
要請の観点

観点①見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所 対策必要箇所数 85 箇所

観点②過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所

観点③保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

学校・教育委
員会

道路管理者 警察

1 ○

2 ○ ○

3 ○ ○

4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

8 ○

9 ○

10 ○

11 ○

12 ○ ○

13 ○

14 ○ ○

弥生小学校6 「エントピア弥生～中之割公園」までの道路（薬師寺北
側）

弥生小学校11 五之三町焼田１１６ スピードを出して車が走ってくることが多い。横断歩道がない

安全教育実施（学校）

弥生小学校10 鯏浦町下六１３１前道路付近（用水路上） 学校への登下校時（南北方向）に横断歩道がない
止まれにイメージパンプ、止まれの標識付け直
し（警察）

弥生小学校9 「海老江交差点」～名鉄線路踏切 道幅が狭い。交通量が多い。民家の外壁が古い

ボランティア等による見守り活動、安全教育実
施（学校）

弥生小学校8 荷之上町焼田　東名阪道下「押しボタン」信号 車両用信号が赤でも止まらない車両がある 安全取締実施（警察）

弥生小学校7 海老江　「喫茶かりん」の交差点・横断歩道 信号がない。交通量が多い

安全教育実施（学校）

弥生小学校14 弥生保育所交差点 登下校時と保育所への送り迎えが重なる　信号がない
ボランティア等による見守り活動（学校）、横
断歩道標識の位置を変更（警察）

弥生小学校13 ＪＲ関西本線　鯏浦踏切 歩道がほとんどない

通学路看板設置（教育委員会）、安全取締実施
（警察）

弥生小学校12 鯏浦町上本田１７３近く横断歩道（用水路上） 止まらない車、スピードを出す車あり
通学路看板設置（教育委員会）、安全教育実施
（学校）

安全教育実施（学校）道が細い。車両とのすれ違いに危険を感じる

カーブが死角になる。スピードを出す車両が多い

安全取締実施（警察）

安全教育実施（学校）

歩行者信号の時間が短い。車の通りが多い、中学生の自転車が側道を通って直進してくる

交通量が多い。スピードを出す車両が多い。横断歩道がない

理由

信号機がない。交通量が多い。ブロック塀が多い

交通量が多い。スピードを出す車両が多い

対応／対応方針（対策実施者）

横断歩道標識（警察）

通学路看板設置（教育委員会）、安全取締実施
（警察）

安全教育実施（学校）、安全取締実施（警察）

危険箇所

通学路における合同点検

小学校名及び通し番号番号

弥生小学校3

弥生小学校4

弥生小学校5 西中地交差点～駅方面へ向かう道路・公文西中地教室教室
交差点

弥富駅近く「ＪＡ本館～上田住宅」前道路

小新田西交差点

対策実施担当

弥生小学校1

弥生小学校2

危険箇所の位置・形状

鯏浦町気開　「エントピア弥生」交差点

上之割下本田「比尾野電器」前道路



15 ○

16 ○ ○

17 ○

18 ○

19 ○

20 ○

21 ○

22 ○

23 ○

24 ○

25 ○

26 ○

27 ○

28 ○

29 ○

30 ○

31 ○

32 ○

指定時間車両通行禁止取締強化（警察）

桜小学校2 前ケ須交差点 毎日、交通指導員の方に助けていただき、横断できている。交通量が多く危険である 安全教育実施（学校）

桜小学校1 ＪＲ・近鉄沿線
登校時は、車両通行禁止の時間帯だが、守られていない。かなりのスピードで多くの車が通り危
険である

安全教育実施（学校）

桜小学校6 用水路沿いの道 南側にグリーンベルトを設置していただいたが、交通量が多く危険 ボランティア等による見守り活動（学校）

桜小学校5 マンション前の道 駐車場に出入りする車が多く、横断時に危険

安全教育実施（学校）

桜小学校4 よしや前交差点 交通量が多く危険
安全教育実施（学校）、通学路看板設置 (教育
委員会）

桜小学校3 一柳商店交差点 海南病院側から出てくる車が非常に多くて危険

弥生小学校26 弥富市海老江交差点南　一宮弥富線から分岐した路地 歩道がないため。また、一宮弥富線から進入してくる自動車が多いため 安全教育実施（学校）

弥生小学校25 五明２丁目「（株）ヤスケン」交差点 横断歩道がない

安全取締実施（警察）

弥生小学校24 鯏浦町下本田４１「コーポ栄泉」南西交差点（三叉路）及
び北横断歩道

一旦停止しない車両が多い　見通しが悪い 一旦停止、歩行者妨害取締実施（警察）

弥生小学校23 クスリのアオキ（鯏浦町下六６２－１）北西角の交差点 東西方向に横断歩道がない

ボランティア等による見守り活動（学校）

弥生小学校16 鯏浦町上六「セブンイレブン」交差点 歩行者信号がない。車が多く、トラックの出入りがある会社があり、歩道まで迫ってくる。 安全教育実施（学校）、注意喚起実施（警察）

弥生小学校15 弥生小学校東門付近直線道路（弥生保育所駐車場出入口） 保育園のお迎えの車とぶつかりそうになることがある

安全取締実施（警察）

安全教育実施（学校）

弥生小学校22 櫻井石油（五之三町川平２６４）から西に入っていく道の
北側

交通量が多いが、歩道もブロックもないため、子どもが広がりやすく、車と接触しそうになり危
険

外側線標示（道路管理者）

弥生小学校21 マルヒロ商店（五之三町川平５）の北道 見通しが悪く、細い路地から車が飛び出す

交差点改良、歩道の設置・拡幅（道路管理者）

弥生小学校20 弥富市鯏浦町中六（セブン～三幸製袋（株）） 信号分かりにくい・工場にトラック停車の間、車道を歩くことになり危険 注意喚起実施（警察）

弥生小学校19 五ノ三交差点 右折、左折車が多い

安全教育実施（学校）

弥生小学校18 総合福祉センターから西に向かった名鉄の高架の手前の交
差点

抜け道になっていて車が出てくることがある 路面標示、外側線の引き直し（道路管理者）

弥生小学校17 中之割公園から名鉄尾西線弥富１号踏切までの道路（南北
方向）

道幅がせまく、車が多い。見通し悪い箇所もある



33 ○

34 ○

35 ○ ○

36 ○

37 ○ ○

38 ○

39 ○

40 ○

41 ○

42 ○

43 ○ ○

44 ○ ○

45 ○

46 ○

47 ○

48 ○ ○

49 ○

50 ○栄南小学校3 狐地から境にかけての星印 自動車の往来が多いため横断歩道を設置してほしい ボランティア等による見守り活動（学校）

栄南小学校2 稲狐、加賀写真館から西の道路 両側に側溝がほしい。また、月に1度程度草刈りをお願いしたい。車が飛ばす傾向にある

草刈り、除草対策（道路管理者）

栄南小学校1 狐地公民館前
小さな十字路ではあるが、ファンスがあるため、それが目隠しになり、右側からの車に気がつか
ない可能性が高い。運転が荒い車もあり、大型車もよく通る

安全教育実施（学校）、停止線を下げる（警
察）

大藤小学校10 弥富市加稲2丁目から富島にかけての南北の道の歩道 安全でないわけではないが、この時期草がかなり生えている

安全取締実施（警察）

大藤小学校3 弥富市芝井浄念寺納骨堂南側の道路（納骨堂の西の道路） 交通量は少ないが、車の速度が速い 安全取締実施（警察）

大藤小学校2 弥富市芝井浄念寺納骨堂南側の道路（大藤小から弥富中に
向かう側）

交通量は少ないが、車の速度が速い

安全教育実施（学校）

ボランティア等による見守り活動（学校）通学
路標識取替（教育委員会）

大藤小学校9 弥富市芝井10丁目大藤小学校北東の五差路 見通しが悪い ボランティア等による見守り活動（学校）

大藤小学校8 弥富市芝井10丁目大藤小学校駐車場の北側の道路 見通しが悪い

安全取締実施（警察）、安全教育実施（学校）

大藤小学校7 弥富市松名2丁目中森技研前の道路 見通しが悪く、交通量も多い
路肩（路側帯）の設置・拡幅（道路管理者）、
安全教育実施（学校）

大藤小学校6 弥富市芝井4丁目用水の西 死角になっていて、車の速度が速いと不安。児童報告

ボランティア等による見守り活動（学校）、安
全教育実施（学校）

大藤小学校5 弥富市森津4丁目県道富島津島線の森津公民館付近 見通しが悪く、交通量も多く、速度も速い 速度表示の補修（警察）

大藤小学校4 弥富市芝井13丁目の橋 大雨で増水したときが不安

大藤小学校1 弥富市寛延5丁目の横断歩道 見通しが良くなく、車の速度が速い 安全取締実施（警察）

桜小学校11 旧扇屋前交差点 信号も横断歩道もない交差点で、交通量が多く、危険である

視線誘導標示の設置（道路管理者）、安全教育
実施（学校）

桜小学校10 パディー南東交差点 下校時間帯に、買い物客の車が多く、危険である ボランティア等による見守り活動（学校）

桜小学校9 国道1号線 通学路で使う道路の北側にガードレールが少なく、交通量も多いため危険

通学路看板設置（学校教育課）、止まれ表示の
補修、イメージパンぷを付ける（警察）

ボランティア等による見守り活動（学校）

桜小学校8 国道1号線近鉄駅南交差点 近鉄弥富駅、ＪＲ弥富駅に出入りする車の交通量が多くて危険 ボランティア等による見守り活動（学校）

桜小学校7 近鉄駅南スクランブル交差点 自転車の通行量が多く、横断しにくい



51 ○

52 ○

53 ○

54 ○

55 ○ ○

56 ○ ○

57 ○

58 ○ ○

59 ○

60 ○ ○

61 ○ ○

62 ○

63 ○ ○

64 ○ ○

65 ○

66 ○ ○

67 ○ ○

68 ○

構造物の移設・撤去による歩行空間拡幅（道路
管理者）、安全教育実施（学校）

十四山東部小学校4-2 弥富市県道103号東神戸交差点 令和2年度児童が登校中に事故に遭った、ガードレールをガードパイプに変更して死角をなくす
防護柵の設置（道路管理者）、安全教育実施
（学校）

十四山東部小学校4-1 弥富市県道103号東神戸交差点 令和2年度児童が登校中に事故に遭った、道路標識を移動して死角をなくす

十四山東部小学校5

十四山東部小学校6

十四山東部小学校7

十四山東部小学校8

一旦停止取締実施（警察）、通学路看板設置
（教育委員会）

弥富市県道70号 右側通行する児童が巻き込まれる可能性がある
安全教育実施（学校）、通学路看板設置（教育
委員会）

弥富市竹田2丁目76-3 車の飛び出し

一旦停止取締実施（警察）

弥富市神戸1丁目100 車がスピードを出して通過する 安全取締実施（警察）、安全教育実施（学校）

弥富市桴場3丁目73 車がスピードを出して通過する

十四山東部小学校3 弥富市神戸県道106号沿い 竹藪がせり出していて、歩行に危険 植栽の剪定（道路管理者）

十四山東部小学校2 弥富市竹田3丁目223 横断歩道がないところを一部の児童が利用している

ボランティア等による見守り活動、安全教育実
施（学校）

十四山東部小学校1 弥富市竹田1丁目26 幹線道路の抜け道となっており、車の速度が速い
一旦停止取締実施（警察）、安全教育実施（学
校）

白鳥小学校4 弥富市佐古木5丁目・ローレルコート横断歩道 道幅が狭く歩行者と自転車がすれ違う際危険

安全教育実施（学校）

栄南小学校5 繰出、中央道歩道橋と愛三建設を結ぶ道路 通学路のため、北側にカラー舗装がほしい 安全教育実施（学校）

栄南小学校4 稲狐、南部コミュニティ東側の道路 歩道が一部ないので、歩道を作ってほしい

止まれにイメージパンプを付ける（警察）、安
全教育実施（学校）

ボランティア等による見守り活動（学校）、通
学路看板設置（教育委員会）

白鳥小学校3 弥富市佐古木2丁目・国道1号線佐古木交差点 大型車の進入が多い
防護柵の設置（道路管理者）、ボランティア等
による見守り活動（学校）

白鳥小学校2 弥富市東中地町2丁目・中辰園芸前道路 幹線道路への抜け道になっており車の速度が高い

一旦停止取締実施（警察）、安全教育実施（学
校）

白鳥小学校1 弥富市西中地・おおき歯科の南の交差点 幹線道路への抜け道になっており車の速度が高い
一旦停止取締実施（警察）、ボランティア等に
よる見守り活動（学校）、通学路看板設置（教
育委員会）

栄南小学校8 東末広、大鹿時計点南側の道路 通学路であるが、一旦停止をしない自動車が多いため、遵守を促してほしい

安全取締実施（警察）

栄南小学校7 大谷1丁目66番地から繰出2丁目153番地を結ぶ道路 カラー舗装と横断歩道がほしい。（7月に区長さんと学校から要望を出した） 警戒標識、路面標示等の設置（道路管理者）

栄南小学校6 大谷、大谷神社と大谷公園を結ぶ道路 通学路であるが、大型車の抜け道であり、交通量が多いため速度規制等がほしい



69 ○

70 ○

71 ○ ○

72 ○

73 ○

74 ○

75 ○

76 ○

77 ○

78 ○

79 ○

80 ○

81 ○

82 ○

83 ○

84 ○

85 ○

日の出小学校5

日の出小学校6

日の出小学校7

十四山西部小学校3

十四山西部小学校4

十四山西部小学校5

十四山西部小学校6

十四山西部小学校7

日の出小学校1

日の出小学校2

日の出小学校3

日の出小学校4

ボランティア等による見守り活動（学校）、通
学路標識付替（教育委員会）

坂中地5丁目（大津鉄工付近） 交通量が多い
ボランティア等による見守り活動（学校）、通
学路看板設置、通学路標識付替（教育委員会）

五斗山2丁目 交通量が多い

路面標示、外側線の引き直し（道路管理者）弥富市平島町西新田森津橋手前おみよしグランド横交差点 東西の横断歩道に歩行者信号をつけれないか

安全教育実施（学校）、通学路看板設置（教育
委員会）

弥富市平島町中新田森津橋の手前 車から児童が見えずらい。植え込みで視野が狭まる ボランティア等による見守り活動（学校）

弥富市平島町西新田付近県道104号沿い 交通量が多いが、歩道がない

側溝の取っ手にアルミ板を設置防護柵の設置
（道路管理者）

弥富市平島東2丁目ひので公園付近観音寺～レインボータウ
ンE

車、中学生の自転車、小学生が通るが歩道がない 安全教育実施（学校）

弥富市平島町東勘助・西新田付近 ブロックの隙間が大きく、児童がつまづく

安全教育実施（学校）

弥富市平島町東勘助・西新田付近小具足橋周辺 多くの児童が通るが道幅が狭く、車の通行もある 安全教育実施（学校）

弥富市平島町大脇付近和菓子月花堂前 ガードレールの外側を歩くため、危険

通学路看板設置（教育委員会）

鮫ケ地3丁目 ガードレール設置された歩道はあるが、交通量が多い。速度制限は40km 安全取締実施（警察）

坂中地3丁目 交通量が多く、路側帯が狭い

五斗山2丁目 交通量が多い
ボランティア等による見守り活動（学校）、通
学路看板設置（教育委員会）

鍋平5丁目（十西小北交差点） 横断歩道あり、交通量が多い

安全取締実施（警察）、ボランティア等による
見守り活動（学校）、横断旗設置（教育委員
会）

六條町大山（十西小北側農道） 7：30～8：30の時間帯は、歩行者専用道路（軽車両を除く）だが、通行する車両あり 安全取締実施（警察）

弥富市子宝2丁目 横断歩道に信号がない

ボランティア等による見守り活動（学校）

安全教育実施（学校）

弥富市東蜆1丁目55 車の飛び出し 安全取締実施（警察）

弥富市四郎兵衛1丁目95 車の飛び出し十四山東部小学校9

十四山東部小学校10

十四山東部小学校11

十四山西部小学校1

十四山西部小学校2


