
令和４年度　菊陽町各小学校区の通学路の要対策箇所一覧

菊陽中部小学校
№ 路線名 箇所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 町道宮ノ上団地1号線
宮の上・上津久礼東：
山口歯科から南下した
通学路

道幅が狭く交通量が多い。横道もあるため徒
歩に限らず、自転車・車も離合の際に注意が
必要である。

●「ゾーン３０」については、交通
量を調査して判断
●ブロック塀の危険箇所について
は、学務課と区長で、都市計画課に
依頼

・警察
・教育委員会

2 町道宮ノ上道明線
上津久礼東：中部小学
校から下った横断歩道
があるところ

下り坂で車のスピードが出ている。カーブに
なっていて見通しが悪い。朝から車の通行量
が非常に多い。道路標示が一部消えかかって
いる。

●横断歩道のカラー舗装
●注意喚起の看板又は飛び出し君の
設置
●停止線、ダイヤマークの引き直し
●学校で登校指導を検討

・町建設課
・町危機管理防災課
・警察
・学校

3 町道宮ノ上道明線
菊陽中部北側門の横断
歩道付近

多くの児童が登下校する。交通量も多い。朝
の登校時は自転車も通る。坂道になっている
ので、車のスピードも速い。

●横断歩道のカラー舗装、足マーク
の設置、注意喚起の看板の設置
●停止線、ダイヤマークの引き直し
●車道外側線の引き直し

・町危機管理防災課
・警察
・町建設課

4 町道大堀木12号線
大堀木：中央公民館前
の変則四叉路

道幅が広く、信号機等なく交通量も多い。
●横断歩道を渡って登校することを
指導

・学校

5 町道緑ヶ丘線
緑陽台：アンテージェ
Ａ交差点

交通量が多く、直線のためスピードを出して
いる車が多い。

●押ボタン信号機の設置について上
申を検討

・警察

6 町道下原堀川線
津久礼ヶ丘：セブンイ
レブン近くの交差点

交通量が多い。スピードを出してくる車も多
い。

●横断歩道の新設を検討 ・警察



7
国道５７号線
町道緑ヶ丘線

あさひケ丘：入江理容
店近くの交差点及びフ
ジチク前交差点

道幅が狭くスピードを出している車が多い。
また、フジチク前の歩道に入り込んでくる車
がある。

●車道外側線の引き直し
●フジチク前の横断歩道の引き直し
●フジチク前の歩道は、ボラードを
１本から２本に増設

・町建設課
・警察
・国土交通省

8 県道辛川鹿本線
下津久礼：菊陽バイパ
スから下った変則四叉
路

道幅が狭く、見通しが悪い。スピードを出し
てくる車も多い。

●交差点のカラー舗装【R4.9施工済
み】
●注意喚起の看板の設置を検討

・県維持管理課
・町危機管理防災課

9 県道曲手原水線
津留：火の見櫓四差路
付近から津田線

一部の道幅がかなり狭い。見通しも悪い。
●ドットラインを引くことを検討
●注意喚起の看板の増設

・県維持管理課
・町危機管理防災課

10 町道川久保下津久礼線
川久保：農面道路カ
ラー歩道があるところ

交通量が多く、直線のためスピードを出して
いる車が多い。

●横断旗を増設、注意喚起の看板の
設置
●歩行者横断指導線のカラー舗装部
分の引き直し
●歩行者横断指導線の白線部分の引
き直し

・町危機管理防災課
・町建設課

11
県道瀬田竜田線
町道久保田前田線

中代、中岡：東部町民
センター前四差路

見通しが悪いだけでなく道幅も狭い。 ●通学路について検討 ・学校

12 町道川久保南方線
中代・津留・川久保：
中岡団地から西側の通
学路

工事車両の通行が増え、交通量が多くなっ
た。

●注意喚起の看板の設置
●通学路の確認

・町危機管理防災課
・学校



13 国道５７号線
緑ヶ丘：ファミリー
マート前歩道橋

塗装が剥がれ、錆が多く、老朽化している。
●階段のステップが外れているもの
を修理

・国土交通省

菊陽南小学校
№ 路線名 箇所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 井口眼鏡橋交差点
眼鏡橋横の交差点を渡って通学する児童がい
るが、交通量も多く、車のスピードも出てい
る。横断歩道がなくて危険である。

2
井口眼鏡橋交差点の西
側道路

雨が強いと塀際に水たまりができるため、児
童は車道にはみ出して通行することがある。

3 県道瀬田熊本線 馬場楠地区
横断歩道がほぼ消えてしまっている。雨天時
など横断歩道の存在に気付かない。

●横断歩道の引き直し施工済･･･
【R4.8施工済み】
●ラバーポールをボラードに取替･･･
【R4.8施工済み】

・県維持管理課

4 県道瀬田熊本線 井口石橋付近
用水路と瀬田線の境目が簡易冊で仕切られて
いるだけなので増水時など危険である。

●馬場楠井手と反対の路側帯を通学
路として指導

・学校

5 県道瀬田熊本線 辛川地区住宅街
一部引き直しをしてあるが、路側帯の青い線
が消えている。

●消えているところをグリーンの線
で引き直し

・県維持管理課

●県道より北側の家に住む児童は、
里道を通ることを指導
●路側帯にグリーンの線を引く、横
断歩道にグリーンのカラーを入れる
●路面をならすことを検討

・学校
・県維持管理課

県道瀬田熊本線
町道井口1号線



6 県道辛川鹿本線
県道辛川鹿本線と県道
瀬田熊本線の交差点付
近

交差点の横断歩道手前の「止まれ」がほぼ消
えてしまっている。ドライバーへの注意喚起
が必要である。また、これより東は通学路の
青い線が引いてない。こちらも注意喚起が必
要である。

●「止まれ」を引くことを検討
●路側帯にグリーンの線を引く

・警察
・県維持管理課

7 県道熊本空港線 道明バス停付近
道明バス停付近の白線が消えており、路側帯
と車道の境目が分からない。

●車道外側線の引き直し ・県維持管理課

8 県道瀬田熊本線 戸次バス停付近 戸次バス停付近の白線が消えかかっている。 ●車道外側線の引き直し ・県維持管理課

9 県道瀬田熊本線 辛川地区
雨天時は道路脇の樹木の枝が覆い被さってく
る。歩道を歩けない状態になることもある。

●民地は、樹木の伐採、草刈り等に
ついて、道路管理者を通じて指導

・県維持管理課

10 県道瀬田熊本線 曲手橋南側の交差点
仰角の交差点であるため、ドライバーからの
見通しが悪い。中高生も自転車でよく利用す
る交差点である。

●注意喚起の看板の設置、カーブミ
ラー交換
●児童への登校指導を継続

・町危機管理防災課
・学校

11
国道４４３号線
県道瀬田熊本線

馬場楠交差点 交通量の多い交差点である。
●学校と教育委員会で再度対策を検
討

・学校
・教育委員会



12 県道瀬田熊本線
瀬田熊本線の馬場楠地
区北側の歩道

歩道がでこぼこしている。 ●歩道の改修工事を検討 ・県維持管理課

菊陽北小学校
№ 路線名 箇所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 県道新山原水線
鉄砲小路から馬場に行
く途中の細い道

鉄砲小路から馬場に行く道が細く、歩道もな
いため危険である。

●車道外側線の引き直し、路面の矢
印の引き直し、交差点の枠塗りを検
討

・県維持管理課

2 町道古閑原上堀川線 柳水公民館東側
横断歩道がなく、歩行者は、道路を横切って
いる。

●１つのカーブミラーの調整
●道路より南側に住んでいる児童
は、横断歩道を渡ることを指導
●東側の横断歩道をカラー舗装

・町危機管理防災課
・区
・学校
・町建設課

3 町道横道合志線
町図書館から北へ進ん
だ鉄砲小路の交差点

抜け道となっており、朝の交通量が多い。ま
た、「止まれ」の線が薄くなっている。

●横断歩道は上申中、北側の停止線
の引き直し
●注意喚起の看板を設置

・警察
・町危機管理防災課

4 町道古閑原上堀川線 入道水公民館西側 道幅が狭く、スピードを出す車が多い。 ●注意喚起の看板の設置 ・町危機管理防災課

5 町道川久保南方線 南方地区の用水路
用水路にガードレールがあるが、下が空いて
おり、子どもはくぐれるため危険である。

●農政課と相談 ・教育委員会



6 町道新町10号線
新町西地区の消防倉庫
前のT字路

消防倉庫の前のＴ字路で、子どもがいても止
まらなかったり、スピードを出したりしてい
る車が多い。

●停止線及び「止まれ」の引き直し ・警察

7 町道古閑原上堀川線 馬場地区玄蕃橋付近
スピードを出す車やバイクが多い。歩行者が
いても止まらない。

●警察の取り締まりの継続
●地域の人に見守りをお願いする
●（長塚団地）交差点の全塗を検討

・警察
・学校
・町建設課

8 県道曲手原水線
駅前地区石川歯科西側
道路

登校時間帯に、交通量が多く、車の抜け道と
なっている。

●県道から石川歯科まで反対側の路
側帯にもグリーンの線を引く
●石川歯科の交差点で渡ることを指
導
●横断歩道を上申することを検討

・県維持管理課
・学校
・区
・警察

武蔵ヶ丘小学校
№ 路線名 箇所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 町道高速道側道1号線
高速道路下のトンネル
の出入口、両道路

見通しが悪く、車の交通量も多く、登下校時
に児童が道路を渡る際に横断歩道がないとこ
ろもあり、危険である。トンネルも狭くて昼
間も暗い状況である。

●県道の歩道を通学することを推奨 ・教育委員会

2 町道新山武蔵ヶ丘線
武蔵ヶ丘コミュニティ
センター向かいの路側
帯

登校時に多くの児童が通り、交通量も多く心
配である。また、路側帯と車道の間の車線分
離標（ラバーポール）の内側を通るように指
導する。

●警察と検討し、路面をカラー化
●通学のルールについて指導

・町建設課
・学校

3 町道武蔵ヶ丘団地20号線
武蔵ヶ丘コミュニティ
センターから玄武堂に
続く細い道

車どうしが離合する場合は、特に危険であ
る。信号がないため、車の進入、児童の飛び
出しの危険がある。

●通学のルールについて指導
●玄武堂から先の横断歩道及びダイ
ヤマークの引き直し

・学校
・警察



4 町道武蔵ヶ丘団地4号線
武蔵ヶ丘小学校体育館
の向かいの団地に挟ま
れた道路

右折する車が多く、集団登校時に多くの児童
が使っており心配である。近くの破損してい
るパイロン（視線誘導標）が１本ある。

●通学のルールについて指導
●パイロン（視線誘導標）撤去済

・学校
・町建設課

5 町道八久保楡木線
杉の本から畑道を通っ
て学校へ伸びる道

畑道で高低差があり、車は児童に気付きにく
い。

●車道外側線の引き直し
●通学路について見直す

・町建設課
・学校
・区

菊陽西小学校
№ 路線名 箇所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1
県道辛川鹿本線
町道北沖野7号線

新山交差点から沖野方
面へ向かう歩道

沖野団地から歩道を横切る道の部分に横断歩
道がない。

●通学路について見直す
・学校
・区

2
県道熊本菊陽線
町道三里木新山線

新山踏切前の横断歩道
車の通行量がとても多く、横断歩道には信号
機もなく大変危険である。

●注意喚起の看板の設置
●横断歩道のカラー舗装

・町危機管理防災課
・町建設課

3 県道辛川鹿本線 沖野セブンイレブン前
店舗前歩道を通行する児童が店舗駐車場から
出てきた車と接触する恐れがある。

●「速度落とせ」を路面に表示･･･
【R4.8施工済み】

・県維持管理課

4 町道新山４号線
沖野古閑牧場付近の道
路

道幅が狭く、夕暮れ時以降はとても暗く下校
する児童は危険である。車が一時停止をしな
い場合がある。

●注意喚起の看板の設置、指導停止
線（中抜き）の引き直し

・町危機管理防災課



5
県道熊本菊陽線
町道三里木新山線

コーシン工業付近の横
断歩道

横断歩道付近は、車の交通量が多く危険を感
じる。横断歩道の線が消えかかっている。

●横断歩道のカラー舗装 ・町建設課

6 町道沖野西小学校線
沖野セブンイレブン付
近の畑沿いの道路（栗
畑含む）

道幅が狭く、暗い。また変質者が出たことも
あり注意が必要である。
※R３年度、防犯カメラが設置された。

●車道外側線の引き直し
●下校について、暗くなる前に児童
を帰す

・町建設課
・学校

7 県道熊本菊陽線 ダスキン前の交差点
スピードを出している車も多い。スピードを
出したまま左折する車もある。

●横断歩道のカラー舗装 ・県維持管理課

武蔵ヶ丘北小学校
№ 路線名 箇所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 町道高速道側道1号線 高速道路沿い【向陽台】

現在は工事中だが、通常は下り坂の直線でス
ピードを出す車が多く、出てくる児童を認識
しにくいので飛び出し注意の旗を掲げてほし
い。下り坂の直進でスピードを出す車が多
い。朝の渋滞時は、車の間を通って横断する
ため(極力大人も見守りはしているが)対向車
の確認をするときも危険である。

●草の伐採
●横断歩道のカラー舗装

・町建設課

2 町道八久保1号線
火の見櫓からブルーベ
リー園に向かう道。【八
久保】

朝の登校時間、下校時間帯は送迎や抜け道と
して使われているので、スピードを出してる
車が多くかなり危険。道幅も狭い。

●通学路の見直しについて検討 ・学校



3 県道熊本大津線
みやざき仏壇店（自衛
隊練習場）前の横断歩
道【花立】

みやざき仏壇店（自衛隊練習場）前に横断歩
道があるが、信号機が赤・横断歩道が青に変
わっても、信号無視して車が通過する。
 ※この信号無視が見られる。

●パトロールを定期的に実施 ・警察

4 県道熊本大津線
ロッキー前の横断歩道
【向陽台】

ブロック塀で、児童が出てくるのを認識しに
くい。ロッキーの向かい側の歩道が狭いため
出るとき(登校時)が危険である。

●ラバーポールを３本設置、横断歩
道のカラー舗装
●横断歩道を渡り、歩道を通ること
を指導

・県維持管理課
・学校

5 町道武蔵ヶ丘団地1号線
セブンイレブンの交差
点へ続く坂道【６７８
町内】

朝の登校時間、セブンイレブンの所まで下る
歩道は、前後から同じく通学、通勤の自転車
が歩道を通る。狭い歩道なので、大人でも危
ないと思うことがある。

●西の道路の整備が行われてから、
西の道路を通学路として児童へ指導

・学校

6 町道武蔵ヶ丘団地29号線
 酒屋前の十字路【６７
８町内】

 酒屋前の十字路で、一時停止しない車多数
あり危険である。

●停止線の引き直し、パトロールを
定期的に実施

・警察

7 －

セブンイレブンとマン
ション（レジダンスプレ
ミエ）の間の道【八久
保】

朝は車が通り抜け出来ないように表示してあ
るが、夕方(下校時間帯)は車・自転車がス
ピードを出して降りてきたりするので危険で
ある。

●通学路指定変更後、注意喚起の看
板の設置
●通学路指定変更後、町道の路側帯
にグリーンの線を入れる
●セブンイレブンとマンションの間
の歩道に、歩行者横断指導線を引く
ことを検討

・町危機管理防災課
・町建設課
・県維持管理課



8 県道熊本大津線
西部町民センター前の
横断歩道と歩道【八久
保】

登校時間帯、小学生と自転車の中学生とで混
雑しており、ぶつかりそうで危険である。

●児童への登校指導を継続 ・学校

9
町道向陽台団地1号線
町道向陽台団地8号線 【向陽台】

抜け道利用の車が多く、直線道路はスピード
も速くて危険である。バスが通るのでカーブ
ミラーの場所や角度、白線、点検をしてほし
い。

●車道外側線の引き直し ・建設課



菊陽中部小学校

1

2

6

7

9

8

12

3

4

5

13

10 11



菊陽南小学校

12

3
4 10

6

7

8
9

12 115



菊陽北小学校

1
2

8

3
7

6

5

4



武蔵ヶ丘小学校

1

4

5

23



菊陽西小学校

1

2

3
4

5

6

7



武蔵ヶ丘北小学校

1

2

3

4

5

6

78

9


