
№ 学校名 箇所名・住所 通学路の状況・要望等 対策内容 事業主体 対策年度

1 渟城西小
能代市盤若町の市道
（通称、清水小路）
末広町五叉路 ～ ナカガワ文具前交差点

登校時に，危険だと思われる場面がある。児童と中・高生の登
校が重なり，歩行者と自転車が錯綜する上に，通勤の近道と
して通る車両も多い。また，高校生が親に送られ降車すること
も多く，その横を通る車両が路側帯付近まで寄ってくる場面も
見られる。さらに「３０ｋｍゾーン」とされているが，それを超過
する速度で通過する車両も多い。

・交差点付近のゼブラゾーンの引き直しは今年度
実施
・外側線の引き直しは平成２９年度実施
・グリーンベルトは来年度以降対策検討

市道路河川課
・対策済み
・対策済み
・平成３１年度以降

2 渟城南小
能代市追分町２-１７から
同町１-３０へ向かうＴ字路付近

ここには元々，南小から丁字路を渡って、横断歩道に歩行者
用の信号機があるが，渡る手前の横断歩道に歩行者用の信
号機がない。丁字路から右左折車の往来が多く，児童が横断
歩道を渡るときに安全確認を怠って不意に飛び出してしまう児
童が時々おり，危険である。

歩行者用の信号機の増設は来年度にかけて検討 能代警察署
平成３１年度以降

3
松長布変則５差路の交差点
（能代市字松長布３２番地）

県道２１０号で車が左折しようとすると，対向車が来た場合に，
白線内に車が入ってきて，横断歩道を渡ろうと信号待ちしてい
る児童に接触しそうになるので危険である。

能代市の舗装補修に伴い区画線を引き直し済み
能代警察署

山本地域振興局
対策済み

4 学区内の小路
交通規制の時間（１４：００～１６：００）と児童の下校時間とにず
れがある。

学校から要望の見直し有り。検討不要。

5 東能代駅前交差点
通学時間帯に交通量が多い。特に列車時刻に間に合わせる
ために急いでいる車が多い。交差点の歩道にポールが設置さ
れ，減速して通過する車が増えてきた。

・前年度デリネーター設置済みにつき経過観察
・学校等での安全指導の徹底

山本地域振興局
学校

市教育委員会
対策済み

6
工業団地からの農免道路と旧国道の交
わる交差点

通学時間帯に交通量が多い。
・冬期間は適宜、凍結防止剤を散布
・学校等における安全指導の徹底

山本地域振興局
学校

市教育委員会
対策済み

7 扇田交差点（小林商店前） 通学時間帯に交通量が多い。 学校等における安全指導の徹底
学校

市教育委員会
対策継続

8
東能代駅前交差点から仁井田・機織方面
の道路

直線区間があり，見通しもよいことからスピードを出している車
も多い。歩道も狭く，縁石も無く危険と感じることがある。通学
時間帯に交通量が多い。

・「通学路」の路面標示を２か所設置済み
・学校等における安全指導の徹底

市道路河川課
学校

市教育委員会

・対策済み
・対策継続

9
交差点にあるローソン（国道から駐車場
への車）

朝や夕方にローソンに向かう車や出る車の中には，急いでい
る様子の車も見られる。

・交差点手前に注意看板設置済み
・学校等における安全指導の徹底

学校
市教育委員会

・対策済み
・対策継続

10
三角公園から東能代駅前交差点までの
歩道

地域の要望により，除雪作業の効率化のために縁石が除去さ
れた。

・冬期間の除雪作業等も考慮し、外側線、路面標
示の整備で対応済み
・学校等における安全指導の徹底

市道路河川課
学校

市教育委員会

・対策済み
・対策継続
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№ 学校名 箇所名・住所 通学路の状況・要望等 対策内容 事業主体 対策年度

11
オオタカランバー工場裏手の道路

オオタカランバー工場の裏手の細い道が暗い。
街灯は順次ＬＥＤへ。自治会の要望等を踏まえ、今
後も対策継続

市道路河川課 対策継続

12 金山団地入口付近の跨線橋
五能線にかかる県道２０５号線跨線橋のガードレールの間に
隙間があり，下の線路に落下する危険がある。

ガードレールの隙間について今年度対応 山本地域振興局 対策済み

13 能代市朴瀬　芳賀商店前バス停
バス停待機所が狭く見通しも悪い。昨年度バスと乗用車の接
触事故も起こっている。

スクールバスの停発車場あることを示す看板設置
は、学校統合に係る協議において決定

市教育委員会 平成３１年度以降

14 バス停付近道路 外側線が見えにくくなってきている。 外側線の引き直しを今年度実施 市道路河川課 対策済み

15 浅内郵便局バス停付近一帯の歩道

自転車が通れないほど狭い箇所がある。歩道の幅が狭く，歩
行にかなりの注意を要する。中・高生も自転車通学で利用して
いるが，歩行者を避けるために車道にはみ出して通行してい
る姿を見かける。交通量が多いため心配である。

縁石ブロックの補修は昨年度から継続実施 市道路河川課
平成２９年から継
続対策

16 信号機付き横断歩道付近
横断歩道に信号機が付いているが，丁字路になっているた
め，歩行者にも運転者にも見通しが悪い。スピードを出してい
る車や右左折する車が多く，非常に危険である。

・ドットラインの設置を今年度実施
・「横断者注意」の路面標示設置を今年度実施

市道路河川課
・対策済み
・対策済み

17
塚ノ台地内，秋田県道203号高屋敷下茶
屋線中坪交差点から銀杏橋手前交差点
までの区間

交差点間に校舎正門がある。種梅方面から仁鮒方面に抜ける
主要道で，交通量が多い。

・横断歩道の新設を検討
・学校等における安全指導の徹底

能代警察署
学校

市教育委員会

設置見送り、安全
指導の徹底で対
応

18
二ツ井町体育館入り口（県道から町体育
館への道路）

児童の送迎場所になっているため，車や子どもの出入りが多
い。

危険看板の増設については公園内であること、す
でにある看板の設置がＰＴＡによるものであった経
緯を踏まえ、学校及び市教委対応とする

学校
市教育委員会

平成３１年度以降

19 学校前の陸上競技場と野球場間の道路
舗装がひび割れてでこぼこしている箇所があり，自転車走行
時は注意が必要。

・道路穴については道路河川課で補修
・舗装打換については自治会の要望等を踏まえ今
後検討する

市道路河川課
・対策済み
・平成３１年度以降

20 陸上競技場から斎場までの道路
登下校時に多くの生徒がこの歩道を徒歩や自転車で利用して
いるが，幅が狭く危険と感じる。自転車乗用中に他の自転車と
接触したり、縁石に衝突して転倒したりする可能性あり。

市都市整備課と連携して検討
市都市整備課
市道路河川課

平成３１年度以降

21 鳥小屋児童公園付近交差点
止まれの看板や停止線がないことから，一時停止または左方
優先等が曖昧になっている。

見通し等がよく、今後も学校等における安全指導
の徹底で対応

学校
市教育委員会

対策継続

22 能代公園入り口付近交差点
坂になっていることや横断歩道がないことなどから一時停止を
怠りやすい。また，見通しも悪いこともあり危険と感じる。

・「とまれ」の標示等設置済み
・児童生徒への安全指導の強化
・速度抑制のため外側線の引き直し今年度実施

能代警察署
学校

市道路河川課

・対策済み
・対策継続
・対策済み

浅内小
能代南中

二ツ井小

向能代小

朴瀬小

能代第一中



№ 学校名 箇所名・住所 通学路の状況・要望等 対策内容 事業主体 対策年度

23 能代第二中 いとく南店十字路交差点
自転車に乗ったまま，スピードを出し坂道を下る場面をよく見
かける（子ども・大人にかかわらず）。中には自転車に乗ったま
まスピードを出し，横断歩道を渡る姿もたびたび見られる。

注意喚起を促すため、「危険　スピード落とせ」の電
柱幕の取付（２箇所）

能代山本交
通安全協会

対策済み

24 能代東中 学校付近から国道７号線につながる農道

生徒が登下校時に自転車で通行するが，自動車の交通量が
多く，２台すれ違うのがぎりぎりの狭さである。生徒には左側を
一列で走行するよう指導しているが，車が来ると生徒との間隔
はあまりない。国道と市道の交差点を横切る際も危険である。

・市道の外側線引き直しを今年度実施
・国道と市道をつなぐ横断歩道の設置は必要性の
観点から見送り

市道路河川課
能代警察署

・対策済み
・設置見送り

25 東雲中学校前丁字路 見通しが悪い。カーブミラーはあるが，視認しにくい。
・学校、自治会で民家の庭等の植え込み剪定のお
願い
・学校等での安全指導の徹底

学校
市教育委員会

対策済み

26
東雲中学校正門前小路

・県道側から小路に出る際，左右の見通しが悪い。
・県道側からは，一時停止の標識と停止線があるが，坂道で
停止線が見づらい。
・一旦停止してしまうと登坂になっているため，発進しづらく，運
転もふらついて小路に進入するので危ない。
・横断歩道がないため，小路に車両が進入してきても止まらな
ので，事故発生の危険がある。

・学校、自治会で民家の庭等の植え込み剪定のお
願い
・横断歩道の設置は道路状況から学校での安全指
導の徹底で対応

学校
能代警察署
（横断歩道）

道路状況から設
置見送り

27 ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ｢ﾄﾘﾄﾝ｣前交差点
・横断歩道はあるが，信号機がついていない。
・交通量がとても多い。

・平成２９年度，近くの信号機のある横断歩道を横
断すると決定済み
・学校等に安全指導の徹底

能代警察署
学校

市教育委員会

平成２９年度近く
の横断歩道の横
断で決定済み

28 学校～四日市～轟
道路が狭く，路側帯も狭い。道路と路側帯を区別する白線が
消えかかっている箇所があり雑草が生い茂っている。

・除草を継続
・外側線は平成28年度引き直しており、今年度補
修するまでの状態ではなく、来年度以降状況確認
して対応

市道路河川課
・対策済み
・平成３１年度以降

29 能代市天内
歩道が途中までしか設置されておらず，車の往来も激しいた
め，通行の際にはかなりの危険が伴う。

除草を継続 山本地域振興局 対策済み

30 二ツ井中
中学校正門から５０ｍくらいのＹ字路：
オークラ理容所前（能代市二ツ井町字下
野）

左側からくる歩行者・自転車・乗用車が見えにくく危険である。
・「止まれ」の看板と路面標示の設置を検討
・学校等における安全指導の徹底

能代警察署
学校

市教育委員会

設置見送り、安全
指導の徹底で対
応

常盤小・中

東雲中


