
令和元年度中津市内通学路安全対策一覧（中津市内各小学校区） 令和2年3月30日現在

ＮＯ 学校名 通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容 学校の対応 路線名 道路管理者による対策 警察署による対策

1 南部小学校 新中津市学校前 主要な道路で、交通量が非常に多い。歩行者の待機場所に進入を防ぐための障害物が縁石しかなく危険。
・児童への交通安全指導
・ＰＴＡと地域による定期的な登
下校指導依頼

県道中津吉富線 県：ガードパイプへの更新等検討 ―

2 北部小学校 八杜神社・薬師寺 近年、車両の通行量が増加傾向にある。本市道を迂回路として使用している車両が多く見られる。道幅が狭く、非常に危険である。
・児童への交通安全指導。
・車両への注意喚起（看板設置）
・PTAへの放課後見守り

市道　大塚米山線 
市：外側線等設置（グリーンベルト
については検討）

―

3 北部小学校 中津市福沢通りデリマート「かなえだ」の交差点 見通しは良いが、信号機がなく、交通量も多いので歩行者等には危険 登下校の指導 市道　船場・竜王線 ― 信号機を設置済み

4 鶴居小学校
県道万田四日市線からハ-ﾄﾌﾙ動物病院へ入り込む道路と
側溝

普段はガードレールがなく、低学年の子どもが落ち危険がある。増水時に道と側溝の境がわからず、危険。
・児童への交通安全指導
・定期的な登下校指導
・交通安全教室の実施

市道　金手・湯屋線 市：デリネーター設置済 ―

5 鶴居小学校 緑ヶ丘中～鶴居小 歩道・路肩が狭く、通勤通学時には、歩行者、自転車及び車両が錯綜し、危険である。 生徒への安全指導 県道万田四日市線 県：一部事業実施中 ―

6 大幡小学校 ファミリーマート中津大悟法店付近
県道663号線で交通量も多く、カーブをしているため見通しも悪い。ガードレールなし。カーブを登校することを避けるために歩道のある
側にわたるための横断歩道も信号がなく、危険。

児童への安全指導 県道万田四日市線
県：ドットライン及び高視認性区画
線（緑）設置済み

―

7 大幡小学校 ファミリーマート中津大悟法店・薦神社前交差点
学校が近くにあり、通学や帰宅時には歩行者も多い状況であるが、交通量も多いので、非常に危険。
規模の大きな学校が近くにあり、登校時や下校時は歩行者が多く、通学・通勤等の車両も多いため安全確保が難しく、非常に危険。

児童への安全指導 県道万田四日市線 ― 信号の改良を上申中

8 如水小学校 合馬交差点から如水小学校までの間
道路、歩道ともにとても狭い。子どもが登下校する時に、通行する車が多く、特に雨天時は、中津東高等学校へ送迎する車の増加で、通行量が晴天時に比べて多く
なる。歩道は、人一人がやっと通れる広さで、すれ違う時には、歩道から車道に降りなければならないことが多い。雨天時は、傘をさしており、さらに危険。車が歩道
ぎりぎりを通過するので、接触しかねない状況である。

・児童への交通安全指導
・定期的な見守りと注意喚起
（登下校指導）

市道　合馬・是則線 市：道路改良実施中 ―

9 如水小学校 中津東高等学校から如水小学校までの間
道路、歩道ともにとても狭い。子どもが登下校する時に、通行する車が多く、特に雨天時は、中津東高等学校へ送迎する車の増加で、通行量が晴天時に比べて多く
なる。歩道は、人一人がやっと通れる広さで、すれ違う時には、歩道から車道に降りなければならないことが多い。雨天時は、傘をさしており、さらに危険。車が歩道
ぎりぎりを通過するので、接触しかねない状況である。

・児童への交通安全指導
・定期的な見守りと注意喚起
（登下校指導）

市道　上如水・中原線 市：道路改良実施中 ゾーン規制・ハンプ等検討

10 如水小学校 ＴＯＴＯ前交差点
昨年、歩道の改修工事が終わり、幅広い歩道が出来たが、サンリブ東中津店方向に登下校する際、歩道がつながらない状況である。横断歩道が切れるため、遠回
りをしなければいけない状況で、通らないように指導するしかない状況てある。折角、歩道が改修されたので、活用できるように更に、横断歩道や信号の設置を願
う。

・児童への交通安全指導
・通らないように声掛け・指導 市道　合馬是則線 ― 横断歩道・信号機の設置上申中

11 和田小学校 高規格中津日田道路下の人道
電灯はついているものの、昼間でも暗い。２の危険回避のため通学路としているが、不審者等の心配がある。自転車・バイクと接触しそ
うになる事案がある。

・集団での登下校指導
・定期的な見回り
・地域の方の見回り要請

県道　中津高田線

県：H30に照明のグレードアップ済。
車止め追加設置済。注意看板設置済
（自転車の規制はできない。バイクは
進入不可。）

見守り

12 今津小学校 日豊製袋付近 Ｔ字路となっており、右折左折をする車が多い箇所を、目視で横断歩道を渡っている。一昨年度、登校中、車との接触事故あり。
児童への交通安全指導
教職員の立哨
ＰＴＡ安全パトロール

県道鍋島植野線 県：道路改良事業中
検討結果より、横断歩道・信号機の設
置はしない

13 沖代小学校 コインランドリーから総合庁舎にかけて 道幅が狭い割に交通量が多く、登下校中の児童と車両との接触事案も数件発生している。 児童への指導 市道 蛎瀬・湯屋線 市：グリーンベルト設置済み ―

14 真坂小学校 国道212号臼木から佐知方面
交通量が多く、スピードを出す車が多いにも関わらず、歩道と車道との間にガードレールが設置されていない。数年前は、バスが歩道
を乗り越え民家に突入する事故も起きている。

・児童への交通安全指導
・地域の方による登下校指導

国道　２１２号
県：市道との交差点にガードパイ
プ設置を検討中

―

15 真坂小学校
県道中津山国自転車道線と野路の道路との交差部分（三
光土田1241－1の交差点）

通常の道路と自転車道（県道中津山国自転車道線）の交差点で「止まれ」の文字か消えかけていて見えづらく危険である。この自転車
道は本校児童の通学路になっている。

・児童への交通安全指導
・地域の方による登下校指導

国道　２１２号 ― 「止まれ」の文字の塗り替えを検討中

16 真坂小学校
県道臼木沖代線の三光臼木1126－1付近の変則的な三つ
角

「止まれ」の文字が消えて見えにくい。通学路であり、運転手には一旦停車を切にお願いしたい。
・児童への交通安全指導
・地域の方による登下校指導

県道臼木沖代線 ― 「止まれ」の文字の塗り替えを検討中

17 真坂小学校 三光土田1576-1付近の土田の道路 国道212号よりスピードを出した車が当該道路に入ることがしばしばあり、危険である。
・児童への交通安全指導
・地域の方による登下校指導

市道　野路線
市：路面表示またはドット表示を検
討中

―

18 秣小学校 農業集落排水施設から旧・秣郵便局までの通学路 交通量が多いが、道幅が狭く歩道が設置されていない。
・児童への交通安全指導
・日常の見守り

市道　成恒西秣線 市：道路改良事業中 ―

19 上津小学校
折元地区上津駐在所付近から上津小学校付近までの間
の歩道

この区間については、中津日田高規格道路・耶馬溪山移ＩＣ～本耶馬溪ＩＣ間の開通に伴い、交通量の増加が著しく、またスピードを出した状況での通行が目立つ。
上津小学校の児童の通学路(現在暫定的にスクールバス使用)になっており、朝夕の通学時刻において、特に危険を感じる。

・児童への交通安全指導
・定期的な見守りと注意喚起
（登下校指導）
・地域の方による登校指導

国道５００号線
県：横断歩道部にガードパイプ設
置を検討中

―

20 上津小学校 学校周辺 横断歩道のペイントが剥がれて、鮮明でない。
・児童への交通安全指導
・定期的な見守りと注意喚起
（登下校指導）
・地域の方による登校指導

国道５００号線 ― 横断歩道の塗り直しを実施する予定

21 如水小学校 東中津中から国道213号線に抜ける市道 一部1車線になっていて車は離合できない。歩道が狭い。街灯がないので夜間が暗く、カーブなっているので車からの視界も悪い。
・生徒への交通安全指導
・地区連絡会での注意喚起

市道　是則一号線
市：道路拡幅ついては地区からの要望も必要
（現在まではなし）。街灯（防犯灯）の設置は自
治区からの申請が必要。

―

22 山口小学校 ホンダ-カーズ三光店よこ等
脇道から臼木沖代線に出る際の停止線が消えており、上り坂になっていることも有り、車が自歩道部分まで出て一時停止をするため、
登下校中の生徒と接触しそうになる。

・生徒への安全指導
・見守りと注意喚起

県道臼木沖代線 ― 対応方法の検討中

23 城井小学校 祇園橋付近 歩道が狭い。路面が斜めで滑りやすい。現在のところ、自転車通学生には自転車を降りて押して通行させている。 生徒への交通安全指導 国道２１２号線 県：歩道の改善（横断勾配修正） ―

24 津民小学校 津民栃木付近 トラックの往来が多い中、見通しが悪く危険である。 生徒への交通残全指導 サイクリングロード ― 対応方法の検討中

25 小楠小学校 善連寺前四つ角 カーブミラーはついているが、見づらい。見通しが悪く、スピードを出して走る車が多い。 児童への交通安全指導 県道　中津・吉富線 市：カーブミラー（大）への交換済 一時停止線等の標記（済）

26 小楠小学校 貴船神社から小楠コミュニティーセンターまでの道路 用水路が道路に沿って流れているが、所々ガードレールがないため、川と道路の区別がつかない。児童が流される危険性がある。 児童への交通安全指導 市道　一ツ松・西永添線 市：整備方針検討中 ―

27 城井小学校 城井公民館先から町丈公民館までの間 道幅が狭く、登下校時に通行する車が多い 登下校の指導 市道　宮ノ馬場町丈線 市：道路改良事業中 ―

28 大幡小学校 薦神社東側 道幅が狭く、交通量は多い。歩道がなく、並走する水路には蓋がない。 登下校の指導 市道　御澄池東通り線 市：道路改良事業実施中 交通安全教室等で危険回避指導

29 三保小学校 国道10号森山大堰交差点から国道213号三保入口 道路、歩道ともにとても狭い、登下校する時に、通行する車が多い 登下校の指導
市道　田中森山線
市道　犬丸北原線
市道　福島洞ノ上線
市道　福島北原線

市：道路改良事業実施中 ―

30 北部小学校 北門通りから角木まで 住宅が密集し交通量が多く、歩道が無いため危険 登下校の指導
都市計画道路宮永角木線（市道竜王・
三百間線、市道船場・竜王線） 市：街路事業実施中 ―


