
No. 学　校　名 要　望　内　容 陳情

1 鷹巣小学校 鷹巣字東中岱踏切付近道路脇の用水路口への柵の設置 継続

対応困難

　要望箇所については、道路敷地に余裕が無く、敷地内へ転落防止策等
を設置した場合は更に道幅が狭くなり、冬期の降雪時等を思慮すると、
現道への転落防止策等の設置は困難と考えております。
　歩行者の安全確保を図るための、警戒標識（幅員減少・危険）や補助
標識（通学路・踏切注意）の設置により、運転者に対する注意喚起策を検
討いたします。
　なお、引続き児童に対する通学時等の注意喚起をお願いします。

市建設課
管理係、
工務係

2 鷹巣東小学校 栄字太田77番地付近（バンプの設置や道路標識などの対策） 新

対応検討

対応済み

　スピード超過に対する抑止効果として、降雪期も考慮した対策を検討い
たします。

　要望の個所を含む市道太田～糠沢線について、今年度外側線の整備
を行いました。また、追加でドットラインの整備を行います。

市建設課
管理係、
工務係

生活課地
域推進係

3 鷹巣東小学校
栄字摩当６番地付近（文字舗装やドットライン、カラー舗装化、イメージバ
ンプ等の対策）

新

対応予定
　通学路安全推進会議で関係機関と協議、現地調査を行いました。北秋
田警察署から「横断歩道あり」の標示の施工を計画する旨の回答があり
ました。

教育委員
会学校教
育課

4 鷹巣東小学校
栄字田沢古川布252番地付近（文字舗装やドットライン、カラー舗装化、イ
メージバンプ等の対策、「スクールゾーン」「ゾーン30」などの指定と表示）

新

対応を依頼

　スクールゾーン表示については、秋田県公安委員会の所管となります
ので、北秋田警察署へ要望いたしました。回答は以下のとおりです。
【北秋田警察署の回答】
　９月９日に教育委員会の立ち合いで現地調査を行い、整備について検
討する。

　通学路安全推進会議で関係機関と協議、現地調査を行いました。北秋
田警察署から既存の標示の塗り直し（横断歩道、外側線）する旨の回答
がありました。

生活課地
域推進係

教育委員
会学校教
育課

5 鷹巣東小学校
綴子字高野尻79番地前（文字舗装やドットライン、カラー舗装化、イメー
ジバンプ等の対策、カーブミラーの看板）

新

対応検討

令和３年度
対応予定

　スピード超過に対する抑止効果として、降雪期も考慮した対策を検討い
たします。

　市道太田～高野尻線の外側線を今年度整備します。

建設課管
理係、工
務係

生活課地
域推進係

令和３年度 各小・中学校通学路への危険箇所要望一覧

1/5



No. 学　校　名 要　望　内　容 陳情

令和３年度 各小・中学校通学路への危険箇所要望一覧

6 鷹巣東小学校 栄字太田１番地と117番地の間（橋の拡幅、歩行者用の橋の設置） 新

対応困難

　要望箇所の市道太田元町線上の太田２号橋につきましては、前後の舗
装幅員より幅員を広げております。また、歩行者用の橋設置に関しては、
用地確保が困難であるため、ご理解をお願いいたします。
　なお、引続き児童に対する通学時等の注意喚起をお願いします。

建設課工
務係

7 綴子小学校 綴子字大堤家後59番地付近（転落防止柵、草刈り等） 新

対応検討 　ご要望の件については、対応を協議させていただきます。
財政課管
財係

8 綴子小学校 綴子字西館62番地（ツツジ剪定、看板設置） 新

対応検討
　綴子児童クラブとも協議し道路沿いのツツジの伐採について検討しま
す。

福祉課こ
ども福祉
係

9 清鷹小学校 脇神字高村岱（松枯れの伐採） 新

対応予定 　ご要望の箇所については、伐採する予定です。
財政課管
財係

10 清鷹小学校 脇神字高村岱（除草・伐採、看板設置、歩道の除雪） 継続

対応予定

対応検討

　要望の市道高村岱小森線の草刈りについては、雑草や枝葉の成長度
合いを見ながら実施しているところであり、今後も状況を確認しながら適
宜対応してまいります。
　また、歩道の除雪作業については、昨年まで現清鷹小学校入口まで実
施しておりましたが、藤株集落（市道藤株焼却場線）まで延伸するよう除
雪ルートを再検討します。

看板については今年度設置するよう検討しています。

建設課管
理係

生活課地
域推進係

11 清鷹小学校 脇神字塚ノ岱（看板設置、イメージバンプ、カラー舗装化） 新

対応を依頼
　通学路安全推進会議で関係機関と協議、現場調査を行いました。北秋
田市警察署からスピード違反の取締りを強化する旨の回答がありまし
た。

教育委員
会学校教
育課
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12 米内沢小学校 本城字中島1-2（道路側面の補強・修復） 新

対応検討

　要望箇所については、道路幅員が３ｍと狭く、自動車がすれ違う際に路
肩部分に損傷を与えていると思われることから、路肩の補強を含め、復
旧方法を検討いたします。
　なお、路肩法面へ除草剤を散布されているようですが、除草剤を散布し
ますと土壌強度が低下し、アスファルトの崩落に繋がりますので、草刈り
で対応されるようお願いします。

建設課管
理係

13 米内沢小学校 米内沢出向47番地（横断歩道等） 新

対応を依頼

対応済み

　横断歩道の設置は秋田県公安委員会の所管となりますので、北秋田
警察署へ要望いたしました。回答は以下のとおりです。
【北秋田警察署の回答】
　９月９日に教育委員会の立ち合いで現地調査を行い、整備について検
討する。

　通学路安全推進会議で関係機関と協議を行いました。北秋田警察署・
教育委員会・米内沢小学校長で現地確認を行い、集団登校及び下校時
の歩くコースを変更することにより安全が確保され、要望理由は解決する
ことを確認いたしました。

生活課地
域推進係

教育委員
会学校教
育課

14 前田小学校 阿仁前田柏木岱踏切（警報機の設置等） 新

対応困難

　要望箇所については、秋田内陸縦貫鉄道（株）の管理となります。秋田
内陸縦貫鉄道（株）へ照会した回答は以下のとおりです。
【秋田内陸縦貫鉄道（株）の回答】
　柏木岱踏切への警報機及び遮断機の設置要望についてですが、現状
において自社負担設置は費用面において大変困難な状況であります。
引き続き当社の事情をご理解頂きますようお願いします。

建設課工
務係

15 前田小学校
小又（フェンスや蓋、街灯、カーブミラーの設置、歩道安全対策、ガード
レールの設置）

新

対応検討

　フェンスや蓋については、今後対応を協議させていただきます。

　県道比内森吉線からの侵入部へのガードレール設置については、市道
側から県道への侵入時の視認性の確保等を考慮した対応を検討いたし
ます。

　街灯については今年度設置できるよう検討しています。
　カーブミラー設置について、地権者及び除雪担当との協議を進めてま
いります。

財政課管
財係

建設課管
理係、工
務係

生活課地
域推進係

16 前田小学校 阿仁前田字駅前（側溝蓋） 新

対応検討

　要望箇所の側溝については、現在コンパネで蓋をした不安定な状態で
ありますので、地元自治会からの情報収集をしながら、改良に向けて検
討いたします。
　なお、市では優先度の高い路線から計画的に改良を進めております。
当該箇所の改良に向けた取り組みに時間を要する場合は、応急的な対
応を実施したいと考えております。

建設課管
理係、工
務係
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17 阿仁合小学校 阿仁銀山字上新町57番地（空家対策） 継続

対応中

　空家等の管理は、所有者等が自らの責任において適切に対応すること
が前提となりますが、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家
等に対しては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所定
の施策を講ずることとなります。
　要望の空家につきましては、所有者等の調査を実施しているところです
が、判明次第、適切な管理をしていただくようお願いしてまいります。
　なお、それまでの間、敷地内に立ち入らないようロープの設置などによ
り対応してまいります。

総務課危
機管理係

18 阿仁合小学校 阿仁銀山字上新町84番地4（ブロック塀） 継続

対応中

　当該ブロック塀につきましては、個人所有物であることから所有者へ適
切な管理を呼びかけております。倒壊等の危険性は認識しておりますの
で、今後も危険回避のため必要に応じた対応を関係機関に働きかけてい
くとともに、連携を図りながら早期解決に向け努めてまいります。

総務課総
務係

19 阿仁合小学校 阿仁水無字大町27番地（ブロック塀） 新

対応中

　空家等の管理は、所有者等が自らの責任において適切に対応すること
が前提となりますが、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家
等に対しては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所定
の施策を講ずることとなります。
　要望のブロック塀につきましては、控壁等が確認できなかったことから
所有者等を調査し、判明次第、適切な管理をしていただくようお願いして
まいります。

総務課危
機管理係

20 大阿仁小学校 阿仁幸屋渡字山根（横断歩道、その他安全策） 新

令和４年度
対応予定

　横断歩道の設置は秋田県公安委員会の所管となりますので、北秋田
警察署へ要望いたしました。回答は以下のとおりです。
【北秋田警察署の回答】
　来年度整備します。

生活課地
域推進係

21 合川小学校 合川中学校バス停付近交差点（カーブミラーの設置） 新

対応検討 　今年度カーブミラーの設置をするよう検討しています。
生活課地
域推進係

22 合川小学校 ＪＡ秋田たかのすカントリーエレベーター前（歩道整備） 新

対応を依頼
　通学路安全推進会議で関係機関と協議を行いました。北秋田地域振興
局から令和４年度に修繕工事が行えるよう予算要望する旨の回答があり
ました。

教育委員
会学校教
育課
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23 鷹巣中学校
綴子字柳中から柳中橋及び通称田中陸橋までの歩道（歩道整備、草刈
り、安全点検）

新

対応済み
　通学路安全推進会議で関係機関と協議を行いました。草が歩行のへの
支障とならないよう、年１回程度の草刈りを予定する旨の回答がありまし
た。※令和３年度は７月に除草済

教育委員
会学校教
育課

24 鷹巣中学校 鷹巣橋から横町交差点までの市道（路側帯、看板設置） 新

対応困難

令和３年度
対応予定

　要望箇所の市道大町～川戸沼線の路側帯拡幅につきましては、用地
確保が困難であるため、自転車や歩行者に対し安全に通行いただくよう
注意喚起をお願いいたします。

　看板については、今年度設置するよう検討しています。

建設課工
務係

生活課地
域推進係

25 森吉中学校 浦田字寄延ゴミ集積所付近（手すりの整備） 新

対応困難

　要望箇所については、擁壁上にあり擁壁下部までの高さがある道路で
はありますが、通行する車両も限られること、また、降雪期には道路及び
自治会内の排雪場所となっていることから、防護柵等の整備は考えてお
りません。しかしながら、夏場は雑草に覆われて路肩の位置が分かりにく
いため、草刈等の実施により対応します。

建設課管
理係、工
務係

26 阿仁中学校 阿仁中学校校門前（横断歩道、路側帯や停止線） 新

令和３年度
対応予定

対応を依頼

　中学校付近市道の外側線を今年度整備します。

　横断歩道の設置は秋田県公安委員会の所管となりますので、北秋田
警察署へ要望いたしました。回答は以下のとおりです。
【北秋田警察署の回答】
　今年度整備します。

生活課地
域推進係

27 合川中学校 川井狐沢（アスファルト整備、Ｕ字溝蓋） 新

対応困難

　要望箇所について、通学の近道として市道川井下街線を利用されてい
るようですが、この道路の一部区間は側溝の蓋の上を通る区間もあり、
また、山林の中を通っているため木の根上がりによる舗装面の凹凸や街
灯もない道路ですので、通学路としては好ましくないものと考えておりま
す。また、併走するように市道川井大野線が整備されており、見通しも良
く幅員も広く道路の状態も良いため、こちらの道路を通学されるようご指
導いただきたいと考えております。
　市道川井大野線から市道川井下街線への分岐部にあるグレーチング
（金属製の側溝蓋）は、路面排水を側溝へと導水するためのものであり、
コンクリート蓋には替え難い事をご理解下さるようお願いします。

建設課管
理係
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