている
切り株が出ていて危険

ロープの張り直し
切り株の撤去

大野市建設整備課 令和３年度 対策済み

78 －
いなほ・いなやまこ

ども園
南小・篠座線 篠座町 川沿いに柵が一部ない 柵の設置 大野市建設整備課 令和４年度

79 － 上庄こども園 上庄中前線
稲郷　国道から上庄中学校
に入る道路

川が深く柵が無いため危険 柵の設置 大野市建設整備課 令和４年度

80 － 上庄こども園 農道
稲郷　農道から国道に出る坂
道

柵が無いため落下しそうで危険
注意喚起（（柵は農耕車の走行に
支障となり設置不可）

大野市教育委員会 令和３年度 注意喚起を継続

81 － 亀山こども園 水落南北 水落町　亀山こども園前 横断歩道が消えかかっている 横断歩道の塗りなおし 福井県公安委員会 令和３年度 対策済み

通学路等対策一覧表（令和３年度）
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