
阿見町通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧 R03.8.4現在

整理番号 通しNO 年度 年度別No. 歴代No 学校名 学校コード路線名 箇所名・住所 通学の状況・危険の内容 推進会議での検討内容・意見等【非公開】 対策案 対策実施済内容 備考 対策 事業主体 対策年度

2601 1 平成26年度 1 2601 阿見小 1
町道第3173号線
町道第0102号線

中央
（阿見中央一郵便局付近）

スクールゾーン（時間規制）である町道第0102号線
（主道路）と、町道第3173号線とのT字交差点箇所に
おいて、町道第３１７３号線からの車両が一時停止をせ
ずに進入してくるため、児童との接触事故等が懸念され
る。

進入口にバリケードを設置検討や、要望があれ
ば白バイにより取締りの実施も可能（内田係
長）

町道第３１７３号線に設置されている「止まれ」の両側
をカラー化し、一時停止を強調する。

町道第３１７３号線に設置されている
「止まれ」の両側をカラー化し、一時
停止を強調した。

対策済 阿見町 Ｈ27年度

2602 2 平成26年度 2 2602 実穀小 2 県道土浦稲敷線
実穀
（実穀小学校付近）

町道第2461号線からの登校の際、県道土浦稲敷線の歩
道が小学校側のみに設置されていることから、交通量の
多い県道を横断しているが、横断箇所には信号機や横断
歩道がないため危険である。

横断歩道の設置について検討する。（内田係
長）

信号機の設置が有効であるが、学校再編の動向を見極め
ながら検討する必要がある。なお、横断歩道の設置につ
いて検討する。

暫定的な対策として茨城県が平成27年
度に注意喚起の路面表示を設置した。

平成30年3月実穀小学校閉校に伴い小
学校の通学路として利用しなくなっ
た。

対策済 茨城県 Ｈ29年度

2603 3 平成26年度 3 2603 吉原小 3 県道竜ヶ崎阿見線
吉原
（吉原小学校正門前）

小学校に右折して進入する際、吉原十字路の信号待ちを
している車両で進入が困難な状況となっており、交通量
が多い時間帯では渋滞の原因となっている。その影響で
無謀な運転をする車両があり、登下校時の児童に危険が
及んでいる。

緊急車両以外の規制で路面標示は不可（内田係
長）、注意喚起の路面標示も不可（塚越技佐） 駐車場へ進入方法の検討する。（別の出入口の検討） -

平成30年3月吉原小学校閉校に伴い通
学路として利用しなくなった。

対策済 阿見町 Ｈ29年度

2604 4 平成26年度 4 2604 本郷小 4
町道第1540号線
町道第1541号線

本郷
（本郷3-21-1付近の交差
点）

十字交差点箇所において、住宅のブロック塀によって見
通しが悪い状況となっており、歩行者や自転車が危険で
ある。

カーブミラーの設置が有効であるが、設置個所
が個人所有地となるため、所有者の同意を得る
必要がある。

カーブミラーの設置が有効であるが、設置個所が個人所
有地となるため、所有者の同意を得る必要がある。

児童への安全指導を行った。今後も継
続して安全指導を行う。

ミラーを設置できるスペースが確保で
きないため、学校主体の安全指導に切
り替えた。

対策済 阿見町 Ｈ27年度

2605 5 平成26年度 5
2605
2709

本郷小 4 町道第1064号線
うずら野
（うずら野４丁目押しボタ
ン式信号機付近）

多くの児童数が登下校に利用しているが、交通量が多い
中で道路幅員が4.5ｍと狭小なことから危険である。

幅員1ｍのカラー路側帯を設置する。交付金事業
により実施する。

歩行者用のカラー路側帯を設置する。 歩行者用のカラー路側帯を設置した。 対策済 阿見町 Ｈ28年度

2606 6 平成26年度 6 2606 君原小 5 町道第0112号線
塙
（君原公民館前）

横断歩道が薄れている。 0
横断歩道については、現状では問題ないと思われるが、
前後のダイヤマークは薄くなっているため、再塗装を実
施する。

他の区画線と併せて再塗装を町で実施
した。

対策済 警察署 Ｈ28年度

2607 7 平成26年度 7

2607
2712
2808
2908
3016

君原小 5 県道稲敷阿見線
追原
（追原辻バス停付近）

当該区間は歩道が未整備であり、車道も狭小であること
から危険である。

未整備区間約200m 車道の拡幅及び歩道の新設工事を実施する。
車道の拡幅及び歩道の新設工事を実施
した。

対策済 茨城県 R03年度

2608 8 平成26年度 8
2608
2715

舟島小 6 町道第0107号線
上島津・掛馬
(割烹「魚清」前）

125号バイパス～土浦方面の抜け道となっており，車
が速度を落とさずに走行して危険である。また、路面の
状態が悪く、雨天時には水たまりができ、それを避けよ
うとする車両が登下校時の児童と接近して危険である。

竹来・掛馬区長からの要望で、H24年度に路側
帯整備（延長150ｍ、幅員1ｍ）H28～H30で
舗装舗装工事を予定。そのタイミングで、路側
帯の路面表示を設置。センターラインを消すこ
とも検討する。その際は、PTA・地元行政区と
も要協議。

注意喚起を促す路面標示を設置する。ただし、当該路線
は舗装補修工事の予定があるため、補修工事と併せて実
施する。

補修工事と併せて路面表示を設置し
た。

対策済 阿見町 Ｒ02年度

2609 9 平成26年度 9
2609
2719

阿見第一小 7 町道第0104号線
岡崎
（阿見第一小学校付近）

当該区間は歩道が未整備であり、交通量も多いため危険
である。

No.6と併せて実施する。交付金事業 歩行者用のカラー路側帯を設置する。
歩行者用のカラー路側帯を設置し歩行
者用通路を確保した。

対策済 阿見町 H28年度

2610 10 平成26年度 10
2610
2915
3023

阿見第二小 8
町道第0206号線
町道第2207号線
町道第2212号線

上郷
（点滅信号交差点）

交通量の多い町道の交差点箇所を横断しているが、交差
点には歩行者用の信号機がなく、点滅信号であるため危
険である。

60人以上が通行している。
押しボタン式信号機の設置を検討する。（内田
係長）

押しボタン式信号機の設置を検討する。

点滅式信号機の撤去に伴い、高輝度標
識の設置及び路面標示を設置した。
注意喚起のための路面標示設置の外、
交差点内をカラー化した。

対策済
警察署
阿見町

Ｈ30年度

2611 11 平成26年度 11 2611 阿見中 10 県道竜ヶ崎阿見線
中央・中郷西
（阿見中学校前）

幅員1.3ｍ～2.8ｍの歩道に自転車通行可の表示がない
ことから、自転車通学の生徒は車道を通行しているため
危険である。

自歩道の規制をかける。（内田係長）　歩道内
を通行するため、歩行者の安全確保が必要。学
校で安全教育を実施する。（立原校長）

自転車歩行者道の通行区分とすることを検討する。

自転車道に指定するには３ｍ以上の幅
員が必要であるため、現状での指定は
不可能である。ただし、児童・生徒の
安全確保の観点から歩道通行すること
を指導する。

対策済 警察署 Ｈ27年度

2612 12 平成26年度 12 2612 朝日中 11 町道第1221号線
荒川本郷
（朝日中学校付近）

道路の区画線が薄れているため危険である。 0 区画線の再塗装を実施する。 区画線の再塗装を実施した。 対策済 阿見町 Ｈ27年度

2613 13 平成26年度 13 2613 竹来中 12 県道稲敷阿見線
竹来
（竹来中学校付近）

横断歩道が薄れているため危険である。 0 横断歩道とダイヤマークの再塗装を実施する。
横断歩道とダイヤマークの再塗装を実
施した。

対策済 警察署 Ｈ27年度

2614 14 平成26年度 14 2614 竹来中 12 町道第3094号線
曙
（松浦建設㈱資材置き場付
近）

当該路線はスクールゾーン（時間規制）であり、バリ
ケード設置等の対応をしているにもかかわらず、車両が
抜け道として強引に進入してくるため危険である。

規制区間の両側と途中の3ヶ所にバリケードを設
して教員・PTAで立哨指導を行っているが、そ
れでも強引に通行していく。通行台数の確認と
特定者かどうかを学校に確認。町から取締りの
要請を行う（内田係長）

交通違反となるため、取り締まりを強化する。

生活道路としての利用が多く、取り締
まりは困難であるため、当面は状況を
見ながら現状の立哨指導で対応してい
く。

対策済 阿見町 Ｈ27年度
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2701 15 平成27年度 1 2701 阿見小 1 町道第0104号線

中央南，中央北
（中央4丁目ファミリー
マート前交差点から阿見小
東門までの歩道）

多くの児童が登下校するが，歩道が狭小。また，場所に
よってかなりの段差がある。

歩道の改修工事を実施予定。 歩道の改修工事を実施した。 対策済 阿見町 Ｈ29年度

2702 16 平成27年度 2 2702 阿見小 1 町道第0104号線
中央南
（中央2丁目15付近）

狭小な歩道内に横断歩道の標識柱があるため，通行の支
障となっている。

標識を移設する。 標識を移設した。 対策済 警察署 H27年度

2703 17 平成27年度 3 2703 実穀小 2 町道第0102号線
実穀
（保育所跡地～三区方面）

自動車の交通量が多いが，歩道が無く路肩も狭いため，
登下校時に危険が生じている。

注意喚起のための路面標示等を設置する。
注意喚起のための路面標示等を設置し
た。

対策済 阿見町 H27年度

2704 18 平成27年度 4 2704 実穀小 2 県道土浦竜ケ崎線
実穀
（実穀交差点ファミリー
マート～鹿島神社）

自動車の交通量が多いが，歩道が無く路肩も狭いため，
登下校時に危険が生じている。

県道土浦竜ケ崎線バイパスの整備により通過交通の減少
を図るが，早期開通は困難なため，注意喚起のための路
面標示等を設置する。

注意喚起の路面表示を設置した。 対策済 茨城県 Ｈ28年度

2705 19 平成27年度 5 2705 吉原小 3 県道土浦稲敷線
上吉原
（吉原255付近～吉原
215付近）

①自動車が下り坂でスピードを緩めずそのまま左折する
ので危険。
②歩道に草や垣根が伸びてきており，通行の妨げとなっ
ている。

①ガードレール及び路面標示等の設置により安全性を確
保する。
②引き続き年2回の除草工事で対応する。

①ガードレール及び路面標示等の設置
により安全性を確保した。
②引き続き年2回の除草工事で対応す
る。

対策済
①茨城県
②阿見町

①H27年度
②H27年度

2706 20 平成27年度 6 2706 吉原小 3
町道第6265号線
町道第6277号線

中吉原
（吉原1074-2付近）

雑草や樹木が繁茂しており，道幅が分からない状況で危
険である。

路肩注意のポールを設置する。 路肩注意のポールを設置した。 対策済 阿見町 Ｈ27年度

2707 21 平成27年度 7 2707 本郷小 4
町道第0110号線
町道第1147号線

上本郷
（荒川本郷1321-14付近
　交差点ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ入口）

登下校する児童が非常に多く，交差点を横断する際に危
険である。

注意喚起のための路面標示等を設置する。
当該路線にガス管埋設工事等予定され
ており、当面の対策として、電柱に注
意喚起の看板を設置した。

対策済 阿見町 H28年度

2708 22 平成27年度 8 2708 本郷小 4
町道第1570号線
町道第1449号線
町道第0110号線

本郷
（本郷2丁目18付近）

住宅地を通り抜ける車が多く危険である。 通過交通を減少させる対策を検討する。
通過交通を減少させる注意喚起看板を
設置した。

対策済 阿見町 H28年度

2710 23 平成27年度 10 2710 君原小 5
町道第0213号線
町道第0112号線

塙
（君原公民館前交差点）

交差点の見通しが悪いため，横断する児童が危険であ
る。

注意喚起のための路面標示等を設置する。
注意喚起のための路面標示等を設置し
た。

対策済 阿見町 Ｈ28年度

2711 24 平成27年度 11 2711 君原小 5 県道美浦栄線
大形
（主要地方道美浦栄線を横
断する場所）

交通量の多い県道を横断しているが，横断歩道が薄く
なっており危険である。

①横断歩道の引き直し及び横断歩道標識を移設する。
②注意喚起のための路面標示等を設置する。

①横断歩道の引き直し及び横断歩道標
識を移設した。
②注意喚起のための路面標示等を設置
した。

対策済
①警察署
②茨城県

①Ｈ30年度
②H28年度

2713 25 平成27年度 13 2713 舟島小 6 町道第4163号線
上島津
（島津3923付近）

側溝に蓋が無いため危険である。
構造上蓋がかからないため，ポストコーンの設置により
注意喚起する。

構造上蓋がかからないため，ポスト
コーンを設置した。

対策済 阿見町 Ｈ27年度

2714 26 平成27年度 14 2714 舟島小 6 町道第0107号線
南島津
（学校へ向かう通学路のト
ンネル内）

県道と町道が立体交差する箇所のトンネル内において，
天井から落下物があり危険である。

目地材の落下防止対策を実施する。 目地材の落下防止対策を実施した。 対策済 茨城県 H27年度

2716 27 平成27年度 16 2716 阿見第一小 7 町道第4081号線
曙
（レイクサイドタウンから
室崎神社付近）

道幅が狭くカーブで見通しが悪いため危険である。 注意喚起のための路面標示等を設置する。
注意喚起のための路面表示等を設置し
た。

対策済 阿見町 H27年度

2717 28 平成27年度 17 2717 阿見第一小 7
町道第2029号線
町道第2075号線他

霞台～立ノ越
（阿見1774番地付近～立
の越公会堂付近）

坂道で自動車や自転車がスピードを上げて通行してい
る。また，路地が多く見通しも悪いため危険である。

注意喚起のための路面標示等を設置する。 注意喚起の路面表示を設置した。 対策済 阿見町 H27年度
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2718 29 平成27年度 18 2718 阿見第一小 7 国道125号線BP
岡崎
（東京医大病院東交差点）

歩道の信号待ちスペースに境界ブロックや衝突防止柵が
なく危険である。

信号待ちスペースにポストコーンを設置する。
信号待ちスペースにポストコーンを設
置した。

対策済 茨城県 H27年度

2720 30 平成27年度 20 2720 阿見第二小 8
町道第2455号線
町道第2207号線

西郷
（西郷バス停交差点付近）

側溝の蓋が破損しており危険である。 破損している蓋を交換する。 破損している蓋を交換した。 対策済 阿見町 H27年度

2721 31 平成27年度 21 2721 阿見中 10
県道竜ケ崎阿見線
町道第0102号線

鈴木
（中央一丁目南交差点）

交差点部の歩行空間が狭小で，歩行者や自転車が危険で
ある。

カラー路側帯及びポストコーンの設置等により安全性を
確保する。

カラー路側帯及びポストコーンの設置
等により安全性を確保した。

対策済 茨城県 H34年度

2801 32 平成28年度 1 2801 阿見小 1
町道第2291号線
町道第2303号線
町道第2304号線

若栗
（阿見消防署西側付近交差
点）

交差点の見通しが悪く，一時停止の規制も実施されてい
ないことから，飛び出しによる事故等が危惧される。

注意喚起のための路面標示及び注意看板を設置する。
注意喚起のための路面標示及び注意看
板を設置した。

対策済 阿見町 H28年度

2802 33 平成28年度 2 2802 阿見小 1
県道竜ケ崎阿見線
町道第0102号線

鈴木
（中央一丁目南交差点付
近）

交差点部の歩行空間が狭小であり，電柱も通行の妨げに
なっているため危険である。

（茨城県）用地交渉を含め、対策内容を検討し
ていく。（警察）歩行者だまりの整備ができな
いと歩行者用信号灯器の設置はむずかしい。

歩行者だまりの整備及び歩行者用信号灯器の設置を検討
する。

継続
茨城県
警察署

R03年度以降

2803 34 平成28年度 3
2803
2904

吉原小 3 県道土浦稲敷線
上吉原
（吉原十字路から新山方
面）

歩道に雑草や垣根が伸びてきており，通行の妨げとなっ
ている。

引き続き年2回の除草工事で対応する。
引き続き年2回の除草工事で対応す
る。

対策済 茨城県 H28年度

2804 35 平成28年度 4 2804 吉原小 3 町道第6277号線
中吉原
（桂川付近）

街灯が無く，雑草や樹木も繁茂しており，日没後は道幅
が分かりづらい状況で危険である。

①防犯灯の設置を検討する。
②引き続き年2回の除草工事で対応する。

①学校再編による通学方法の変更で通
学路として使用しなくなった。
②引き続き年２回の除草工事で対応す
る。

対策済 阿見町 H28年度

2805 36 平成28年度 5 2805 本郷小 4 町道第0110号線
本郷
（ピアシティ荒川本郷南
側）

多くの児童が登下校に利用しているが，歩道が未整備で
あり，交通量も多いため危険である。

カラー路側帯及びポストコーンの設置により，歩行者用
通路を確保する。

カラー路側帯及びポストコーンの設置
により，歩行者用通路を確保した。

対策済 阿見町 H28年度

2806 37 平成28年度 6 2806 本郷小 4
町道第1052号線
町道第1373号線

うずら野3丁目
（陸上自衛隊
　朝日燃料支処東側）

交通量が多く，横断歩道も無いことから，相当の距離を
要する通学路の迂回を余儀なくされている。

①横断歩道を設置する。
②歩行者だまり，カラー路側帯等の整備により，新たな
通学路を確保する。

①横断歩道を設置した。
②歩行者だまり，カラー路側帯等の整
備により，新たな通学路を確保した。

対策済
①警察署
②阿見町

H29年度

2807 38 平成28年度 7 2807 君原小 5 町道第0112号線
塙
（君原公民館前交差点）

交差点の見通しが悪く，一時停止をしない車両も多いこ
とから危険である。

注意喚起のための路面標示及びカーブミラーを設置す
る。

注意喚起のための路面標示及びカーブ
ミラーを設置した。

対策済 阿見町 H28年度

2809 39 平成28年度 9
2809
3019

君原小 5 町道第5314号線
飯倉二区
（飯倉交差点東側）

一部区間において歩道が未整備であり，交通量も多いた
め危険である。

歩道の整備を実施する。 道路整備工事を施工した。 対策済 阿見町 Ｒ02年度

2810 40 平成28年度 10 2810 舟島小 6 町道第0107号線
上島津
（舟島小学校から長泰寺付
近）

歩道が未整備であり，交通量も多いため危険である。
カラー路側帯及びポストコーンの設置により，歩行者用
通路を確保する。

カラー路側帯及びポストコーンの設置
により，歩行者用通路を確保した。

対策済 阿見町 H29年度

2811 41 平成28年度 9 2811 阿見第一小 7 町道第0104号線
岡崎
（阿見第一小学校付近）

当該区間は歩道が未整備であり、交通量も多いため危険
である。

ポストコーンの設置により歩行者用通路を確保する。
ポストコーンの設置により歩行者用通
路を確保した。

対策済 阿見町 H28年度

2812 42 平成28年度 12 2812 阿見第一小 7 県道竜ケ崎阿見線
霞台
（霞台交差点付近）

歩車道境界ブロックの間隔が広く空いており危険であ
る。

ポストコーンの設置により歩車道境界を明確にする。
ポストコーンの設置により歩車道境界
を明確にした。

対策済 茨城県 H28年度
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2813 43 平成28年度 13 2813 阿見第一小 7 町道第3049号線
岡崎
（セイコ-マート阿見岡崎
店付近）

多くの児童が登下校に利用しているが，歩道が未整備で
あり，車道も狭小なため危険である。

注意喚起のためのカラー路側帯を設置する。
注意喚起のためのカラー路側帯を設置
した。

対策済 阿見町 H29年度

2814 44 平成28年度 14
2814
2911

阿見第一小 7 町道第4081号線
曙
（ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾀｳﾝから室崎神
社）

歩道が未整備であり，車道も狭小なため危険である。 歩道の整備を実施する。 道路整備工事を施工した。 対策済 阿見町 R02年度

2815 45 平成28年度 15 2815 阿見第二小 8 町道第2212号線
上郷
（阿見翔裕園付近）

歩道が未整備であり，車道も狭小なため危険である。 注意喚起のための路面標示を設置する。
注意喚起のための路面標示を設置し
た。

対策済 阿見町 H28年度

2816 46 平成28年度 16 2816 阿見第二小 8 町道第2125号線
西郷
（桂不動産付近から西郷方
面）

歩道が未整備であり，車道も狭小なため危険である。 注意喚起のための路面標示等を設置する。
注意喚起のための路面標示等を設置し
た。

対策済 阿見町 H29年度

2817 47 平成28年度 17
2817
3018

阿見中 10
県道竜ケ崎阿見線
町道第0102号線

鈴木
（中央一丁目南交差点付
近）

交差点部が狭小であり，電柱も通行の妨げになっている
ため自転車の通行時に危険である。

（茨城県）用地交渉を含め、対策内容を検討し
ていく。（警察）歩行者だまりの整備ができな
いと歩行者用信号灯器の設置はむずかしい。

①歩行者だまりの整備を検討する。
②生徒への安全指導を実施する。

継続
①茨城県
①警察署
②阿見町

①R03年度以
降

②随時

2818 48 平成28年度 18 2818 阿見中 10 県道竜ケ崎阿見線
中央
（阿見中学校正門付近）

カーブがきつく見通しが悪いため，横断歩道を通行する
際危険である。

注意喚起のための路面標示を設置する。
注意喚起のための路面標示を設置し
た。

対策済 茨城県 H28年度

2819 49 平成28年度 19 2819 朝日中 11
町道第1550号線
町道第1551号線

荒川本郷
（朝日中から本郷方面）

街灯が少ないため，日没後は見通しが悪く危険である。 防犯灯を増やし，安全性を確保する。 防犯灯を増やし，安全性を確保した。 対策済 阿見町 H28年度

2820 50 平成28年度 20 2820 朝日中 11
町道第0114号線
町道第1186号線
町道第1564号線

荒川本郷
（益子商店付近交差点）

交通量が多く，スピードを出す車両も多いため，横断歩
道を通行する際危険である。

注意喚起のための路面標示を設置する。
注意喚起のための路面標示を設置し
た。

対策済 阿見町 H28年度

2821 51 平成28年度 21 2821 竹来中 12
県道稲敷阿見線
町道第3094号線
町道第3103号線

曙
（松浦建設資材置場付近）

交差点の見通しが悪く，自転車と車両の事故等が危惧さ
れる。

①県道と町道の通行区分を明確にし，交差点内の安全性
を強化するため，県道の外側線の位置に破線を設置す
る。
②生徒への安全指導を実施する。

①県道と町道の通行区分を明確にし，
交差点内の安全性を強化するため，県
道の外側線の位置に破線を設置した。
②生徒への安全指導を実施した。

対策済
①茨城県
②阿見町

①H28年度
②随時

2822 52 平成28年度 22 2822 竹来中 12 町道第4104号線

竹来
（バス停『竹来下』付近か
ら
　県道稲敷阿見線まで）

道路に雑草や木の枝が伸びてきており危険である。 引き続き年2回の除草工事で対応する。
引き続き年2回の除草工事で対応す
る。

対策済 阿見町 H28年度

2823 53 平成28年度 23 2823 竹来中 12 県道稲敷阿見線

竹来
（バス停『掛馬台』付近か
ら
　『宮前』付近）

一部区間において歩道が未整備であり，スピードを出す
車両も多いため危険である。

外側線を復旧し，注意喚起のための路面標示等を設置す
ることを検討する。

外側線を復旧し，注意喚起のための路
面標示等を設置した。

対策済 茨城県 H30年度

2824 54 平成28年度 24 2824
(仮称)

本郷地区
新小学校

9
町道第1068号線
町道第1503号線
町道第1510号線

本郷
（学校用地周辺）

平成30年4月に新小学校が開校となるが，学校敷地の
外周道路に歩道が未整備であるため危険である。

外周道路に歩道を整備し，安全性を確保する。
外周道路に歩道を整備し，安全性を確
保した。

対策済 阿見町 H29年度

2901 55 平成29年度 1 2901 阿見小 1 町道第3170号線
中央北・中央東
（阿見小からﾎｰﾏｯｸ，ﾗﾝﾄﾞ
ﾛｰﾑ方面）

道幅が狭く交通量も多く危険である。 0 注意喚起のための路面標示を設置する。
注意喚起のための路面標示を設置し
た。

対策済 阿見町 H29年度

2902 56 平成29年度 2 2902 阿見小 1 町道第0104号線
中央南
（ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ阿見中央四丁目
店付近）

ガードレールの間隔が広く空いているため危険である。

H27年実施の道路整備工事の際，旧山口スト
アーの利用者と協議のうえ，現在の歩道形状と
したため，新たに協議しガードレール等を設置
することは困難。

注意喚起のための路面標示及び歩行帯としてカラー路側
帯を設置する。

注意喚起のための路面標示及び歩行帯
としてカラー路側帯を設置した。

対策済 阿見町 H29年度
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2903 57 平成29年度 3 2903 実穀小 2 県道土浦稲敷線
実穀
（実穀小学校からJA茨城
かすみ方面）

歩道の雑草，及び隣接地の樹木が茂っており，歩行者の
支障となっている。

雑草及び樹木が繁茂している。
除草作業を行う。

〔茨城県〕年2回実施している。委託費用が高騰
しているので、今後も2回できるのかは不明な点
もあるが、維持して行きたい。
除草の時期は、6月上旬に契約するので、その後
になるが、地元から時期を指定してもらった方

引き続き年2回の除草工事で対応する。
引き続き年2回の除草工事で対応す
る。

対策済 茨城県 H29年度

2905 1 平成29年度 5 2905 本郷小 4 町道第1383号線
本郷
（荒川沖幼稚園からﾋﾟｱｼﾃｨ
荒川本郷付近）

太陽の光と信号機が重なり視認性が低下することがあり
危険である。

LED式信号機への変更を検討してはどうか。

〔警察署〕　LED化を順次進めている。本件も
県警本部に上申する。

視認性の高いＬＥＤ化を進める。
LED化と変わらない、西日対策レンズ
を設置した。

対策済 警察署 R02年度

2906 2 平成29年度 6 2906 君原小 5
町道第0213号線
町道第0112号線

塙
（君原公民館前交差点）

交差点の見通しが悪く危険である。

2710対策済
2807対策済

ガードレールの上部に注意喚起の看板設置を検
討

注意喚起のための標識を設置する。 注意喚起のための標識を設置した。 対策済 阿見町 H29年度

2907 3 平成29年度 7 2907 君原小 5
県道稲敷阿見線
県道竜ケ崎阿見線

追原
（セブンイレブン前交差
点）

交差点の交通量が多く，また，雑草が繁茂しているため
見通しも悪く危険である。

中学生，高校生の通行者も多い。
草が繁茂しており，車両から横断者が見づらい

交差点の除草作業を行う。また，注意喚起のた
めの標識等を設置する。
除草は、県道稲敷阿見線は年2回、県道竜ケ崎阿
見線は年1回実施している。

交差点部を年2回の除草工事で対応する。
交差点部を年2回の除草工事で対応す
る。

対策済 茨城県 H30年度

2909 4 平成29年度 9
2909
3022

舟島小 6
町道第0107号線
町道第4133号線

掛馬
（栁生モータース付近）

スピードを出している車が多く，カーブでもあるため危
険である。

路地側の路面標示（止まれ）が消えている。
①止まれの引き直し　②本線への路面標示3箇所
（H31年度に道路舗装工事を予定しているため
実施時期の検討が必要）

注意喚起のための路面標示を設置する。（補修
工事完了後）
〔警察署〕停止線、止まれの標識の移設

①一時停止の標識の移設
②舗装補修工事実施時に、注意喚起のための路面標示を
設置する

①一時停止の標識を移設した。
②補修工事と併せて路面表示を設置し
た。

①対策済
②対策済

①警察署
②阿見町

Ｒ02年度

2910 5 平成29年度 10 2910 阿見第一小 7
町道第3530号線
町道第3534号線
町道第9004号線

岡崎
（ゲオ阿見店付近）

公園が近いため児童の横断が多いが，交差点の見通しが
悪いため危険である。

歩行者専用道路に「一時停止」の路面標示
車道に「歩行者注意」の路面標示と看板設置。

文字や色の検討が必要。
黄色で塗る方法も（牛久市で事例あり）

歩行者の一時停止を促すアーチ及び，車両に対する注意
喚起のため路面標示等を設置する。

歩行者の一時停止を促すアーチ及び，
車両に対する注意喚起のため路面標示
等を設置した。

対策済 阿見町 H29年度

2912 6 平成29年度 12 2912 阿見第二小 8 町道第2455号線
西郷
（セブンイレブン阿見西郷
店）

店舗への出入りをする車が多く，歩道を通行する児童が
危険である。

歩道上を車が走行しないように車止めやポスト
コーンの設置可能か検討。ただし，店舗の営業
を考慮すると，出入り口を塞ぐようなポールな
どの設置は困難。

歩道内に車両が侵入しないよう車止めを設置する。
歩道内に車両が侵入しないよう車止め
を設置した。

対策済 阿見町 H29年度

2913 7 平成29年度 13 2913 阿見第二小 8
町道第2202号線
町道第2206号線

阿見町阿見５１６５
上郷（阿見認定こども園付
近）

認定こども園が近くにあり，交通量も多く，交差点でも
一時停止をしない車もあり危険である。

注意喚起のための路面標示を設置する。 注意喚起のための路面標示を設置する。
注意喚起のための路面標示を設置し
た。

対策済 阿見町 H29年度

2914 8 平成29年度 14 2914 阿見第二小 8 町道第2211号線
上郷
（井関農機からあゆみ保育
園方面）

保育園が近くにあることから交通量が多く，道路も狭小
であるため路肩からの転落も含めて危険である。

不明。落下の危険が側溝であるとすると，構造
上，該当箇所のふた掛けは困難。

注意喚起のための路面標示を設置する。
注意喚起のための路面標示を設置し
た。

対策済 阿見町 H29年度

2916 9 平成29年度 16 2916 あさひ小 9 町道第0110号線ほか あさひ小学校の周辺道路
平成30年4月の開校に伴い、新たな通学路の安全対策
を実施する。

0

歩行者用押しボタン式信号機及び横断歩道を設置する。
通学路において薄れている路面標示の引き直しの外、注
意喚起のための路面標示の設置、通学路を示すためのス
クールゾーンの設置及び歩行帯としてカラー路側帯を設
置するなどを実施する。

歩行者用押しボタン式信号機及び横断
歩道を設置した。
通学路において薄れている路面標示の
引き直しの外、注意喚起のための路面
標示の設置、通学路を示すためのス
クールゾーンの設置及び歩行帯として
カラー路側帯を設置するなどを実施し
た。

対策済
警察署
阿見町

H29年度

2917 10 平成29年度 17 2917 竹来中 12
町道第3070号線
町道第3094号線
町道第3103号線

曙南
（篠崎接骨院付近）

「止まれ」等の路面標示が薄くなっており，視認性が低
いためか一時停止をしない車や自転車がいて危険であ
る。

①警察「止まれ」の道路標示5か所の引き直し
　　　　〔警察署〕　　東側2ヵ所　　西側１ヵ
所

②町「この先止まれ」1か所の引き直し
　〔警察署〕牛久署で阿見交番と協力して、中
学生への指導を行う。(９月)

一部薄れている路面標示の引き直しを実施する。
一部薄れている路面標示の引き直しを
実施した。

対策済
警察署
阿見町

H29年度

3001 11 平成30年度 1 3001 阿見小 1 町道第3020号線
中央北
（焼肉食道苑付近交差点）

道が狭く交通量が多く危険である。
止まれの路面表示が薄れており、側溝の蓋が無い箇所が
ある。

止まれの表示が薄い。
側溝のふたが無い箇所があった。
交通量が多いのは、町道第3020号線。
①注意喚起の路面表示を設置する。
②止まれの表示の再塗装については、警察に依
頼する。
③側溝の蓋について、対応する。

①停止線の引き直しを実施する。
②注意喚起のための路面表示及び側溝のふたを設置す
る。

①停止線の引き直しを実施した。
②注意喚起のための路面表示及び側溝
のふたを設置した。

対策済
①警察署
②阿見町

①R01年度
②Ｈ30年度

3002 12 平成30年度 2 3002 阿見小 1 県道竜ヶ崎阿見線
西方
（フタムラ化学株式会社
前）

反対側には歩道が整備されているが、児童が通行する一
部区間において歩道が未整備であり、歩行スペースも狭
く、危険である。

歩道が土と草で覆われてしまっており、狭く
なっている状況。
県道であるため茨城県に対応を要望する。
用地の買収は進まないが、完全な歩道整備まで
はいかないが、安全に通行できるようなことを
検討していく。

道路の拡幅等、安全対策を検討する。 R03地域予算要望箇所 継続 茨城県
R03年度

以降

3003 13 平成30年度 3 3003 本郷小 4
町道第0101号線
町道第1482号線

本郷
（本郷親水公園付近交差
点）

交差点を走行する車からグリーンベルトが見えにくいた
め危険である。

町道第1482号線を南から北方向に走行し町道第
1010号線との交差点で左折する車からは、グ
リーンベルトが見えにくい状態であった。
巻き込み防止のため、横断歩道脇にポストコー
ンを設置する。

巻き込み防止のためのポストコーンを設置する。
巻き込み防止のためのポストコーンを
設置した。

対策済 阿見町 Ｈ30年度
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3004 14 平成30年度 4 3004 本郷小 4 町道第6001号線
実穀
（柴山商店～旧実穀小学校
裏）

歩道が未整備であり、通勤通学時間帯に車との接触が懸
念され危険である。

H29年度までは実穀小学校のスクールゾーンと
して規制箇所。
スクールバスの停留所：柴山商店を利用してい
る児童の保護者からの連絡。学校教育課に直接
申し出てきており、その後地区のお祭りで町長
へも話している。
時間帯規制の規制時間が、現状では7：30～8：
30となっているため、スクールバスの停留所に

工業団地への通勤車両の抜け道通行と見受けられたた
め、福田工業団地連絡協議会に抜け道利用を控える依頼
をし、依頼前と後で交通量調査を行う。

工業団地への通勤車両の抜け道通行と
見受けられたため、福田工業団地連絡
協議会に抜け道利用を控える依頼を
し、依頼前と後で交通量調査を行った
結果、一定の効果が得られた。

対策済 阿見町 Ｈ30年度

3005 15 平成30年度 5 3005 舟島小 6 町道第4166号
島津
（学校裏裏門付近）

歩道が未整備であり、カーブで見通しが悪く、注意喚起
の路面表示が薄れており、横断する児童が危険である。

①注意喚起の路面表示を設置する。
②裏門前に歩行帯を設置する。

歩行者横断箇所について注意喚起の路面表示とゼブラ
ゾーン及び歩行帯についてカラー路側帯を設置する。

歩行者横断箇所について注意喚起の路
面表示とゼブラゾーン及び歩行帯につ
いてカラー路側帯を設置した。

対策済 阿見町 Ｈ30年度

3006 16 平成30年度 6 3006 阿見第一小 7 町道第3011号線
中郷東
（阿見第一小学校裏門前）

阿見第一小の裏門付近の交差点で、見通しが悪く通行す
る児童が危険である。

町道第3011号線を西から東（阿見第一小裏門方
向）に走行する車に裏門付近の歩行者が見えず
らい状況。
①見通し確保のため、カーブミラーを大きなも
のに交換する。
②注意喚起のため、通学路の路面表示を検討す
る。
③カラー路側帯(グリーンベルト）の設置を検討

カーブミラーの交換及び注意喚起のための路面表示を設
置する。

カーブミラーの交換及び注意喚起のた
めの路面表示を設置した。

対策済 阿見町 Ｈ30年度

3007 17 平成30年度 7 3007 あさひ小 9
町道第1520号線
町道第1412号線

本郷
（クラールコート前交差
点）

横断歩道の無い道路を横断している。また、学校に近い
ため道が児童で混雑してしまう。

見通しは悪くない。
交通量は多くない。
①横断歩道設置の検討。
②注意喚起の路面表示を設置する。
※対応策について警察と協議中。

歩行帯としてカラー路側帯、及び注意喚起の路面表示を
設置する。交差点内のドットラインを撤去する。

歩行帯としてカラー路側帯、及び注意
喚起の路面表示を設置した。交差点内
のドットラインを撤去した。

対策済 阿見町 Ｈ30年度

3008 18 平成30年度 8 3008 あさひ小 9
町道第1068号線
町道第1403号線

二区南・本郷
（うずら野四丁目20－４
（パストラル宮岡）付近丁
字路）

横断歩道の無い道路を横断しており、斜め横断になるこ
とがあり危険である。

交通量は多い。
①注意喚起の路面表示を設置する。
②横断の目印を検討する。
※対応策について警察と協議中。

横断箇所にグリーンベルトを設置する。
横断箇所にグリーンベルトを設置し
た。

対策済 阿見町 Ｈ30年度

3009 19 平成30年度 9 3009 あさひ小 9 町道第1052号線
二区南・二区北
（サカイクリーニング前横
断歩道）

交通量が多い道路を多くの児童が横断しており危険であ
る。

交通量が多い。
路面にはダイヤマークが入っているため、それ
より手前に路面表示をいれることは難しい。
①信号機（押しボタン式）の設置を警察に要望
する。
②横断歩道の路面表示を強調させる。
※対応策について警察と協議中。

横断歩道内をカラー化する。 横断歩道内をカラー化した。 対策済 阿見町 Ｈ30年度

3010 20 平成30年度 10 3010 阿見中 10 県道竜ケ崎阿見線
中央
（阿見中学校正門付近）

交通量が多く、カーブで見通しが悪いため、横断歩道を
通行する際、危険である。

【2818】対策済
注意喚起のための路面表示を設置する。

交通量が多く、カーブで見通しが悪いため、横
断歩道を通行する際、危険である。
①信号の設置については、役場前の信号から
190mの距離に位置するため、難しい。（信号
の間隔は200m必要。カーブ手間にも予告信号

①横断報道予告のダイヤマークを設置する。
②横断者に対する注意を促す方法を検討する。

①横断報道予告のダイヤマークを設置
した。
②横断者に対する注意を促すためのカ
ラー舗装をした。

対策済
①警察署
②茨城県

R01年度

3011 21 平成30年度 11 3011 朝日中 11 町道第1065号線

うずら野
（うずら野4丁目モアス
テージとパストラル宮岡の
間）

舗装がされておらず、雨天時はぬかるみ、季節により暗
く、通行が困難である。

幅員が4m未満のため、舗装できない。
①防犯灯の設置を検討する。
②ぬかるみ防止に砕石を入れるなどの対応を検
討する。
※周辺住民の許可が必要なため協議中。
道幅も狭く、地元区長と協議している状況で、
検討していく。

①防犯灯等の設置することを検討する。
②芝を除去し、通行しやすくする。

芝を除去した（H31.4月） 継続 阿見町 Ｒ03年度以降

3012 22 平成30年度 12 3012 朝日中 11 町道第0108号線
小池
（滝之台電機工業から小池
神社付近）

グリーンベルトが草で覆われ、通行の妨げとなってい
る。

グリーンゾーンが草等で覆われていた。
草刈りを実施する。

草刈りを実施する。 草刈りを実施した。 対策済 阿見町 Ｈ30年度

3013 23 平成30年度 13 3013 朝日中 11 町道第1052号線
うずら野
（陸上自衛隊朝日燃料支処
付近）

車道とフェンスの間に溝があり、自転車の通行時に危険
である。

フェンスと道路の間に段差がある。
段差解消の工事を行う。 砕石による段差解消工事を実施する。 砕石による段差解消工事を実施した。 対策済 阿見町 Ｈ30年度

3014 24 平成30年度 14 3014 竹来中 12
町道第3094号線
町道第0202号線

曙南
（松浦建設所から篠崎接骨
院を経由し岡崎2丁目に抜
ける信号機付近の交差点）

「止まれ」の路面表示はあるが、止まらない車があり、
危険である。
また、生徒に指導はしているが、止まらないで通行しよ
うとする生徒もいる。

止まれの路面表示については、昨年度対応済
み。
①注意喚起の路面表示を設置する。
②交通指導等警察に依頼する。
※対応策について警察と協議中。

注意喚起のための路面表示を設置する。
注意喚起のための路面表示を設置し
た。

対策済
警察署
阿見町

Ｈ30年度

3015 25 平成30年度 15 3015 竹来中 12 県道稲敷阿見線
竹来
（竹来前バス停～掛馬台バ
ス停）

路側帯の路面表示が薄くなっており、幅員が狭いため危
険である。

全体的にラインが薄くなっている。
茨城県に路面塗装を依頼する。

路側帯の引き直しを実施する。 路面表示の引き直しを実施した。 対策済 茨城県 Ｈ30年度

0101 26 令和元年度 1 0101 阿見小 1
県道竜ヶ崎阿見線
町道第0215号線

西方
（県道竜ヶ崎阿見線とフタ
ムラ化学南側道路との丁字
路）

県道竜ヶ崎阿見線東側歩道を通行しているが町道0215
号線を横断する際に横断歩道がなく危険である。

横断歩道の設置を検討する。 交通量調査等を実施し、横断歩道設置を検討する。 横断歩道を設置した。 対策済 警察 R02年度

0102 27 令和元年度 2 0102 阿見小 1
町道第0202号線
町道第0104号線
町道第3024号線

中央北
（阿見小学校東門・中央北
自治会館付近交差点）

南東部の歩行者だまりが狭く危険である。また北東部の
歩行者だまりと車道の境界が分かりづらく、危険であ
る。

南東部の歩行者だまりに防護柵を設置する。
北東部の歩行者だまりにポストコーン及び歩行
者用の路面表示を設置し、歩道と車道の境界を
明確化する。
町道3024号線が信号のない道路となっており、
停止線がないため町独自の停止線を引く。

・南東部歩行者だまりに防護柵を設置する。
・北東部歩行者だまりにポストコーン及び歩行者用の路
面表示を設置し、歩道と車道の境界を明確にする。
・町道3024号線に路面表示を設置する。

・南東部歩行者だまりに防護柵を設置
する。
・北東部歩行者だまりにポストコーン
及び歩行者用の路面表示を設置し、歩
道と車道の境界を明確にする。
・町道3024号線に路面表示を設置す
る。

対策済 阿見町 Ｒ01年度
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0103 28 令和元年度 3 0103 阿見小 1
県道竜ヶ崎阿見線
町道第0104号線

中央南
（中央八丁目交差点）

北東部の歩行者だまりがなく危険である。また、北西部
の歩行者だまりがせまく危険である。

①北東部の歩行者だまりの整備。北西部の歩行
者だまりと車道の境界に外側線及びポストコー
ンの設置をする。
②横断歩道及び歩行者用灯器の移設を検討す
る。3002の整備を進めて、一緒に検討してい
く。

・歩行者の安全対策を検討する。
・北西部の歩行者だまりに外側線及びポストコーンを設
置する。

継続 茨城県 R03年度以降

0104 29 令和元年度 4 0104 阿見小 1
町道第0104号線
町道第3166号線
町道第3165号線

中央北
（ファミリーマート阿見中
央四丁目店付近）

交差点内の見通しが悪く、横断の際危険である。

車道に注意喚起のための路面表示を設置する。
また、左折する車両がより減速をするために
カーブをきつくするため、車道のカーブ部にゼ
ブラの路面表示をする。

車道に注意喚起のための路面表示を設置するとともに、
車道のカーブ部にゼブラの路面表示をする。
また、歩行者だまりに防護柵等を設置する。

路面表示と防護柵を設置した。 対策済 阿見町 Ｒ02年度

0105 30 令和元年度 5 0105 阿見小 1 町道3152号線
中央東
（セブンイレブン阿見中央
7丁目店）

横断歩道部から店舗敷地に車両が進入し、歩行者が信号
待ちの際に危険である。

横断歩道箇所にボラードを設置し、車両の進入
を防止する。
セブンイレブンに対して既存店舗についても車
両の侵入箇所を規制し地域貢献のための安全対
策を講じた店作りにできないか依頼してみる。

歩行者だまりにボラードを設置する。 ボラードを設置した。 対策済 阿見町 Ｒ02年度

0106 31 令和元年度 6 0106 阿見小 1 町道第0103号線
三区上・三区下
（中郷・寺子交差点から計
算センター前交差点）

歩道のない道路を通行しているが、交通量が非常に多く
危険である。

都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、当
路線の交通量を減少させる。（R５年度工事完了
予定）

歩道整備等の道路拡幅は困難であるため、バイパス道路
となる都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、当路
線の交通量を減少させる。

継続 阿見町 Ｒ05年度以降

0107 32 令和元年度 7 0106 本郷小 4
町道第1482号線
町道第0110号線
町道第1550号線

本郷
（本郷親水公園付近交差
点）

町道第0110号線を歩行する際、町道第1550号線から
左折してくる車両と接近し危険である。

グリーンベルトへの巻き込み防止のためポスト
コーンを追加設置する。
歩行者が多いため、交差点内歩行者だまりに防
護柵等を設置する。

①巻き込み防止のためのポストコーンを設置する。
②歩行者だまりに防護柵等を設置する。

①巻き込み防止のためのポストコーン
を設置した。②ボラード及び防護柵を
設置した。

①対策済
②対策済

阿見町
①Ｒ01年度
②R02年度

0108 33 令和元年度 8 0107 本郷小 4
県道土浦稲敷線BP
県道土浦稲敷線
町道第1357号線

上本郷
（上本郷五差路交差点）

交通量が多い交差点のため、本郷小学校から土浦方面へ
の右折が困難であり、無理に交差点内に進入してくるた
め横断時に危険である。
また、歩行者だまりで信号待ちをしている際に、車両が
進入する恐れがあり危険である。

県道土浦稲敷線に注意喚起のための路面標示を
設置する。
悟空ラーメン前の歩行者だまりにボラード等を
設置する。

注意喚起のための路面表示を設置する。また歩行者だま
りにボラード等を設置する。

路面標示（交差点注意）の設置、歩行
者だまりに車止めを設置した。

対策済 茨城県 Ｒ02年度

0109 34 令和元年度 9 0109 君原小 5
県道稲敷阿見線
県道竜ヶ崎阿見線

追原
（追原南交差点）

歩行者だまりに雑草が生い茂っており、見通しが悪いた
め危険である。

現在年2回除草作業を実施しているが、歩行者だ
まり付近のピンポイントだけでも除草回数の増
加をする。予算の確保は難しいが、見通しが悪
いときは除草するようにしていく。

局所的に除草回数を増加する。
年１回の除草になるが、見通しが悪い
ときは除草していく。

対策済 茨城県 Ｒ03年度

0110 35 令和元年度 10 0110 君原小 5
県道美浦栄線
町道第5247号線
町道第5307号線

飯倉
（西山牧場付近交差点）

信号機のない横断歩道を横断しているが、交通量が多く
スピードをだす車両もあることから危険である。また、
歩行者だまりもない状況である。

工事（上下水道ではない）による路面復旧工事
との兼ね合いも検討しながら、
①停止線の引き直し
②路面表示及び歩行者だまりの設置
R2年度に測量の実施、R3年度に用地交渉予定。

①停止線を引きなおす。
②注意喚起のための路面表示及び歩行者だまりを設置す
る。

①横断歩道・停止線の引き直しをし
た。

①対策済
②継続

①警察
②茨城県

R03年度以降

0111 36 令和元年度 11 0111 阿見第一小 7
町道3430号線
町道第3049号線
町道第4021号線

廻戸
（まほろば付近交差点）

北西部歩行者だまりがなく、車道との境界が分かりづら
く危険である。

外側線及びポストコーンを設置し、車道との境
界を明確化する。

北西部の交差点角に巻き込み防止のための外側線及びポ
ストコーンを設置する。

外側線及びポストコーンを設置した。 対策済 阿見町 Ｒ02年度

0112 37 令和元年度 12 0112 阿見第一小 7
国道125号BP
町道第0104号線

中郷東
（東京医大病院東交差点）

北東の歩行者だまりと車道の境界に縁石がなく、車両が
歩行者だまりに進入してくる危険性がある。

①自転車横断帯の消去していいのか確認する。
②自転車横断帯の消去によりできたスペースに
防護柵の設置

自転車横断帯を消去（①）し、歩行者だまりにボラード
等を設置（②）する。

①自転車横断帯を消去した。②車止め
（４本）を設置した。

対策済
①警察

②茨城県
R02年度

0113 38 令和元年度 13 0113 阿見第一小 7
県道稲敷阿見線
町道第3431号線

曙南
（室崎神社付近交差点）

レイクサイドタウンから横断歩道を横断するための押し
ボタンを押す際、歩道から車道に出ないと押すことがで
きず危険である。

本来押しボタンは横断歩道側を向いていないと
いけなくいため、変更は難しいかもしれないが
警察で検討する。

押しボタンの向きを180度変更することについて検討す
る。

歩行者だまりのある横断歩道が設置さ
れている側に押しボタンが向くことが
基本であって、それを逆に向けること
はできない。

対策済 警察 R02年度

0114 39 令和元年度 14 0101 阿見第一小 7
町道第0202号線
町道第3430号線
町道第3431号線

曙東
（町営曙アパート付近交差
点）

北東の歩行者だまりと車道の境界に縁石がなく、車両が
歩行者だまりに進入してくる危険性がある。

歩行者だまりに防護柵及びボラードを設置す
る。

歩行者だまりに防護柵等を設置する。 ボラード及び防護柵を設置した。 対策済 阿見町 Ｒ02年度

0115 40 令和元年度 15 0115 阿見第二小 8 町道第2336号線
上郷
（井関農機からあゆみ保育
園方面）

幅員のせまい道路を通行しているが、路面と側溝に１ｍ
前後の高低差があり、車両通過の際に児童が転落する恐
れがあり危険である。

幅員との兼ね合いを考えつつガードレールの設
置を検討する。
将来的には側溝を車道と高低差がないようす
る。

道路の拡幅整備を実施する。 道路の拡幅工事を実施した。 対策済 阿見町 R03年度

0116 41 令和元年度 16 0116 阿見第二小 8 町道第2207号線
上郷
（西郷バス停前～乗馬クラ
ブGkanzAMI付近）

スクールゾーンを通行しているが、幅員が狭く、進入し
てくる車両も多いことから危険である。

①横道に対しての規制看板の設置を検討する。
②路肩にカラー舗装をし、歩行者用スペースの
明確化をする。また、時間規制時に置く馬の追
加を検討する。①R3年度に枝道2本に歩行者用
道路の標識、予告表紙を設置する予定。

枝道に対しての規制看板の追加設置を検討する（①）と
ともに、規制区間の出入り口にバリケードの設置を増加
する（②）。
また、路肩部にグリーンベルトを設置する（③）。

②バリケードの設置数を増やした。
③路肩部にグリーンベルトを設置し
た。

①継続
②③対策済

①警察
②③阿見町

①R03年度以
降

②Ｒ01年度
③Ｒ02年度
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0117 42 令和元年度 17 0117 阿見第二小 8
県道荒川沖阿見線
町道第2455号線

西郷
（西郷交差点）

通行量が多くスピードを出す車両も多いが、Y字交差点
となっており、歩行者だまりに車両が進入する危険性が
ある。

歩道と車道の境界に防護柵を設置する。 歩行者だまりに防護柵等を設置する。
車止めを11本設置（R2年度）。R3年
度に防護柵を設置予定。

継続 茨城県 R03年度以降

0118 43 令和元年度 18 0118 阿見第二小 8
県道荒川沖阿見線
町道第0101号線
町道第2175号線

西郷
（ファミリーマート茨城阿
見西郷店付近交差点）

南西の歩行者だまりと車道の境界に縁石がなく、車両が
歩行者だまりに進入してくる危険性がある。

車道の一方通行と通学路の変更を複合的に協議
していく。

通学ルートを歩道のある安全な道へ変更する。
通学ルートを歩道のある安全な道へ変
更した。

対策済 阿見町 R01年度

0119 44 令和元年度 19 0119 阿見第二小 8
町道第2455号線
町道第2207号線
町道第2425号線

西郷
（桂不動産阿見支店付近横
断歩道）

交差点付近の歩道にガードレールが設置されているが、
設置区間が短く危険である。

信号はLED化済みであり、信号に対する対策は
現状難しい。
ハンプに見せた路面表示をすることを検討す
る。
ガードレールを追加設置する。

ガードレールを追加設置する。 ガードレールを追加設置した。 対策済 阿見町 Ｒ01年度

0120 45 令和元年度 20 0120 阿見第二小 8
町道第0111号線
町道第0206号線

上郷
（阿見町交番前交差点）

交通量が多くスピードを出して交差点内を通過する車両
もあることから、接触事故等の際に歩行者だまりへ侵入
する危険性がある。

歩行者だまりに防護柵等を設置する。 歩行者だまりに防護柵等を設置する。 ボラード及び防護柵を設置した。 対策済 阿見町 R02年度

0121 46 令和元年度 21 0121 あさひ小 9
町道第0103号線
町道第0110号線

本郷
（森脇整形外科付近交差
点）

交通量が多くスピードを出して交差点内を通過する車両
もあることから、接触事故等の際に歩行者だまりへ進入
する危険性がある。

歩行者だまりに防護柵等を設置する。 歩行者だまりに防護柵等を設置する。 ボラード及び防護柵を設置した。 対策済 阿見町 Ｒ02年度

0122 47 令和元年度 22 0122 あさひ小 9
町道第0103号線
町道第1021号線
町道第1064号線

二区南
（さわやか健康カイロ付近
交差点）

交通量の多い交差点であるが、歩行者だまりがせまく危
険である。
また車両が枝道から交差点を通過する際見通しが悪く、
接触事故等の恐れがあり危険である。

歩行者だまりに設置されている消火栓・防火水
槽の標識及びうずら出張所の案内看板を撤去す
る。

歩行者だまりに設置されている消火栓・防火水槽の標識
及びうずら出張所の案内看板を撤去する（①）。また、
交差点内をカラー化し危険な交差点の改善を図る
（②）。

②交差点内をカラー化した。
①継続

②対策済
阿見町

①R03年度以
降

②Ｒ02年度

0123 48 令和元年度 23 0123 あさひ小 9
県道土浦稲敷線
県道土浦竜ヶ崎線
県道荒川沖阿見線

住吉
（阿見住吉交差点）

交通量が非常に多い複雑な交差点であり、信号待ち及び
横断の際に様々な方向から車が進入してくる恐れがあり
危険である。

管理者は土浦土木事務所
ポストコーンの再設置、防護柵の設置、区画線
等の引き直しを依頼していく。

破損したポストコーンの再設置及び、薄れている区画線
を引きなおすとともに、すり抜け防止のため横断歩道付
近のポストコーンを増設する。

継続 茨城県 R03年度以降

0124 49 令和元年度 24 0124 阿見中 10

町道第0103号線・町道
第2291号線
町道第2303号線・町道
第2304号線
町道第2372号線

三区下
（阿見消防署西側周辺）

幅員の狭い道路を通行しているが、工業団地等への抜け
道として利用する車両が多く、スピードも出ていること
から危険である。

都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、当
路線の交通量を減少させる。（R５年度工事完了
予定）

都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、歩道のある
安全な通学路を確保するとともに、集落内の通過交通を
抑制する。

継続 阿見町 Ｒ05年度以降

0125 50 令和元年度 25 0125 朝日中 11
町道第2310号線
町道第2317号線

上長
（阿見ゴルフ場練習場周
辺）

幅員の狭い道路を通行しているが、工業団地等への抜け
道として利用する車両が多く、スピードも出しているこ
とから危険である。

都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、当
路線の交通量を減少させる。（R５年度工事完了
予定）

都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、歩道のある
安全な通学路を確保するとともに、集落内の通過交通を
抑制する。

継続 阿見町 Ｒ05年度以降

0126 51 令和元年度 26 0126 竹来中 12

町道第3070号線・町道
第3518号線
町道第3061号線・町道
第3069号線
町道第3505号線・町道
第3056号線

岡崎
（岡崎２丁目　岡崎永和公
園付近）

交差点周辺の区画線が全体的に薄れており、視認性が低
いためか一時停止をしない車や自転車がいて危険であ
る。

区画線の引き直しを実施する。 薄れている区画線を引きなおす。 区画線を引き直した。 対策済 阿見町 R02年度

0201 52 令和2年度 1 0201 阿見小 1
町道第2244号線・町道
第0206号線

中央西
（さわやかセンター東側用
水路）

草が伸びていて、水路が見えにくいので危険である。
年1回の除草は行っているが、必要に応じて除草
を実施することを検討する。注意喚起の看板の
設置を検討する。

毎年1回除草を実施している。
水路の除草を行った。
注意喚起の看板設置を設置した。

対策済 阿見町 R03年度

0202 53 令和2年度 2 0202 本郷小 4

町道第0110号線・町道
第1545号線・町道第
1482・町道第1550号
線

本郷
（本郷親水公園付近交差
点）

アパートの敷地内の生け垣が道路まで伸びているため、
歩道が狭くて危険である。

アパートの生け垣を整備を依頼する。また、通学路の変
更も検討してもらう。

アパートの管理会社に生垣整備を依頼
し、生垣の剪定をしてもらった。

対策済 阿見町 R02年度

0203 54 令和2年度 3 0203 本郷小 4
町道第0114号線・町道
第1174号線・町道第
1175号線

下本郷
（荒川本郷1953付近）

横断歩道はあるが、車のスピードが速く減速もしないこ
とから危険である。

①横断歩道の手前のカラー舗装と②注意喚起の看板の設
置。

②R2年度末に注意喚起看板を設置し
た。

①継続
②対策済

阿見町
①R04年度
②R02年度

0204 55 令和2年度 4
0204
0338

本郷小 4

町道第0114号線・町道
第1174号線・町道第
1175号線1550号線・
町道第1560号線

一区
（こぶし通り荒川本郷２７
９１付近）

信号機がなく、先の信号の状況により車のスピードも速
いため、横断するのに危険である。

直近交差点から190ｍしかないため押しボタン
式の信号機の設置は難しい。

①速度抑制の注意喚起の看板設置、②押しボタン式の信
号の設置。

①注意喚起看板を設置した。
②一定条件に満たないため、押しボタ
ン式の信号の設置は難しい。

対策済
①阿見町
②警察

①R02年度
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0205 56 令和2年度 5 0205 阿見第一小 7
県道竜ヶ崎阿見線・町道
第3011号線・町道第
7092号線

岡崎
（岡崎3丁目16番地付近）

スクールゾーンの路面標示がはがれているため危険であ
る。

スクールゾーンの路面標示の整備。
スクールゾーンの路面表示の整備を
行った。

対策済 阿見町 R02年度

0206 57 令和2年度 6 0206 阿見第一小 7
町道第3430号線・町道
第3540号線

曙
（曙339番地周辺）

道路標識の一部が欠けているところや向きが違うところ
があるので危険である。

道路標識の交換及び向きの修正。
道路標識の交換及び向きの修正を行っ
た。

対策済 阿見町 R02年度

0207 58 令和2年度 7 0207 阿見第一小 7
町道第4081号線・町道
第4062号線

大室
（大室520番地周辺）

グリーンベルトが途中でなくなっているため、危険であ
る。

グリーンベルトの工事は発注済み。 グリーンベルトの延長。 グリーンベルトの延長工事を行った。 対策済 阿見町 R03年度

0208 59 令和2年度 8 0208 阿見第二小 8
町道第0206号線・町道
第2207号線・町道第
2212号線

上郷
（上郷5040－1（旧点滅
信号））

交差点内にカラー舗装はしてあるが、スピードを出して
くる車が多く、危険である。

スピード抑制の看板や追加のカラー舗装、グリーンベル
トの整備。

注意喚起の看板の設置を行った。 対策済 阿見町 R02年度

0209 60 令和2年度 9 0209 あさひ小 9
町道第1037号線・町道
第1382号線

二区
（うずら野三丁目27駐車
場前歩道）

ラバーポールはあるが、道路と水路敷の高低差があり危
険である。

通学路等の路面標示の整備。
注意喚起のための路面表示を設置し
た。

対策済 阿見町 R02年度

0210 61 令和2年度 10 0210 あさひ小 9
町道第1373号線・町道
第7393号線

二区
（大字荒川本郷とうずら野
三丁目との境、陸上自衛隊
そば）

スクールゾーンの路面標示やグリーンベルトの対策はし
てあるが、スピードを出す車が多く危険である。

グリーンベルト際にラバーポールの設置。 ラバーポールを設置した。 対策済 阿見町 R02年度

0211 62 令和2年度 11 0211 阿見中 10
町道第0102号線・県道
竜ヶ崎阿見線

鈴木
（中央一丁目南交差点付
近）

道路の境界にグレーチングはあったが、民地である。 グレーチングが民地のため削除する。
グレーチングが民地のため、学校から
生徒へ注意喚起を行ってもらう。

対策済 茨城県 R02年度

0212 63 令和2年度 12 0212 朝日中 11
町道第1221号線・町道
第1185号線・町道第
1551号線

朝日中学校北門・荒川本郷
１８５５－１

出口は、学校の門が設置してあるため右方向からの車は
見えにくいので危険である。

カーブミラーの設置を検討するとともに、学校の門にあ
る郵便ポスト及び看板の位置を変更してもらうよう要請
する。

カーブミラーの設置を行った。 対策済 阿見町 R02年度

0213 64 令和2年度 13 0213 朝日中 11
町道第1221号線・町道
第1551号線

朝日中学校西側道路・荒川
本郷１８５５－１

すでに除草作業が行われていた。 年3回の除草作業を実施しているため削除する。 毎年3回除草作業を実施している。 対策済 阿見町 R02年度

0214 65 令和2年度 14 0214 朝日中 11
町道第1221号線・町道
第1185号線

朝日中学校西側道路・荒川
本郷１８５５－１

スピードを出してくる車があるため、危険である。白線
やとまれの表示も消えかかっている。

カーブ有の看板の設置、ラバーポールの設置、白線及び
とまれ表示の引き直し。

視線誘導標の設置を行った。区画線の
引き直しを実施した。

対策済 阿見町 R02年度

0215 66 令和2年度 15 0215 竹来中 12

町道第3094号線・町道
第3070号線・町道第
0202号線・町道第
3103号線

松浦建設所～篠崎接骨院～
大字阿見～岡崎2丁目に抜
ける信号機付近のマミーク
リーニング曙店十字路

スクールゾーンにはなっているが、スピードを出してく
る車が多く危険である。

路面標示の引き直し。
上下水道課の路面復旧工事後に再検討
を行う。

継続 阿見町 R04年度以降

0216 67 令和2年度 16 0216 竹来中 12
町道第3508号線・県道
稲敷阿見線

曙
（セブンイレブン交差点）

横断歩道の路面標示が消えかかっているため危険であ
る。

警察塩より本部に依頼済みのため、R3年度中に
発注し、引き直しを行う予定。

路面標示の引き直し。 継続 警察 R03年度以降

0301 68 令和3年度 1
0301
0330

阿見小 1 町道0215号線 フタムラ化学周辺道路
大型倉庫の建設に伴い、大型車両の通行量が増えている
ため危険である。

道路に並行している排水路の大半の区間は、未
整備の土水路であり、蓋がけは不可能である。
また、道路との段差がかなりあるため、今後水
路の整備計画を進める中で、道路課と協議して
安全対策をしていく。

当該道路に並行している排水路の整備を計画しており、
排水路整備の検討を進める中で、安全対策を検討する。

R03地域予算要望箇所
R03阿見町議会要望箇所

継続 阿見町 R04年度以降

0302 69 令和3年度 2 0302 阿見小 1
町道7689号線
町道0103号線

三区上交差点
交差点近くに路線バスの停留所に車が突っ込んでくる可
能性がある。また信号無視をして右折する車両が多いた
め危険である。

（道路課）ラバーポールの設置を検討する。
（警察）信号機の右折矢印を設置する際の条件とし
て、通常右折レーンの設置があり、こちらは設置済み
ですので、問題ありませんが、もう一つの条件として
常時、朝夕のピーク時以外に右折レーンが滞留が解消
されないような場合にのみ、右折矢印を通常は設置を
検討するということですので、右折矢印の設置は困難
かと思われます。

ラバーポールの設置を検討する。 R03地域予算要望箇所 継続 阿見町 R03年度以降
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0303 70 令和3年度 3
0303
0332

阿見小 1 町道2244号線

阿見町阿見４６７６－６～
４６６５－６
㈱ヨコタ～佐々木宅間脇の
町道

水路沿いの道幅が狭く、車の通行量も多い。水路には蓋
がないため危険である。

水路の蓋掛けについては、水路幅員が広く、ま
た、水路を横断する出入口が複数あることか
ら、構造上蓋掛けを行い、その上を通行するこ
とは困難であると考えられる。道路幅の中で安
全対策を検討する。

水路の蓋掛けについては、水路幅員が広く、また、水路
を横断する出入口が複数あることから、構造上蓋掛けを
行い、その上を通行することは困難であると考えられ
る。道路幅の中で安全対策を検討する。

R03地域予算要望箇所
R03阿見町議会要望箇所

継続 阿見町 R05年度以降

0304 71 令和3年度 4
0304
0337

本郷小 4
主要地方道土浦稲敷線
町道1177号線
町道1135号線

下本郷地区県道２５号線
荒川本郷９８１

カーブであってもスピードを出してくる車が多く危険で
ある。

（警察）通常、原則横断歩道はカーブ付近には設置で
きないことになっている。理由として車の運転手から
歩行者が確認できない。歩行者を見落として逆に死亡
事故を発生させてしまう原因にもなる。そういう場所
への検討はかなり難しい。歩行者だまりの確保も難し
いので、新設は困難である。（県）歩行者注意等の路
面標示を検討する。（R4年度予定）

路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所 継続 茨城県 R03年度以降

0305 72 令和3年度 5 0305 本郷小 4
町道1186号線
町道1209号線

カラー通り入り口付近
実穀１５２９－１２６

路面標示が消えかかっているので、一時停止しない車が
多く危険である。

路面標示が消えかかっているのが確認できたの
で、路面標示の引き直しを検討する。

路面標示の引き直しを検討する。 継続 阿見町 R04年度以降

0306 73 令和3年度 6
0306
0348

君原小 5

県道稲敷阿見線
町道0112号線
町道4371号線・4372
号線

阿見町君島
蔵福寺下、JRバス塙バス
停付近横断歩道

横断歩道は設置されているが、スピードを出してくる車
が多く、待っていても止まってもらえないため危険であ
る。

（警察）押しボタン式の信号機設置の条件は、
ある一定の交通量が必要になる。交通量が足り
ないので、県道側及び町信号の設置は困難と思
われる。　　　　（県）横断者注意等の路面標
示を検討する。

横断者注意等の路面標示を検討する。 R03阿見町議会要望箇所 継続 茨城県 R03年度以降

0307 74 令和3年度 7
0307
0351

君原小 5
主要地方道土浦稲敷線
町道5307号線
町道5314号線

阿見町大形283-79付近の
分岐点
(株）伊藤建設付近

横断歩道は設置されているが、スピードを出してくる車
が多く、待っていても止まってもらえないため危険であ
る。

（県）どこに看板を設置してどうスピードを抑
制するかイメージがなかったので、横断歩道と
県道の間の部分を濃い赤のカラー舗装を検討す
る。（町）町道側に歩行者注意等の看板の設置
を検討する。

①横断歩道と県道の間の部分を濃い赤のカラー舗装を検
討する。②町道側に歩行者注意等の看板の設置を検討す
る。

②R3年度末に注意喚起看板を設置し
た。

R03阿見町議会要望箇所
①継続

②対策済
①茨城県
②阿見町

①R03年度以
降

②R03年度

0308 75 令和3年度 8 0308 君原小 5
町道5247号線
町道5362号線

阿見町飯倉５６１－２付近
西山牧場社宅前付近

通学路が大雨が降ると東側の畑から土が流れてきて、雨
水もかなりたまってしまうため通れないため危険であ
る。

道路表面排水の方向について検討するととも
に、道路上に土砂が堆積しているので撤去工事
をする。

道路表面排水の方向について検討するとともに、道路上
に土砂が堆積しているので撤去工事をする。

継続 阿見町 R04年度以降

0309 76 令和3年度 9 0309 君原小 5
町道0208号線
町道4300号線

阿見町石川２０８－１、９
１１付近
木鉛宅、渡辺宅付近の町道
カーブ

カーブで幅員もなく、側溝には蓋がないため危険であ
る。

側溝の蓋がけ工事を検討していく。 側溝の蓋がけ工事を検討していく。 R03地域予算要望箇所 継続 阿見町 R04年度以降

0310 77 令和3年度 10
0310
0358

舟島小 6 町道4508号線
阿見町南平台３丁目１８－
８　ひだまり公園付近

道幅も狭く、枝が道路に出ているため、道路の中央を走
行する車が多く危険である。

（生活環境課）注意喚起等の看板の設置を検討
する。（都市整備課）公演から道路に越境して
いる枝については、今年度は実施しているの
で、必要に応じて追加の剪定については対応し
ていく。

注意喚起等の看板の設置を検討する。

（都市整備課分案）
公園から道路へ越境した枝の剪定について、今年度に実
施済みである。追加の剪定が必要な場合は適宜対応す
る。

注意喚起看板を設置した。
公園から道路へ越境した枝の剪定を実
施済みである。今後も追加の剪定が必
要な場合は適宜対応する。

R03阿見町議会要望箇所 対策済 阿見町 R03年度

0311 78 令和3年度 11 0311 舟島小 6 町道4488号線 阿見町南平台２丁目１０
L字の曲がり角のため、道路の中央を走行する車が多く
危険である。

歩行者注意等の注意喚起の看板の設置を検討す
る。

歩行者注意等の注意喚起の看板の設置を検討する。 R3年度末に注意喚起看板を設置した。 対策済 阿見町 R03年度

0312 79 令和3年度 12 0312 舟島小 6
町道4479号線
町道4504号線

阿見町南平台３丁目３０付
近　　島津の杜

横断歩道はあるが、消えかかっている。また車の通行量
は多く危険である。

横断歩道、ダイヤマーク（４つ）、停止線の引
き直しを上申する。

横断歩道の引き直しを検討する。 継続 警察 R03年度以降

0313 80 令和3年度 13
0313
0357

舟島小 6
町道4504号線
町道4227号線

阿見町南平台３丁目３３－
７　島津の杜

車の通行量は多く、横断する際に横断歩道がないところ
を渡っているので危険である。

横断歩道お設置する際の歩行者だまりの確保が
難しい。交通規制は周りの住民への影響がある
ため、通行許可が必要になり、同意していない
など苦情案件・トラブルになる。要望であれば
住民の総意ということで町内会等で同意書を集
めていただき、要望書ということで出していた
だいたうえで検討という形になる。

要望であれば住民の総意ということで町内会等で同意書
を集めていただき、要望書ということで出していただい
たうえで検討という形になる。

R03阿見町議会要望箇所 継続 警察 R03年度以降

0314 81 令和3年度 14 0314 阿見第一小 7 町道0202号線
マミークリーニング周辺
阿見町曙１３３番地

車の通行量は多く、路面標示が消えかかっているため危
険である。

（警察）速度（30）はかなり消えているので、引き
直しの上申をする。停止線は、標識がない、規制がな
いところに表示と文字が入っているので、警察で実施
したものではない。一時停止があるものと誤認されて
しまうので、文字を変えるなり、停止線は中の間を
切っていただいて、停止指導線としてもらえればと思
います。（町）停止線については、文字を消す等で検
討する。

①路面標示（速度）の引き直し②停止線については、文
字を消す等で検討する。

継続
①警察

②阿見町
R04年度以降

0315 82 令和3年度 15 0315 阿見第一小 7
町道3034号線
町道3031号線
町道3037号線

白鷺公園周辺
阿見町中央５丁目１６番地

車の通行量が多く、カーブミラーがないため危険であ
る。

カーブミラーの設置を検討する。 カーブミラーの設置を検討する。 カーブミラーを設置した。 対策済 阿見町 R03年度

0316 83 令和3年度 16
0316
0360

阿見第一小 7

町道0104号線
町道3012号線
町道3548号線・3556
号線

ウエルシア阿見岡崎店周辺
阿見町岡崎３丁目１０番地

グリーンベルトは設置してあるが、車の通行量も多く、
道幅も狭く危険である。

道路の路面標示が消えかかっているので、路面
標示の引き直当しを検討する。

路面標示等の引き直しを検討する。 R03阿見町議会要望箇所 継続 阿見町 R04年度以降
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0317 84 令和3年度 17 0317 阿見第一小 7
町道3049号線
町道3043号線
町道3597号線

阿見町岡崎２丁目１５－３
１～１５－１
岡崎公民館脇十字路～セイ
コーマート間脇の町道

道幅が狭く、カーブになっているので見通しも悪いため
危険である。

道路に並行している水路に蓋がけをすると歩道
的になるが、構造上、水路の左右の高さが20ｃ
ｍくらい違いがあり、簡単に蓋がけができない
状況になっている。蓋がけをするには排水構造
物の布設替えが必要となることから、別な対応
策を検討する必要がある。

道路に並行している水路に蓋がけをすると歩道的になる
が、構造上、水路の左右の高さが20ｃｍくらい違いがあ
り、簡単に蓋がけができない状況になっている。蓋がけ
をするには排水構造物の布設替えが必要となることか
ら、別な対応策を検討する必要がある。

現在対策困難なため、削除対象とした
い

R03地域予算要望箇所 継続 阿見町 R03年度以降

0318 85 令和3年度 18 0318 あさひ小 9
町道0103号線
町道0110号線

阿見町荒川本郷２３３７－
８
森脇整形外科前

信号が逆光で見えずらく赤信号で車が侵入してくるため
危険である。

西日の対策レンズに変更されているため、LED
に変更しても状況が変わらないので、変更は現
時点ではできない。

西日の対策レンズに変更されているため、LEDに変更し
ても状況が変わらないので、変更は現時点ではできな
い。

西日対策レンズに変更しているので、
現時点では対応できません

対策済 警察 R03年度

0319 86 令和3年度 19 0319 あさひ小 9
町道1052号線
町道1021号線

阿見町うずら野二丁目２６
－２１
きんでん前

信号が逆光で見えずらく赤信号で車が侵入してくるため
危険である。

通学路注意等の注意喚起等の看板の設置を検討
する。

通学路注意等の注意喚起等の看板の設置を検討する。 注意喚起看板を設置した。 対策済 阿見町 R03年度

0320 87 令和3年度 20 0320 あさひ小 9
主要地方道土浦稲敷線
町道0103号線

阿見町うずら野一丁目１９
－５
エコス交差点

工事の影響もあり、横断歩道がほとんど見えなく、車の
通行量も多いためわたる際に危険である。

（警察）あさひ小からも牛久警察署へ連絡があ
り、現場確認したところ全然横断歩道がないの
で、今年度に引き直しを上申する予定。

横断歩道の引き直しを検討する。 継続 警察 R03年度以降

0321 88 令和3年度 21 0321 あさひ小 9
町道1068号線
町道1403号線
町道1065号線

阿見町うずら野四丁目20-
4
パストラル宮岡第一南側道
路

車の通行量が多く、横断歩道のないところを渡っている
ため危険である。

路面標示等の設置を検討する。 路面標示等の設置を検討する。 R03地域予算要望箇所 継続 阿見町 R04年度以降

0322 89 令和3年度 22
0322
0333

阿見中 10
町道0103号線
町道2525号線
町道2270号線

町道０１０３号線（本田苗
木園付近）

車の通行量が多く、横断歩道がない。またスピードを出
している車が多く危険である。

（町）横断歩道を設置する際の町の対策が必要
であり、歩行者だまりの整備や交通安全対策を
検討する。（警察）今年の３月に石引議員より
要望があり、付近の住民等の同意書等もいただ
いているが、カラー舗装、ラバーポール、歩行
者だまりの設置をしたうえで、横断歩道の設置
を検討する。

①歩行者だまりの整備及び②横断歩道の設置を検討す
る。

R03阿見町議会要望箇所 継続
①阿見町
②警察

R03年度以降

0323 90 令和3年度 23 0323 阿見中 10 町道0206号線 阿見地区交番交差点付近
道幅が狭く、車の通行量も多いため、自転車で走行する
には危険である。

（道路課）路面標示等の設置を検討する。
（生活環境課）注意喚起等の看板の設置を検討
する。

路面標示等の設置を検討する。注意喚起等の看板の設置
を検討する。学校より通行箇所の変更を指導してもら
う。

継続 阿見町 R04年度以降

0324 91 令和3年度 24 0324 阿見中 10
町道3162号線
町道3163号線
町道3164号線

五本松児童公園付近
路面標示もなく、坂や交差点が多く見えにくいため危険
である。

（生活環境課）交差点注意等の注意喚起等の看
板の設置を検討する。（道路課）路面標示等の
設置を検討する。

①交差点注意等の注意喚起等の看板の設置を検討する。
②路面標示等の設置を検討する。

①注意喚起看板を設置した。
①対策済み

②継続
阿見町

①R03年度
②R04年度以

降

0325 92 令和3年度 25 0325 朝日中 11
町道1482・0110号線
町道1550・0114号線

荒川本郷１３８５
親水公園信号・きらり保育
園信号

感応式信号のため信号待ちの時間が長く、青になってい
る時間が短く急いで渡ろうとするので危険である。

車の流れ等現場を確認し、検討する。学校が始
まってから実際に通学状況等を確認し、必要性
があれば数秒程度変更を検討する。

車の流れ等現場を確認し、必要性があれば数秒程度変更
を検討する。

継続 警察 R03年度以降

0326 93 令和3年度 26
0326
0336

朝日中 11
町道1482号線
町道1550号線
町道0110号線

荒川本郷１３８５
親水公園交差点

ポールが自転車横断帯のところにある。路面標示も消え
かかっており、歩道に草も伸びているため危険である。

路面標示の引き直し、草刈りの実施を検討す
る。R2年度、車止めを設置しましたので、不必
要なラバーポールの撤去も検討する。

路面標示の引き直し、草刈りの実施を検討する。不必要
なラバーポールの撤去も検討する。

R03阿見町議会要望箇所 継続 阿見町 R03年度以降

0327 94 令和3年度 27 0327 竹来中 12 町道0203号線
掛馬の日限地蔵尊から満徳
寺にかけての坂道

カーブで見えずらく、急な坂のためスピードが出てしま
うため危険である。

（道路課）路面標示等の設置を検討する。
（生活環境課）スピード落とせ等の注意喚起等
の看板の設置を検討する。

①路面標示等の設置を検討する。②スピード落とせ等の
注意喚起等の看板の設置を検討する。

②注意喚起看板を設置した。
①継続

②対策済
阿見町

①R04年度以
降

②R03年度

0328 95 令和3年度 28 0328 竹来中 12 県道稲敷阿見線 県道231号線 歩道に草が伸びてきており、通れないので危険である。 除草と合わせて土砂の撤去を検討する。 除草と合わせて土砂の撤去を検討する。 継続 茨城県 R03年度以降

0329 96 令和3年度 29 0329 竹来中 12 町道4166号線

島津
南平台３丁目から舟島小学
校に向かう坂道

道幅が狭く、車の通行量も多い。側溝に蓋がなく危険で
ある。

側溝の蓋がけを検討する。 側溝の蓋がけを検討する。 継続 阿見町 R04年度以降

0330 97 令和3年度 30
0330
0301

阿見小 1
町道0215号線
県道竜ケ崎阿見線

若栗～中央８丁目交差点
（若栗：県道から丸井産業
㈱の南側・若栗北方面）

道路幅員5.7ｍ、水路の柵の外側の路側帯がないところ
を通学路としているため危険である。丸井産業の企業が
進出し、今後さらに一日１０トントラック５０台の通過
車両の増加が予想される。中央8丁目交差点には歩行者
だまりがなく、丸井産業入口（正面）手前で待つため、
若栗北方面から県道に出るまでも児童は詰まってしまう
危険がある。

道路に並行している排水路の大半の区間は、未
整備の土水路であり、蓋がけは不可能である。
また、道路との段差がかなりあるため、今後水
路の整備計画を進める中で、道路課と協議して
安全対策をしていく。

当該道路に並行している排水路の整備を計画しており、
排水路整備の検討を進める中で、安全対策を検討する。

R03阿見町議会要望箇所　№1 継続 阿見町 R03年度以降
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0331 98 令和3年度 31 0331 阿見小 1 県道竜ケ崎阿見線 中央1丁目南交差点付近
交差点での黄色から赤に変わるあたりの信号無視も見ら
れた。中学生は自転車で登校するので、車との接触も考
えられる。

継続案件と同様とする。
過年度にも危険箇所となっており、引き続き学校より生
徒へ注意喚起を行ってもらう。

R03阿見町議会要望箇所　№2 継続 阿見町 R03年度以降

0332 99 令和3年度 32
0332
0303

阿見小 1 町道2244号線
鈴木区のヨコタ牛乳前の通
学路

中学生は自転車で登校するので、車との接触も考えられ
る。

水路の蓋掛けについては、水路幅員が広く、ま
た、水路を横断する出入口が複数あることか
ら、構造上蓋掛けを行い、その上を通行するこ
とは困難であると考えられる。道路幅の中で安
全対策を検討する。

水路の蓋掛けについては、水路幅員が広く、また、水路
を横断する出入口が複数あることから、構造上蓋掛けを
行い、その上を通行することは困難であると考えられ
る。道路幅の中で安全対策を検討する。

R03阿見町議会要望箇所　№3 継続 阿見町 R04年度以降

0333 100 令和3年度 33
0333
0322

阿見小 1 町道0103号線 本田苗木園付近

町道0103号線は、荒川本郷地区の整備や阿見東部工業団地、阿見
吉原地区の開発により交通量が極端に増加してます。通勤時間帯
は、以前には見られなかった交通渋滞も起きています。　私たちの
地区は町道0103号線を挟むように形成されており、生活は道の往
来をなくしては成り立ちません。また、高齢者も増えており、今日
のような交通量では安心して地域のコミュニティを持続して行く事
は困難であります。児童生徒の通学や近隣住民の生活において、道
路を安全に横断するための横断歩道までは遠く、迂回する事は非常
に困難な状況です。

（町）横断歩道を設置する際の町の対策が必要
であり、歩行者だまりの整備や交通安全対策を
検討する。（警察）今年の３月に石引議員より
要望があり、付近の住民等の同意書等もいただ
いているが、カラー舗装、ラバーポール、歩行
者だまりの設置をしたうえで、横断歩道の設置
を検討する。

①歩行者だまりの整備及び②横断歩道の設置を検討す
る。

R03阿見町議会要望箇所　№4
①継続
②継続

①阿見町
②警察

R03年度以降

0334 101 令和3年度 34 0334 阿見小 1 町道3165号線
五本松公園からファミリー
マート

五本松交差点は変則交差点である。阿見小学校方面から
道路幅員6.6メートルあり，五本松交差点を直進して，
五本松児童公園までの道路幅員5.3メートルと極端に狭
くなる。さらに朝日が目に入る逆光現象による目のくら
みで交通事故の危険性がある。

グリーンベルト等の設置を検討する。植栽の剪
定を実施する。

グリーンベルト等の設置を検討する。植栽の剪定を実施
する。

R03阿見町議会要望箇所　№31 継続 阿見町 R04年度以降

0335 102 令和3年度 35
0335
3002

阿見小 1 県道竜ケ崎阿見線 若栗西方の県道の歩道

中央8丁目の交差点から中央公民館方面に向かう所の歩
道が切れている。永林堂歯科（今はデイサービス）から
先は歩道あり。歩道のない部分は樹木が道路上にはみ出
ている。道路の反対側の二村三昌の方は歩道がありま
す。

歩道が土と草で覆われてしまっており、狭く
なっている状況。
県道であるため茨城県に対応を要望する。
用地の買収は進まないが、完全な歩道整備まで
はいかないが、安全に通行できるようなことを
検討していく。

道路の拡幅等、安全対策を検討する。
R03地域予算要望箇所
R03阿見町議会要望箇所　№32

継続 茨城県 R03年度以降

0336 103 令和3年度 36
0336
0326

本郷小 4 町道0110号線
荒川本郷1385、親水公園
付近

車道との幅が狭い。運転に慣れている方が通行する為、
スピードがややでている。

路面標示の引き直し、草刈りの実施を検討す
る。R2年度、車止めを設置しましたので、不必
要なラバーポールの撤去も検討する。

路面標示の引き直し、草刈りの実施を検討する。不必要
なラバーポールの撤去も検討する。

R03阿見町議会要望箇所　№5 継続 阿見町 R04年度以降

0337 104 令和3年度 37
0337
0304

本郷小 4 県道土浦稲敷線
荒川本郷９８１、県道２５
号線

カーブが急な為、見通しが悪く危険。

（警察）通常、原則横断歩道はカーブ付近には設置で
きないことになっている。理由として車の運転手から
歩行者が確認できない。歩行者を見落として逆に死亡
事故を発生させてしまう原因にもなる。そういう場所
への検討はかなり難しい。歩行者だまりの確保も難し
いので、新設は困難である。（県）歩行者注意等の路
面標示を検討する。（R4年度予定）

路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№6 継続 茨城県 R03年度以降

0338 105 令和3年度 38
0338
0204

本郷小 4 町道1550号線
荒川本郷２７９１付近、コ
ブシ通り

下校時、街灯がなく危険な為、狭い道を遠回りして帰宅
している。新しい安全な通学路を活かしきれていない。

（町）防犯灯については、行政区からの申請が
必要になります。
（警察）直近交差点から190ｍしかないため押
しボタン式の信号機の設置は難しい。

①防犯灯については、行政区からの申請が必要になりま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　②直近交差
点から190ｍしかないため押しボタン式の信号機の設置
は難しい。

R03阿見町議会要望箇所　№7
①継続
②継続

①阿見町
②警察

R03年度以降

0339 106 令和3年度 39 0339 本郷小 4 町道6001号線
実穀１２８３、美都住建付
近

道幅が狭く、車同士がすれ違うと大変危険。抜け道の
為、交通量が多い。

（警察）栗田議員から令和2年度に警察に直接要
望があり、その際に同意書を集めてあり、速度
調査も実施している。県本部へ新規の規制の上
申をしている。今年度中には30ｋｍの速度規制
ができる予定。　（町）30ｋｍ規制の後にハン
プを検討する。

①今年度中には30ｋｍの速度規制ができる予定。②30
ｋｍ規制の後にハンプ設置の予定。

①速度規制（30ｋｍ）を実施した。
②減速ハンプを設置した。

R03阿見町議会要望箇所　№8
①対策済
②対策済

①警察
②阿見町

①R03年度
②R03年度

0340 107 令和3年度 40 0340 本郷小 4
町道2339号線
町道2341号線

上長公会堂前 狭い道だがスピードを出して走行する車が多い。

（警察）交通規制をかける場合には、住民とよ
く話し合いをして、同意書等を添えて要望書を
提出すれば必ずできるわけではないが、検討し
ていく。その点を住民へ指示していただきた
い。（町）30ｋｍの規制がされれば、ハンプの
設定を検討していく。

①交通規制をかける場合には、住民とよく話し合いをし
て、同意書等を添えて要望書を提出すれば必ずできるわ
けではないが、検討していく。その点を住民へ指示して
いただきたい。②30ｋｍの規制がされれば、ハンプの設
定を検討していく。

R03阿見町議会要望箇所　№33 継続
①警察

②阿見町
R03年度以降

0341 108 令和3年度 41 0341 本郷小 4 県道土浦竜ケ崎線
野口製作所～ファミリー
マート（実穀交差点）間

スピードを出して走行する車が多く，地先ブロックがな
く危険。

スピード落とせ等の路面標示は検討する。縁石
は狭くて厳しい。どこに設置したほうが良いの
か確認が必要である。

スピード落とせ等の路面標示は検討する。縁石は狭くて
厳しい。どこに設置したほうが良いのか確認が必要であ
る。

R03阿見町議会要望箇所　№34 継続 茨城県 R03年度以降

0342 109 令和3年度 42 0342 本郷小 4 町道7692号線 中島農園～本郷小間
スクールバスや送迎車が路上駐車（待機）してしまって
いる。

（警察）歩道が整備されており、30ｋｍの速度規制
は難しい。縁石等もなく、歩道と車道の区別ができな
いというような場所であれば検討は出来るが道路形状
からすると難しい。（町）30ｋｍ規制は、地域の同
意必要になるので、地域と連携しながら同意がとれれ
ばと思っており、相談があれば積極的に選定しながら
対応していきたい。

歩道が整備されており、30ｋｍの速度規制は難しい。縁
石等もなく、歩道と車道の区別ができないというような
場所であれば検討は出来るが道路形状からすると難し
い。30ｋｍ規制は、地域の同意必要になる。

R03阿見町議会要望箇所　№35 継続 警察 R03年度以降

0343 110 令和3年度 43 0343 君原小 5
町道5177号線
町道5141号線

町道　大形地区～君原小学
校

外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられ
ていない。

路面標示等の設置を検討する。 路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№9 継続 阿見町 R04年度以降

0344 111 令和3年度 44 0344 君原小 5 町道0213号線 町道　追原～君原小学校
スクールゾーン標識が古くかすれている。横断歩道やダ
イヤマークがかすれている。

（警察）ダイヤマーク（前後4つ）は消えている
ので、引き直しの上申をする。（町）スクール
ゾーン標識の更新は設置の状況を確認する。

①スクールゾーン標識の更新は設置の状況を確認する。
②ダイヤマークの引き直しを検討する。

R03阿見町議会要望箇所　№10 継続
①阿見町
②警察

R03年度以降
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0345 112 令和3年度 45 0345 君原小 5 町道5129号線
町道　君島地区～君原小学
校

外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられ
ていない。

路面標示等の設置を検討する。 路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№11 継続 阿見町 R04年度以降

0346 113 令和3年度 46 0346 君原小 5 町道0112号線
町道　飯倉地区～君原小学
校

外側線が引かれていない。横断歩道やダイヤマークがか
すれている。ポール等安全対策が講じられていない。

（警察）横断歩道とダイヤマークは消えている
ので、引き直しの上申をする。（町）スクール
ゾーン標識の更新は設置の状況を確認する。

①スクールゾーン標識の更新は設置の状況を確認する。
②横断歩道とダイヤマークの引き直しを検討する。

R03阿見町議会要望箇所　№12 継続
①阿見町
②警察

R04年度以降

0347 114 令和3年度 47 0347 君原小 5
町道5118号線
町道5186号線
町道5177号線

町道　君島中根地区～君原
小学校

外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられ
ていない。

路面標示等の設置を検討する。 路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№13 継続 阿見町 R04年度以降

0348 115 令和3年度 48
0348
0306

君原小 5 町道0208号線 阿見町石川入口バス停前
外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられ
ていない。

路面標示等の設置を検討する。 路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№14 継続 阿見町 R04年度以降

0349 116 令和3年度 49 0349 君原小 5 町道0112号線
町道　飯倉二区～君原小学
校

外側線が急に狭く引かれている。横断歩道やダイヤマー
クがかすれている。ポール等安全対策が講じられていな
い。

路面標示の引き直しを検討する。 路面標示の引き直しを検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№15 継続 阿見町 R04年度以降

0350 117 令和3年度 50 0350 君原小 5
町道5107号線
町道0112号線
町道5115号線

町道　塙バス停前～君原小
学校

外側線が途中から引かれていない。ポール等安全対策が
講じられていない。

路面標示の引き直しを検討する。 路面標示の引き直しを検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№16 継続 阿見町 R04年度以降

0351 118 令和3年度 51
0351
0307

君原小 5 県道土浦稲敷線
阿見町飯倉二区　そば処付
近カーブ

町道飯倉土屋線経由から国道125号線へのショート
カットの車両も多い。

（県）どこに看板を設置してどうスピードを抑
制するかイメージがなかったので、横断歩道と
県道の間の部分を濃い赤のカラー舗装を検討す
る。（町）町道側に歩行者注意等の看板の設置
を検討する。

①横断歩道と県道の間の部分を濃い赤のカラー舗装を検
討する。②町道側に歩行者注意等の看板の設置を検討す
る。

②注意喚起看板を設置した。 R03阿見町議会要望箇所　№36
①継続

②対策済
①茨城県
②阿見町

①R03年度以
降

②R03年度

0352 119 令和3年度 52 0352 君原小 5 町道0112号線
阿見町飯倉　星の里公園先
カーブ

歩道が狭い。ポール等安全対策が講じられていない。 路面標示の引き直しを検討する。 路面標示の引き直しを検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№37 継続 阿見町 R04年度以降

0353 120 令和3年度 53 0353 君原小 5 県道稲敷阿見線
阿見町石川バス停～塙バス
停前

歩道に水溜りになる箇所が２箇所あるため、児童は車道
側に寄って水溜りを避けて通学している。

再舗装は検討する。土砂の撤去を検討する。側
溝がないので、流末の調査を検討する。柵は交
換する。

再舗装は検討する。土砂の撤去を検討する。側溝がない
ので、流末の調査を検討する。柵は交換する。

R03阿見町議会要望箇所　№38 継続 茨城県 R03年度以降

0354 121 令和3年度 54 0354 舟島小 6 県道稲敷阿見線
竹来神社前～掛馬台バス停
まで

道路が狭いのに普通乗用車以外にも大型トラック、大型
バスも頻繁に通過する。

グリーンベルトの設置を検討する。歩道の設置
も確認していく。

グリーンベルトの設置を検討する。歩道の設置も確認し
ていく。

R03阿見町議会要望箇所　№17 継続 茨城県 R03年度以降

0355 122 令和3年度 55 0355 舟島小 6 国道125号バイパス 125号バイパス
4車線化に伴い通過する車のスピードがあがった。も
し、事故が起きた場合、歩道縁石だけでは歩道に車が
突っ込む可能性があり不安。

整備直後でもあり、整備の中でも設計を入れて
直線ということもあり、縁石だけで問題ないと
供用しているので、他の箇所にも影響するた
め、現段階ではガードレールの設置は難しい。

整備直後でもあり、整備の中でも設計を入れて直線とい
うこともあり、縁石だけで問題ないと供用しているの
で、他の箇所にも影響するため、現段階ではガードレー
ルの設置は難しい。

R03阿見町議会要望箇所　№39 継続 茨城県 R03年度以降

0356 123 令和3年度 56 0356 舟島小 6 町道4476号線 南平台1丁目バス停
一時停止線、横断歩道があるがどの車も停止しない。大
型バスも定期的に通り、乗用車もスピードが出ているの
で接触すれば大事故に繋がる。

路面標示等の引き直しや砲弾歩道が目立つよう
に横断歩道付近のカラー化を検討する。

路面標示等の引き直しや砲弾歩道が目立つように横断歩
道付近のカラー化を検討する。

R03阿見町議会要望箇所　№40 継続 阿見町 R04年度以降

0357 124 令和3年度 57
0357
0313

舟島小 6
町道4227号線
町道4504号線

南平台3丁目忠霊塔付近
学校至近の為　各地区の登校班が合流してくる場所と
なっているが、道路標識、道路標示などが何もない。

横断歩道お設置する際の歩行者だまりの確保が
難しい。交通規制は周りの住民への影響がある
ため、通行許可が必要になり、同意していない
など苦情案件・トラブルになる。要望であれば
住民の総意ということで町内会等で同意書を集
めていただき、要望書ということで出していた
だいたうえで検討という形になる。

要望であれば住民の総意ということで町内会等で同意書
を集めていただき、要望書ということで出していただい
たうえで検討という形になる。

R03阿見町議会要望箇所　№41 継続 警察 R03年度以降

0358 125 令和3年度 58
0358
0310

舟島小 6
町道4508号線
町道4514号線

南平台3丁目ひだまり公園
付近

道幅が狭く、標識等もない。Ｓ字カーブになっていて見
通しが悪い。朝夕の登下校時は出勤時間と重なる為、ス
ピードを出している車と接触しそうになる子どもが多
発。

（生活環境課）注意喚起等の看板の設置を検討
する。（都市整備課）公演から道路に越境して
いる枝については、今年度は実施しているの
で、必要に応じて追加の剪定については対応し
ていく。

注意喚起等の看板の設置を検討する。

（都市整備課分案）
公園から道路へ越境した枝の剪定について、今年度に実
施済みである。追加の剪定が必要な場合は適宜対応す
る。

注意喚起看板を設置した。
公園から道路へ越境した枝の剪定につ
いて、実施した。今後も追加の剪定が
必要な場合は適宜対応する。

R03阿見町議会要望箇所　№42 対策済 阿見町 R03年度
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0359 126 令和3年度 59 0359 阿見第一小 7
町道0104号線
町道3597号線
町道3049号線

第一小学校校門から岡崎２
丁目のセイコーマートまで

道路脇に垣根が散在し、約１ｍ程せり出した場所は道路
が狭小化し、通学帯（グリーン）に接近して危険を感じ
る。

道路に並行している水路に蓋がけをすると歩道
的になるが、構造上、水路の左右の高さが20ｃ
ｍくらい違いがあり、簡単に蓋がけができない
状況になっている。蓋がけをするには排水構造
物の布設替えが必要となることから、別な対応
策を検討する必要がある。

垣根の剪定を所有者と協議する。 R03阿見町議会要望箇所　№18 継続 阿見町 R03年度以降

0360 127 令和3年度 60
0360
0316

阿見第一小 7 町道0104号線
第一小学校前のウエルシア
交差点～Ｒ１２５バイパス
交差点まで

ほぼ、制限速度が守られていないため、登下校中の児童
に危険を感じる。

道路の路面標示が消えかかっているので、路面
標示等の引き直しを検討する。

路面標示等の引き直しを検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№19 継続 阿見町 R04年度以降

0361 128 令和3年度 61 0361 阿見第一小 7 県道荒川沖阿見線 ローソン前変則十字路 信号機がないために，子どもたちの横断が非常に危険。

数年前から町から信号設置要望があがっている。町側
や住民からすると押しボタンではなく、車灯器、車が
両方向通れるように信号機が欲しいという要望だと思
います。ローソン側は車が交差できない、滞留できな
いので難しい。押しボタン式であれば検討の余地はあ
るので、町、町民、議会がどういった要望が望ましい
のか統一見解を出していただければと思います。

数年前から町から信号設置要望があがっている。町側や
住民からすると押しボタンではなく、車灯器、車が両方
向通れるように信号機が欲しいという要望だと思いま
す。ローソン側は車が交差できない、滞留できないので
難しい。押しボタン式であれば検討の余地はあるので、
町、町民、議会がどういった要望が望ましいのか統一見
解を出していただければと思います。

R03阿見町議会要望箇所　№43 継続 警察 R03年度以降

0362 129 令和3年度 62 0362 阿見第一小 7 県道荒川沖阿見線 霞台交差点
水たまり。雨の日は車道が傷み波うっている。車が通る
と、水しぶきが子供たちにかかり危険。歩行者溜りが
ポールのみで危険。

舗装については、予算の関係もあるが検討して
いく。車止めは、埋設物がなければできると思
うので、検討していく。

舗装を検討していく。車止めは、埋設物を確認し、検討
していく。

R03阿見町議会要望箇所　№44 継続 茨城県 R03年度以降

0363 130 令和3年度 63 0363 阿見第一小 7 国道125号バイパス 125号線医大付近
わだち。(水たまり)、車道のくぼみの部分を車が走ると
ハンドル操作を誤り歩道に突っ込む危険がある。

再舗装は、予算の関係もあるが検討する。 再舗装を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№45 継続 茨城県 R03年度以降

0364 131 令和3年度 64 0364 阿見第一小 7
町道3010号線
町道3011号線

阿見第一小学校へ抜ける道 車の通りが多く、歩道が狭い。 路面標示等の設置を検討する。 路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№46 継続 阿見町 R04年度以降

0365 132 令和3年度 65 0365 阿見第一小 7
町道3101号線
町道3114号線

竹来中学校付近
約幅1.5ｍの細い農道。街灯がなく危険。(主に自転車が
通行)

防犯灯の設置を検討する。（行政区からの申請
が必要になる。）

防犯灯の設置を検討する。（行政区からの申請が必要に
なる。）

R03阿見町議会要望箇所　№47 継続 阿見町 R03年度以降

0366 133 令和3年度 66 0366 阿見第二小 8 町道0206号線
阿見町阿見５０４０付近の
交差点

以前は点滅信号が設置されていたが、撤去された。道路
を走行する車のスピードが速いため、横断歩道を渡るの
も危険である。

現時点で信号機の設置条件の交通量が足りな
い、用地の確保も難しいため、信号機の設置は
困難である。

現時点で信号機の設置条件の交通量が足りない、用地の
確保も難しいため、信号機の設置は困難である。

R03阿見町議会要望箇所　№20 継続 警察 R03年度以降

0367 134 令和3年度 67 0367 阿見第二小 8 町道2207号線
阿見第二小学校付近のス
クールゾーン

７：３０から規制されているが、かなりのスピードで走
行する車がいる。特に上郷から阿見台に向かうＴ字路を
横断する際，横断歩道がないため危険である。また、大
雨が降ると冠水してしまう交差点がある。

横断歩道は、左右に歩行者だまりの確保が必須
であり、道路幅も狭く、歩行者だまりの用地が
ないので、条件がそろわないため横断歩道の設
置は困難である。

横断歩道は、左右に歩行者だまりの確保が必須であり、
道路幅も狭く、歩行者だまりの用地がないので、条件が
そろわないため横断歩道の設置は困難である。

R03阿見町議会要望箇所　№21 継続 警察 R03年度以降

0368 135 令和3年度 68 0368 阿見第二小 8
町道0110号線
県道土浦竜ケ崎線

阿見一区南交差点の東西南
北

幅員が狭隘、見通しの悪さ、急角度のカーブ等，危険な
道路である上に、上蓋のない側溝があり、きわめて危険
な箇所である。これまでにも事故が多発しており、いつ
歩行者や自転車を巻き込む人身事故が起きてもおかしく
ない道路である。茨城県は，長年に渡って危険を承知し
ながら改善には全く手を付けず放置している。町も、改
善の取り組みを行っていない。

（県）拡幅及び歩道の整備については、延長的に長い
ということと家が張り付いているので、厳しいと思い
ます。今年度交差点に入るスピードの抑制でイメージ
ハンプの設置と交差点注意の引き直しを実施しまし
た。（町）町道部分も拡幅については、両サイドに民
家があり難しいので、外側線の引き直しや新しい路面
標示を設置して安全対策を図る。

①拡幅及び歩道の整備については、延長的に長いという
ことと家が張り付いているので、厳しいと思います。今
年度交差点に入るスピードの抑制でイメージハンプの設
置と交差点注意の引き直しを実施しました。②町道部分
も拡幅については、両サイドに民家があり難しいので、
外側線の引き直しや新しい路面標示を設置して安全対策
を図る。

R03阿見町議会要望箇所　№22 継続
①茨城県
②阿見町

R04年度以降

0369 136 令和3年度 69 0369 阿見第二小 8 町道2455号線 阿見郵便局 車、自転車の通行を注意する物が少ない。

横断歩道の設置基準として、市街地であれば
100ｍ付近に横断歩道がない場合となります
が、東側100ｍのところに押しボタン信号があ
るので、信号のない横断歩道を渡るよりは、安
全にそちらを利用していただきたい。

路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№48 継続 阿見町 R04年度以降

0370 137 令和3年度 70 0370 阿見第二小 8 町道0206号線 阿見第二小付近 安全対策、歩行者等多い。 路面標示等の設置を検討する。 路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№49 継続 阿見町 R04年度以降

0371 138 令和3年度 71 0371 阿見第二小 8 町道2248号線 井関農機付近(中学生通学) 見通しが悪い。 カーブミラーの設置を検討する。 カーブミラーの設置を検討する。 カーブミラーを設置した。 R03阿見町議会要望箇所　№50 対策済 阿見町 R03年度

0372 139 令和3年度 72 0372 阿見第二小 8 町道0206号線
上郷　阿見交番付近(中学
生通学)

自転車、歩行者の安全対策。

東西どちらにも約100ｍ～120ｍの範囲内に横
断歩道がある、片方は阿見交番の信号機のある
横断歩道なので、そちらを利用していただくこ
とを検討していただきたい。

東西どちらにも約100ｍ～120ｍの範囲内に横断歩道が
ある、片方は阿見交番の信号機のある横断歩道なので、
そちらを利用していただくことを検討していただきた
い。

R03阿見町議会要望箇所　№51 継続 警察 R03年度以降
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0373 140 令和3年度 73 0373 あさひ小 9 町道1052号線
陸上自衛隊朝日分屯地北側
道路

幅員が狭隘、見通しの悪さ、カーブ等，きわめて危険な
道路である。これまでにも事故が起きている。住吉交差
点に向けて走る車及び住吉交差点からの抜け道にもなっ
ている。近隣には多くの住宅があり、通勤の車も多い。
自衛隊の基地があり、容易に道路改修が困難な道路だ
が、せめて歩道を設けるなどの安全対策が必要である。

こちらの道路は民家と自衛隊に挟まれた道路で
あり、拡幅は難しいと思いますので、路面標示
等の設置を検討する。

路面標示等の設置を検討する。 R03阿見町議会要望箇所　№23 継続 阿見町 R04年度以降

0374 141 令和3年度 74 0374 あさひ小 9
町道1064号線
町道1068号線
町道1405号線

うずら野４丁目
通勤時の抜け道になる。車がすれ違うと子供たちの歩行
スペースがなくなる。

（警察）交通規制になりますので、一方通行、
歩行者用道路となれば、住民の方で相談してい
ただいて、同意書あるうえの要望書を出して検
討していただければと思います。（町）地域の
同意が必要になるので、地域と連携しながら進
められればと思います。

交通規制になりますので、一方通行、歩行者用道路とな
れば、住民の方で相談していただいて、同意書あるうえ
の要望書を出して検討していただければと思います。地
域の同意が必要になる。

R03阿見町議会要望箇所　№24 継続 警察 R03年度以降


