
　　平成３０年度　通学路危険個所対策一覧表【北広島町】

要望学校名 地図№ 路線名称 箇所名称等 通学路の状況・危険内容 対策検討内容及び対応状況 事業主体

1 県道安佐豊平芸北線 移原　美和郵便局付近
横断歩道がないため、朝国道を横断してバス停へ行っており危険である。横
断歩道の新設及び注意喚起を促す表示の設置を要望。

道路両側の安全確保ができないため、横断歩道の設
置はできない。ＪＡのところでバスの乗降を行うように
してはどうか。

学校・町教委

2 国道１８６号線 細見　仙水園前
横断歩道がないため、道路を横断してバス停へ行っており危険である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
横断歩道の新設及び注意喚起を促す表示の設置を要望。

過去に横断歩道を廃止した痕跡がある。通学の現状
について確認する。

学校・町教委

3 国道１８６号線 川小田　奥中原分かれ三叉路付近
冬場の歩道除雪がされないため危険。スリップした車と接触の危険性がある
ため、ガードレールの設置を要望。

ガードレールの設置は難しいため、歩道除雪や通学
の方法について検討する。

町（芸北支所）

4 国道１８６号線 川小田・細見　B＆G付近からやまぶきまでの区間 峠になっている区間の幅員が狭く、歩道が無いため通学に危険を伴う。 次期整備計画（Ｈ３２～）への掲載を検討する。 西部建設事務所安芸太田支所

5 国道１８６号線 川小田　B＆G付近から芸北小学校までの区間 歩道が未設置区間の幅員が狭く、通学に危険を伴う。 次期整備計画（Ｈ３２～）への掲載を検討する。 西部建設事務所安芸太田支所

6 国道１８６号線 川小田　松原分かれ三叉路
川小田方面より左側を通行してきた時、その先で右側にしか歩道が無くなる
ので、横断歩道の無い国道を横断しなければならない。

安全なタイミングで安全な場所を横断するよう周知を
図る。

学校・町教委

7 県道今福芸北線 雄鹿原　亀山交差点付近
交差点から県道今福芸北線を進むと、車道と歩道の境が無くなり、暗くなると
通行者に気が付きにくいため危険。

通行時の安全確保のため、スノーポール等の設置を
検討する。

町（建設課）

8 国道１８６号線 雄鹿原　雄鹿原高原スキー場付近 歩道がなく、道路が狭いため自転車通行に危険を伴う。 次期整備計画（Ｈ３２～）への掲載を検討する。 西部建設事務所安芸太田支所

9 町道板村川小田線 細見　芸北小学校東門付近 除雪時に歩道の舗装を破損している。 舗装修繕済。 町（芸北支所）

10 県道今福芸北線 草安　雲月山分かれ交差点 歩道と車道の区別が無く、外灯もない。熊の目撃情報も多い。 道路拡張要望はあるが、事業実施は困難。 西部建設事務所安芸太田支所

大朝小　　　　 11 町道大塚市宮松線 枝の宮　八幡神社付近 道路沿いの空家の瓦等が落下しそうで危険である。 児童・生徒に注意喚起と安全指導の徹底を図る。 学校・町教委

12 町道横路線 新庄小学校付近(岩戸方面）

歩道がなく、自家用車1台が通行できる程度の道幅しかなく、通学に危険を
伴う。
道路改良計画があるようだが、早期の着工をお願いしたい。

道路改良工事着手済。 町（建設課）

13 県道新庄千代田線 大朝　開明橋付近

開明橋たもとにガードパイプがなく、用水路に下りる階段もあり、転落の危険
性がある。大朝支所で転落防止対策を検討されているようであるが、早期の
対策をお願いしたい。

通行する児童に対し、注意喚起を行う。 学校・町教委

14
県道浜田八重可部線　　　　　　　
町道新庄西口上市線

大朝ふるさと病院前交差点

新庄学園寮前から交差点までの区間。歩道がなく道幅も狭くなっており危
険。
道路改良計画はあるようだが、早期の着工をお願いしたい。

道路改良工事着手済。 町（建設課）

15 県道新庄千代田線 新庄　ひのやま会館前交差点付近
交差点付近の側溝に、ガードパイプ等がなく転落の恐れがある。また、グ
レーチングが変形しているため、自転車の通行時にも危険を伴う。 グレーチングの修繕を行う。 町（大朝支所）

16 町道横路線 新庄　足谷橋付近
足谷橋の手前で橋が途切れており、ガードパイプもないため転落の危険が
ある。転落防止対策を要望。

道路改良計画有。現在、標識を設置し対応している。 町（大朝支所）

17 国道２６１号線 宮迫　からしろ館付近 横断歩道を渡る際に、カーブで緩い下り坂であるため危険を伴う。
交通量は多くなく、路面表示は除雪ですぐに剥がれ
るため、施設敷地内に看板等の設置を検討する。

町

18 国道２６１号線 セブンイレブン新庄店入口付近 コンビニに出入りする車が多く、通学に危険を伴う。 ハード対策は難しい為、安全指導の徹底を図る。 学校・町教委

19 町道供免線 新庄学園テニスコート付近 建物が支障になり見通しが悪く、危険である。 児童・生徒に注意喚起と安全指導の徹底を図る。 学校・町教委

芸北小

新庄小

大朝中

芸北中



　　平成３０年度　通学路危険個所対策一覧表【北広島町】

20 県道下石八重線 寺原　広島県立千代田高校前 工事中であり、通学時には高校生の送迎の車が停車しているため危険。
児童への注意喚起を行うとともに、高校との連携を図
る。

学校・町教委

21 県道下石八重線 寺原　広島アルミニウム工業前 通学時に、工場への通勤車や業務用車両の往来が多く危険。 児童・生徒に注意喚起と安全指導の徹底を図る。 学校・町教委

22 県道都志見千代田線 今田　新水館付近三叉路 千代田病院側から走行してきた車が、減速せず左折するため危険。 町道側の外側線を絞る等の対策を検討する。 町（建設課）

23 町道志路原川線 新地　大苅田橋付近 積雪時に、町道脇の竹が道へ倒れて通行が困難となる。 町道への倒木があれば伐採する。 町（建設課）

24 県道都志見千代田線 新地　マートピアきもと前交差点
交差点の横断歩道に信号機が無いため危険。また、横断歩道の無いところ
を横断しなければならない児童がいるため危険。

路面表示等を設置済。見守り等での対応を依頼する。学校・町教委・地域

25 町道八重東小学校線 有田　町営住宅（十日市第２団地）入口付近
急な斜路ですべりやすく、通路と水路の間に大きな隙間があるため、転落す
る危険性がある。

路肩注意ポールを設置する。 町（建設課）

26 国道２６１号線 有田　旧Aコープ千代田入口交差点付近 蓋や柵の無い側溝。転落の危険性がある。 オレンジポールを設置済。 西部建設事務所安芸太田支所

27 町道中頼信線 有田　有田城登山口 出水期には水量が多く流れが速いため、転落の危険性がある。
一部、鉄蓋を設置済。児童・生徒に注意喚起と安全
指導の徹底を図る。

町（建設課）・学校・町教委

28 町道八重東小学校線 有田　小南中国道側道（横断部） 人通りが無く、暗いため防犯上危険である。
児童・生徒に注意喚起と安全指導の徹底を図る。（通
学ルートの変更や懐中電灯の持参等も検討する。）

学校・町教委・地域

29 国道２６１号線 有田　サンクス前交差点 交差点にある花壇が車両及び横断者の視界を遮っており、横断時に危険。
防護柵を兼ねた花壇であり、撤去はできない。自転
車通行車（生徒）に安全確認の徹底を図る。

学校・町教委

30 国道２６１号線 有田　㈱ジール付近 側溝の蓋（木製）が朽ちており転落の危険性がある。 現地確認の上、対応する。 町（建設課）

31 県道都志見千代田線 今田　中国道高架下から今田薪水館までの区間 歩道が整備されていないため、自転車通学時に危険を伴う。 次期整備計画（Ｈ３２～）への掲載を検討する。 西部建設事務所安芸太田支所

32 国道２６１号線 蔵迫　江川医院付近 通行量が多いため、信号機又は路面表示等を設置して欲しい。
横断者数や周囲の条件等により信号機の設置はで
きない。

学校・町教委

33 国道２６１号線 本地　豊平分かれ三叉路 信号が無く、一旦停止の表示もないため、横断時に危険を伴う。
信号機設置指針上、設置はできない。引き続き、見
守り等での対応をお願いする。

学校・町教委

34 町道東別所線 本地　中央泉宅前 道路の路面に凹凸があり、通行時に危険を伴う。 舗装修繕済。 町（建設課）

35 町道本地中央線 本地　森藤消防屯所横 道路にある桝蓋（鉄蓋）が浮いており、通行時に大きな音がする。 現地確認の上、対応する。 町（建設課）

36 町道本地中央線 本地　朝原宅付近 外側線が無い（消えている）ため、通学時に危険を伴う。 外側線の引き直しを検討する。 町（建設課）

37 町道有田壬生線 乙熊　元三上新三郎商店前 側溝の蓋が途切れているため、特に積雪時に転落の危険がある。 児童・生徒に注意喚起と安全指導の徹底を図る。 町（建設課）

38 町道壬生南方線 丁保余原　リバーサイドタウンから南方までの区間 防犯灯がないため暗い。冬期や遅い時間に危ない。 防犯灯の設置について、地元と協議する。 町教委

39 県道千代田八千代線 南方地域の県道
朝夕の交通量が多く，スピードを出す車が多いので危険。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（バス乗車のため、横断歩道がないところを横断する箇所が６か所ある。）

追い越し禁止区間の新設はできない。 山県警察署

40 県道千代田八千代線 丁保余原　常盤橋付近交差点
交差点からトラストコート前までの間、横断歩道が無いため横断歩道が無
い。中国道高架下付近の見通しの良いところに横断歩道を設置して欲しい。

周囲の交差点、民家等の状況により、横断歩道の設
置はできない。

山県警察署

41 県道浜田可部八重線 川井　氏神工業団地入口交差点 交通量が多く，登下校時の道路横断が危険。
信号機の設置はできないため、見守り等での対応を
依頼する。

学校・町教委

42 町道壬生南方線 丁保余原　保余原会館付近 道路法面箇所があり危険。 コンクリートブロックにより対応済み。 町（建設課）

43 県道金屋壬生線 川井　川井会館付近 川井地区の児童が県道を横断する際に，横断歩道が無いため危険を伴う。
横断歩道は、設置できないため、安全指導の徹底を
図る。

学校・町教委

八重小

八重東小

千代田中

本地小

壬生小
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44 県道安佐豊平芸北線 戸谷　役場豊平支所付近交差点（広域農道） 確実に一旦停止を促すため、停止線を設置して欲しい。
道路相互の主従関係が明確であり、見通しが良い交
差点のため、停止線は必要ない。

山県警察署

45 県道安佐豊平芸北線 戸谷　役場豊平支所付近交差点
ライン（停止線を含む。）が消えかかっている。また、巻き込み事故防止のた
め、通行車に減速や注意喚起を促す配慮を講じてほしい。

横断歩道及び停止線等の引き直しについては、順次
実施していく。

山県警察署

46 県道安佐豊平芸北線 阿坂　都志見郵便局付近
カーブの途中に横断歩道があり、ラインが消えかかっているため危険であ
る。

横断歩道及び予告マーク等の引き直しについては、
順次実施していく。減速ドット等の設置を検討する。

山県警察署

47 県道安佐豊平芸北線 今吉田　ウエヒロ理容院付近 横断歩道の位置がカーブから近く、バス停位置から遠いため不都合。
横断旗等を設置する。登下校時には、これまで同様
に見守り等をお願いする。

山県警察署・地域

48 県道広島豊平線 阿坂　加藤商店付近交差点 一旦停止箇所であるが、停止線が消えているため危険。 町道側に停止線を設置済。（H29） 町（建設課）

49 県道安佐豊平芸北線 都志見　龍頭神社付近 夏場、草が生い茂っており通行しにくい。 現状を確認する。 町（建設課）

50 県道安佐豊平芸北線 戸谷　役場豊平支所から志路原方面 通行量が多く、歩道が無く幅員が狭いため自転車通学の際に、危険を伴う。 生徒に注意喚起と安全指導の徹底を図る。 学校・町教委

豊平小

豊平中


