
令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

私有地内であるため、強制的に改修することが
できません。
そのため、学校から注意して歩いてもらうよう指
導をお願いします。

学校 －

私有地内であるため、強制的に改修することが
できません。
そのため、学校から注意して歩いてもらうよう指
導をお願いします。

学校 －

近隣に電柱の移設先がなく、またこれ以上の歩
道の拡大も困難であるため、道路整備による解
決が難しいです。
歩道から出ず、注意して通行するように交通安
全指導をお願いします。

学校 －昇町交差点付近
歩道が狭く、歩道の真ん中にある電柱を避けると
きに、自転車にぶつかる恐れがある。

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況

昇町７丁目３６
ブロック塀にヒビが入っており、倒れてこないか
心配である。

県道５０５（いけいけ通り一の谷２丁目）シティパ
ル春日Ⅱの隣の民家

外壁が倒れてこないか心配である。

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日北小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

停止線の復旧を実施しました。 道路管理課 Ｒ4.2

外側線、グリーンベルト及び路面表示を復旧し
ました。

道路管理課 Ｒ4.2

春日市岡本７丁目１６付近（セブンイレブン岡本
店からすくすく通りを渡った道）

道路上に書いた停止線等が消えており、岡本方
面から来た自動車や自転車と接触する恐れがあ
る。

春日市須玖北５丁目（ぶどうの庭前の道路）
道路が抜け道となっており、朝夕の交通量が多
く、道路上に書いたグリーンベルトや停止線等が
消えており、危険である。

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日東小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

足跡マーク付きの注意喚起の路面表示を既に
設置していますので、追加の路面表示は行いま
せん。
学校で足跡マークの周知を行うとともに、飛び
出しへの注意喚起をお願いします。

学校 －

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

県道３１号線、光町交差点

非常に交通量が多い交差点であり、本校児童が
登下校で通る人数も多い。児童に指導はしてい
ても、信号待ちの間に、道路に出てしまいがちで
ある。接触事故は起こっていないものの、危険で
ある。

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日原小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

「止まれ」の強調表示を復旧しました。 道路管理課 Ｒ4.2

既に路面表示及びイメージハンプを設置してお
り、追加でスクールゾーンの表示を設置すること
はできません。
そのため、注意して通行するよう学校でも指導
をお願いします。

学校 －

小道からの車両の飛び出しを抑制するよう、交
差点の存在を明示するドット線を新設しました。

道路管理課 Ｒ4.2

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

春日市春日原東町３丁目（飲食店ニパチとニッポ
ンレンタカーの間の道）

道路上の「止まれ」の字が薄くなっており、自動
車との接触の恐れがある。

春日原小学校正面の道路
停止線等が引いてあるが、あまり意識できる状
況になっていない。

春日原小学校正面の横断歩道の小道
学校正面の道路との交差点は交通量も多く、接
触の危険がある。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日西小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

警察に意見を報告したところ、交通量等から時
間を設定しており、これ以上の時間の延長は困
難との回答を得ています。
横断歩道付近の防護柵を車道側に移動させ、
待機スペースの確保を行っていますので、グ
ループに別れて通行するなど交通指導をお願
いします。

学校 －

警察に意見を報告したところ、時間帯での速度
制限はできないとの回答を得ています。
また、イメージハンプや防護柵等を既に設置し
ており、これ以上標識等を設置すると、特に注
意すべき箇所がわかりにくくなるため、設置はし
ません。
警察にパトロールを依頼しておりますので、学
校でも注意して歩くよう指導をお願いします。

学校
春日警察署

－

警察に確認したところ、規定の範囲内に別の横
断歩道が設置されているため、新たに設置はで
きないとの回答を得ています。
そのため、通学路の再検討及び交通安全指導
を行うようお願いします。

学校 －

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

春日市上白水８丁目（ふじよしコーポ付近の交差
点）

横断歩道を２箇所渡る児童にとって、信号が変
わるタイミングが早く、登校班の全員が渡りきれ
ないため、はぐれてしまう場合もあり危険。

春日市上白水５丁目（かみのまち整形外科前）
グリーンベルトはあるが、横断歩道がないため道
路の両側を通行しており、交通量も多く危険。

春日市下白水北４丁目（西中入口北の信号）
西中入口北の信号から北方面の道が狭く、抜け
道となっており危険。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【須玖小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

警察に意見を報告し、横断歩道の復旧をしてい
ます。

春日警察署 Ｒ3.12

前年度も同様の回答をしていますが、警察に確
認を行い、横断歩道の設置はできないとの回答
を得ていますので、学校から注意して歩いても
らうよう指導をお願いします。

学校 －

前年度も同様の回答をしていますが、警察に確
認を行い、横断歩道の設置はできないとの回答
を得ていますので、学校から注意して歩いても
らうよう指導をお願いします。

学校 －

前年度も同様の回答をしていますが、警察に確
認を行い、横断歩道の設置はできないとの回答
を得ていますので、学校から注意して歩いても
らうよう指導をお願いします。

学校 －

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況

学校の正門を出て右側、赤井手橋手前の横断歩
道

横断歩道を渡る児童は多いが、道が少しカーブ
になっており、車もなかなか止まらないため危
険。横断歩道も薄くなっている。

弥生１丁目赤井手橋から岡本６丁目に向かって
初めての四つ角

多くの児童が渡る四つ角にも関わらず、四つ角
付近の見通しが悪い。

全体的に弥生E地区（４丁目～７丁目）は、道路
が狭く、スピードを出す車が多い

須玖南１丁目付近。学校の裏門から須玖南１丁
目方向に出て最初の四つ角

登校時間帯に、抜け道として通っている車両が
多く、スピードも出ていて危険

弥生７丁目。やよいバス弥生公民館前バス停か
ら親水公園に向かって最初に右に曲がるところ
（パーキング弥生のすぐ手前）



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

前年度も同様の回答をしていますが、学校近辺
で通学児童数が多い箇所には通学路注意の看
板を設置することはありますが、生活道路内に
まで設置すると看板が風景化していまい、特に
注意する箇所がわからなくなるため、設置はし
ません。
運転マナーについて粘り強く啓発していきます。

学校 －

前年度も同様の回答をしていますが、学校近辺
で通学児童数が多い箇所には通学路注意の看
板を設置することはありますが、生活道路内に
まで設置すると看板が風景化していまい、特に
注意する箇所がわからなくなるため、設置はし
ません。
運転マナーについて粘り強く啓発していきます。

学校 －

前年度も同様の回答をしていますが、学校近辺
で通学児童数が多い箇所には通学路注意の看
板を設置することはありますが、生活道路内に
まで設置すると看板が風景化していまい、特に
注意する箇所がわからなくなるため、設置はし
ません。
運転マナーについて粘り強く啓発していきます。

学校 －

前年度も同様の回答をしていますが、警察に確
認を行い、横断歩道の設置はできないとの回答
を得ていますので、学校から注意して歩いても
らうよう指導をお願いします。

学校 －

前年度も同様の回答をしていますが、警察に確
認を行い、横断歩道の設置はできないとの回答
を得ていますので、学校から注意して歩いても
らうよう指導をお願いします。

学校 －
須玖南１丁目付近、ゆたか整骨院から須玖小学
校に向かって初めの岐路を右に行き、一つ目の
四つ角（やよいバス須玖１丁目バス停付近）

C地区（須玖南５、６、８丁目）全体

須玖南８丁目から５丁目にかけて。春日中前信
号から福岡女学院方向に向かって右に曲がる角
の１つめと２つめ

須玖南８丁目から６丁目に行く道。弥生バス福岡
女学院前から女学院（南区日佐３丁目方向）に出
る道

弥生４丁目から７丁目全体
全体的に弥生E地区（４丁目～８丁目）は、道路
が狭く、スピードを出す車が多い

登校時間帯に、抜け道として通っている車両が
多く、スピードも出ていて危険

須玖南８丁目から５丁目にかけて、春日中前信
号から福岡女学院方向に向かって右に曲がる角
の１つめと２つめのところに横断歩道がないが、
現在の横断歩道（※参照）は学校から遠回りの
ため、この２箇所を渡る児童が多く危険（※現
在、春日中前信号から３つめのところにしか横断
歩道がなく、そこが通学路となっている）

全体的に通学路と標示された看板や道路があま
りない。

道が細いのにスピードを出す車が多く危険。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

隙間をなくすため、転落防止柵を改修しました。 道路管理課 Ｒ3.12

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

須玖南５丁目シャルム須玖南の前
須玖南５丁目シャルム須玖南の道を挟んで向か
いのガードレールの隙間が広く、溝に子どもが落
ちないか心配



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日南小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

隙間をなくすため、転落防止柵を改修しました。 道路管理課 Ｒ3.12大土居２丁目やよいバス停周辺

用水路に侵入できないようにガードレールが設置
されているが、ガードレールとガードレールの間
に児童が行き来できるほどの隙間がある。その
ため隙間から児童が用水路に侵入すると、雨天
時には水量が増え、流される危険がある。

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【大谷小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

既に「止まれ」の路面表示を設置していますの
で、追加の対応はできません。
学校から注意して歩いてもらうよう指導をお願い
します。

学校 －

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

大谷２丁目４７番地（脇道と表通りが交わる地点）

脇道から出てくる児童と表通りを走行する車両と
の接触事故の可能性がある。表通りの学校側に
は歩道があるが、反対側（脇道側）は歩道がな
い。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【天神山小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

自転車との接触を注意喚起する路面表示シート
を新設しました。

道路管理課 Ｒ4.2
坂道になっているので、自転車のスピードが出
る。脇道から本道へと出るときのカーブミラーの
確認不足。

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

天神山３丁目
（一八ラーメンから上がっていく坂道）



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日野小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

警察に意見を報告し、一時停止線を設置してい
ます。

春日警察署 Ｒ3.8

横断歩道通行時の安全対策として、警察にパト
ロールを依頼しています。
また、横断歩道手前に安全確認を促すかすがく
んの路面シートを設置してますので、学校での
交通安全指導の徹底をお願いします。

学校
春日警察署

－

警察へ意見を報告し、パトロールを強化してもら
うようお願いしています。

春日警察署 －

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況

春日公園４丁目
（ハローワークから春日橋に出るところ）

学校を出て、橋を渡る児童との接触が予見され
る。

トライウェルから学校側に渡る横断歩道
信号がなく、買い物客や企業の車の往来が激し
く、児童との接触が予見される。

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

多牛の横からホンダ販売店に横断するところ

信号がなく、買い物客や企業の車の往来が激し
く、児童との接触が予見される。住宅街や店に入
る車の従来が激しく、児童との接触が予見され
る。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【日の出小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

前年度も同様の回答をしていますが、交通量調
査の結果、信号機を設置する基準をクリアして
いないため、信号機の設置はできません。
横断歩道の一時停止の取締りは警察も力を入
れていますので、警察と協力しながら啓発を進
めていきます。

春日警察署
道路管理課
安全安心課

－

前年度も同様の回答をしていますが、交通量調
査の結果、信号機を設置する基準をクリアして
いないため、信号機の設置はできません。
横断歩道の一時停止の取締りは警察も力を入
れていますので、警察と協力しながら啓発を進
めていきます。

春日警察署
道路管理課
安全安心課

－

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署、安全安心課

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況

日の出小学校正門を出て，日の出団地に向かっ
た，三角公園に渡る横断歩道。

朝夕の車の通りが多く、スピードも出している車
が見受けられる。

日の出小学校から日の出4丁目に向かってきた
突き当たりのT字路から自衛隊方面の横断歩
道。
※通学路では，日の出公民館前の横断歩道を使
うようにしているが，放課後等が心配である。

朝夕の車の通りが多く，スピードも出ている車が
見受けられる。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【白水小学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

ご意見については昨年度に引き続き、警察に報
告しています。
規制は自治会を通し、沿線住民の100％同意が
得られれば警察に要望することができます。

学校 －

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

危険箇所
危険と判断した理由
及び具体的な状況

白水ヶ丘４丁目８５番地付近の変則４叉路

平成３０年度に「白水ヶ丘」交差点信号および「白
水池の下交差点」信号のサイクル変更をしてい
ただいた。その結果、多少の渋滞緩和になり、危
険の度合いは当時より減っていいる。本校でも、
児童の安全指導については、折あるごとに行い、
強化している。しかしながら、抜け道とする自家
用車、二輪車、自転車等の中にはマナーがとて
も悪く、安全指導者にクレームを述べる運転者も
おり、加えてスピードも落とさずとても危険であ
る。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日中学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

①、②ともに県管理であり、剪定及び除草を依
頼しています。

－ －

防犯灯の設置は自治会によるものであるため、
自治会に相談してください。

学校 －

「スピード落とせ」の路面表示が既にあるため、
追加の対策はできません。
注意して通行するよう学校でも指導をお願いし
ます。

学校 －

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

危険箇所

小倉３丁目、４丁目付近の通学路が暗い。

須玖南７丁目サンパーク一番館

危険と判断した理由
及び具体的な状況

道幅が狭く、比較的車が通るため、雨の日など
傘をさして歩くと車と接触しそうになる。

通学路が暗いため、車に発見されにくく、事故の
危険性がある。

学校付近の川沿いの歩道、公園の中等

①歩道にはみ出した木の枝が雨が降ると傘で前
が見えずに危ない。
②竹の本団地の公園はジャングルのようになっ
ていて機能していない。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日東中学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

警察に意見を報告し、パトロールを依頼してい
ます。

春日警察署 －

警察に意見を報告し、パトロールを依頼してい
ます。

春日警察署 －

警察に意見を報告し、パトロールを依頼してい
ます。

春日警察署 －

警察に意見を報告しましたが、福岡県では道路
への速度表示を新たに設置していないため、対
策不可との回答を得ています。
警察にはパトロールを依頼していますので、学
校でも指導をお願いします。

学校
春日警察署

－

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

宝町４丁目　県道３１号線の信号（自衛隊病院入
口）横断歩道

危険箇所

若葉台西地区スポーツ通り　セレモニル春日から
春日中央通りに抜ける道（若葉台西５丁目と６丁
目の境界）

千歳町一帯（公民館周辺）
道幅が狭く、車両の制限速度が分かりにくいた
め、道幅に対して速度が速い車両があるので危
険である。

登校時、抜け道として利用する車が多く、道幅も
狭いため危険である。

３１号線を横切る方向に出る信号の待ち時間が
長いため、朝の時間帯は黄色や赤信号でも止ま
らない車がある。横断歩道の信号が青になって
も危険な時がある。

危険と判断した理由
及び具体的な状況

若葉台東地区　春日東小学校周辺（特に小学校
東門付近）と水道企業団周辺道路一帯

朝の登校時、県道３１号線の抜け道として通る車
が多い。道が狭く登校する児童・生徒も多いため
危険である。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日西中学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

防犯灯の設置は自治会によるものであるため、
自治会に相談してください。

学校 －

ポストコーンを十分に設置しているため、追加の
対応は難しいです。
注意して通行するよう学校でも指導をお願いし
ます。

学校 －

カーブミラーの対象は車両のみであり、歩行者
や自転車は対象外であるため、設置はできませ
ん。
注意して通行するよう学校でも指導をお願いし
ます。

学校 －

下白水４丁目付近
道幅が狭い、車の離合時に歩道まで入ってきて
危ない。

白水ヶ丘４丁目125付近
春日中央通りに向かっての曲がり角ミラーがな
く、歩行者や自転車に気付かない。

危険箇所

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

危険と判断した理由
及び具体的な状況

白水ヶ丘公民館裏通り周辺 街灯が少なく暗くなっており、危険。



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日野中学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

前年度も同様の回答をしていますが、全国的に
も歩道橋は撤去の方向で進んでおり、設置は困
難との回答を得ています。

－ －

危険箇所

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

交通量が多い横断歩道で、利用する人数も多く、
左折する車も多く危険である。

県道３１号線　春日４丁目（ザ・モール春日とフタ
タ間の横断歩道）

危険と判断した理由
及び具体的な状況



令和３年度　通学路安全点検対策一覧表

【春日北中学校】

対策内容 対策実施者 対策完了時期

警察に確認したところ、押しボタン式信号機が
近くに設置されており、信号機の設置基準に合
わないため、設置はできないとの回答を得てい
ます。

－ －
歩道、ガードレールや信号機が少ない。車の往
来が多い。

危険と判断した理由
及び具体的な状況

【対策検討メンバー】学校教育課、道路管理課、春日警察署

春日市桜ヶ丘　春日北中入口（ローソン前三又
路）

危険箇所


