
令和元年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和２年１月１０日現在

【東小学校】

番号 学校・自治会 路線名 通学路の状況・危険の内容 対策 担当課 実施状況 備考

・一旦停止の塗り直し 天理警察署 令和2年度末までに実施予定

・電柱に交通標識（学校あり注意）
・路面表示（通学路）
・南西の溜まり部分を広げる
・北東側、暗渠後外側線、グリーンベルト、横断指導線を設
置

町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

･パトロールの強化 天理警察署 継続実施

･シール（防犯カメラ監視中）の設置 町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

③ 東小学校 町道大安寺為川南方線 道幅が狭く交通量も多い。
対抗できるのがぎりぎりの道幅で通学時、危険。白線がない。 ・外側線とグリーンベルトの設置 町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

・横断歩道、ダイヤマーク、一旦停止の塗り直し 天理警察署 令和2年度末までに実施予定

・路面表示（交差点注意）の塗り直し
・交差点の赤色塗装の塗り直し

町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

⑤ 東小学校 町道味間２２号線
スピードが出やすい道であるが、横断歩道の白線がすり切れて消えている。
横断歩道標示のダイヤマークが無い。

・横断歩道、ダイヤマークの塗り直し 天理警察署 令和2年度末までに実施予定

･北側にグリーンベルトと横断指導線
・橋の北側に外側線

町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

・県管理の河川敷については、次年度以降の草刈り時に、
交差点付近の堤防道路肩より2m程度のところまで竹藪を伐
採予定

県(中和土木事務所) 令和2年度末までに実施予定

・横断歩道、ダイヤマーク、一旦停止の塗り直し 天理警察署 令和2年度末までに実施予定

・舗装のやり直し 町(農政土木課) 令和6年度末までに実施予定

・外側線、学童注意の塗り直し 町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

⑦ 伊与戸
町道味間大木線・
町道伊与戸１０・１２号線

道路の変形・道路標示の欠損がある。

④ 東小学校 町道阿部田笠形線
南北の交通量が多く、スピードも出ている。ソーラーパネルがあり、見通しも悪い。
横断歩道標示のダイヤマークが消えている。

⑥ 東小学校 町道大安寺為川南方線 登校時交通量が多い。竹藪や草等で見通しが悪い。
横断歩道がない。

① 東小学校 町道大安寺為川南方線
道幅が狭く交通量が多いため、Ｔ字路付近が危険。
十分な待機場所が無い。

② 東小学校 町道伊与戸１６号線 駐車場があり、暗く車が止まっており、防犯上危険と感じる。



令和元年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和２年１月１０日現在

【北小学校】

番号 学校・自治会 路線名 通学路の状況・危険の内容 対策 担当課 実施状況 備考

① 北小学校 県道柳本田原本線
スーパーの駐車場の出口を横断するので、車の通行量が多く交通事故に遭う恐れがあ
る。

・スーパーのガードマンの継続配置 その他（　民間　　） 継続実施

② 北小学校
国道２４号
県道柳本田原本線

横断歩道はあるが、国道を横断し、交通量が多いので交通事故に遭う恐れがある。 ・国道東側ガードパイプをガードレールに変更を検討 その他（　国　　） 令和4年度末までに実施予定

・横断歩道の塗り直し 天理警察署 令和2年度末までに実施予定

・町保有の観光看板の移動
・横断部にグリーンベルトの設置
・警戒表示のプレートの設置

町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

④ 北小学校 町道今里３号線 道幅が狭く、水路に落下する恐れがある。 ・転落防止柵を設置するかを自治会に確認 町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

⑤ 北小学校 町道八田１８号線 道の両側にガードレールもなく、溝もあり、増水時は注意しなければならない。 ・転落防止の（抜き差し）ガードパイプを設置 町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定 近接地権者と要調整

・グリーンベルト（横断部）の設置
・通学路警戒標識の設置

県(中和土木事務所) 令和2年度にまでに実施予定

・横断歩道の塗り直し
天理警察署 令和2年度末までに実施予定

⑦ 北小学校 町道鍵１３号線 溝がある方にはガードレールをつけていただいたが、田んぼ側も落ちる恐れがあり、危険。 ・南側通行を指導 学校 継続実施

・路側帯を広げる等の法線を検討 町(農政土木課) 令和6年度末までに実施予定

・グリーンベルトの設置 町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

⑨ 北小学校 町道鍵・法貴寺線 変則的な三叉路で、交通量も多く、危険。
・溜まり部分にガードレールの設置
・グリーンベルトの設置
・溜まりを設けた外側線に変更

町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定
外側線変更については
ガス配管工事に伴い、対
応を要請

・横断歩道の塗り直し 天理警察署 令和2年度末までに実施予定

・警戒表示のプレートの設置
・グリーンベルト(横断部)の設置

町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

⑪ 小阪 里道
毎年の寺川増水時、溢れた水の通り道となっている。その都度路肩が崩れ、通学の安全
が保たれない。

・路肩崩れ防止策を検討中 町(農政土木課) 令和6年度末までに実施予定

⑫ 八田 町道鍵12号線 川上・川下側の水路は暗渠になっているが、通学路部分が暗渠になっていない。 ・南側通行を指導 学校 継続実施

⑩ 北小学校 町道唐古１号線 狭い道路だが、車も通る。

⑧ 北小学校 町道鍵・法貴寺線 歩道が非常にせまく、車も結構通るので危険。

⑥ 北小学校 県道柳本田原本線 交通量の多い道路を横断するので、交通事故が心配。

③ 北小学校 町道今里３号線 道幅が狭く、スピードを出して通る車もあり、危険。



令和元年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和２年１月１０日現在

【田原本小学校】

番号 学校・自治会 路線名 通学路の状況・危険の内容 実施する対策 担当課 実施状況 備考

・横断歩道の塗り直し
・横断歩道予告マークを設置

天理警察署
令和2年度末までに実施予定

・横断歩道にグリーンベルトを設置
・東側の坂ののぼり口に減速マーク、路面表示（交差点注
意）を設置
・西側の溜まり部分をガードパイプで閉切る

町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

・横断歩道の塗り直し
・横断歩道予告マークを設置

天理警察署
令和2年度末までに実施予定

・児童への交通安全教育を指導 学校 継続実施

③ 田原本小学校 町道根太黒田線
歩道がなく道幅が狭い。
寺川堤防添いを通行する車が多い。

・グリーンベルトの設置
・溜まり部分を確保するため、外側線を変更

町(土木管理課)
令和4年度末までに実施予定

・横断歩道の塗り直し
・横断歩道予告マークを設置

天理警察署
令和2年度末までに実施予定

・グリーンベルトの設置
・外側線の引き直し
・溜まりの部分にはガードレールを設置

町(土木管理課)
令和4年度末までに実施予定

・横断歩道の塗り直し
天理警察署

令和2年度末までに実施予定

・溜まりを確保するための外側線を設置
町(土木管理課)

令和4年度末までに実施予定

⑥ 田原本小学校 町道根太黒田線
信号のない交差点で、一方通行の道路を横断する。
道幅が狭く、交通量が多い。

・交差点に路面表示とカラー舗装
町(土木管理課)

令和6年度末までに実施予定

⑦ 田原本小学校 国道２４号 階段が滑りやすい。 ・児童への交通安全教育を指導 学校 継続実施

・横断歩道の塗り直し
・横断歩道予告マークを設置

天理警察署
令和2年度末までに実施予定

・南東の溜まり部分にガードパイプを設置 町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

⑨ 田原本小学校 町道小阪富本線
京奈和自動車道に向かう車が多く行き交う。
歩道は整備されているが、道路がカーブしているため見通しが悪い。

・減速マークを路面表示の予定
・ネットフェンスの撤去
・歩道溜りに車止めポールの設置

町(土木管理課)
令和6年度末までに実施予定

⑪ 黒田 県道結崎田原本線 歩道が整備されていない ・路肩の拡幅を検討 県(中和土木事務所) 令和2年度より調査・検討予定

・横断注意喚起の路面表示
町(土木管理課)

令和6年度末までに実施予定

・児童・生徒への交通安全教育を指導 学校 継続実施

⑬ 旭町 里道 舗装されてから年月が経っているため、陥没等が発生している。 ・舗装のやり直し 町(農政土木課) 令和6年度末までに実施予定

⑭ 阪手西 町道阪手西2号線 土手とアスファルトの継ぎ目の土が流れ落ち大きな段差が生じている。 ・児童への交通安全教育を指導 学校 継続実施

その他（自治会）
自治会の意見がまとまるようで
あれば対応を検討予定

⑫ 八尾
八尾21号線(東）と八尾7
号線（西）

飛び出し注意の看板があるが、見え難いため、
自転車が車に接触しそうになるのを見かけた。

⑧ 田原本小学校 町道阪手八尾大橋線 信号のない交差点で交通量が多く、見通しが悪い交差点である。

⑩ 田原本小学校 県道結崎田原本線
交通量が多い。
歩道はあるが電信柱が多く、狭い。

・電柱の移設先を自治会で検討後、道路管理者である県お
よび関西電力に依頼

④ 田原本小学校 町道阪手２５号線
寺川沿い道路と八尾井手橋の交差点より北西向き道路が下り坂道になっていて見通しが
悪い。
交通量が多い。

⑤ 田原本小学校 町道根太黒田線
東西の道路には国道２４号に向かう車と、京奈和自動車道に向かう車が多く行き交う。
道幅が狭い。

① 田原本小学校 町道阪手八尾大橋線
堤防沿いからの道路と東西道路の交差点が坂になっているため見通しが悪い。
車の交通量が多い。

② 田原本小学校 町道新町１号線
正門前の横断歩道から信号機までの距離が短く、正門前が片側渋滞になることが多い。
そのため、渋滞中の間から横断歩道をわたる児童が見えにくい。昨年度事故あり。



令和元年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和２年１月１０日現在

【南小学校】

番号 学校・自治会 路線名 箇所名・住所 対策 担当課 実施状況 備考

① 南小学校 町道千代８号線 田原本町宮森宮森天理教前 ・導線を確保するための路側帯、グリーンベルトの設置 町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

② 南小学校 町道宮森１号線 田原本町宮森天神社～宮森（天理教） ･看板（通学時間帯の交通制限依頼）を設置
町(土木管理課)・天理警
察署・その他（学校・交通
安全協会）

令和4年度末までに実施予定 連名入りの看板

③ 南小学校 町道寺川沿新町多線 田原本町九品寺地内 ・外側線、グリーンベルトの設置 町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

④ 南小学校 町道寺川沿新町多線 田原本町九品寺地内 ・横断指導線、グリーンベルトの設置 町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

・付近の橋の高欄を撤去し、付近の縁石と一直線になるよう
に縁石を新設することで歩行者の溜まり部を確保予定

県(中和土木事務所) 令和2年度末までに実施予定

・水路に橋を架けて、溜まり部分の拡幅 町(農政土木課) 令和2年度末までに実施予定

⑥ 南小学校 町道三笠宮森線 田原本町秦楽寺地内
・北西側の外側線、グリーンベルト、ガードレール、ラバー
ポールの設置

町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

⑦ 南小学校 町道千代１号線 田原本町千代地内 ・ガードレールの設置 町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

⑧ 南小学校 町道宮森１４号線 田原本町宮森地内
・グリーンベルト、外側線、横断指導線の設置
・水路桝の部暗渠化

町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

⑨ 南小学校 町道宮森１号線 田原本町宮森地内 ・転落防止柵の設置 町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定 地元水利組合と要調整

⑩ 南小学校 国道２４号 田原本町千代地内 ・児童への交通安全教育を指導 学校 継続実施

⑪ 九品寺 町道秦庄１１号線 宗教法人天國教会（秦庄338）東側・南北の道
・待避所を確保
・水溜り対策

町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定 地元水利組合と要調整

⑤ 南小学校 県道桜井田原本王寺線 田原本町八条地内



令和元年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和２年１月１０日現在

【平野小学校】

番号 学校・自治会 路線名 通学路の状況・危険の内容 対策 担当課 実施状況 備考

・信号の時間延長 天理警察署 令和元年度実施済み

・溜まり部分にガードレール(置式)を設置
・グリーンベルトの設置
・パイプを一部切断

町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

・路面表示（スクールゾーン）
・グリーンベルトの設置

町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

・幼稚園の保護者に対し、北側からの侵入禁止を通知 町(教育総務課) 令和4年度末までに実施予定

③
平野小学校
佐味

町道西竹田満田線 10数名の児童が通るが、歩道もガードレールもなく、危険である。
・マウンドアップ（歩道）
・拡幅の検討

町(農政土木課) 令和4年度末までに実施予定

④
平野小学校
保津

町道保津西竹田線
路側帯はあるが道幅が細い。車を避けてバランスを崩し転落すると大きな事故につながる
深い溝がある。

・水路上に歩道を整備予定 町(農政土木課) 令和2年度に実施予定

・横断歩道の塗り直し 天理警察署 令和2年度末までに実施予定

・路面表示（学童横断注意）
・グリーンベルトの設置
・外側線の塗り直し
・車止めポールの設置

町(土木管理課) 令和4年度末までに実施予定

・グリーンベルト（横断部）の新設検討
・路面誘導線の検討

県(中和土木事務所) 令和2年度末までに実施予定

・横断歩道、ダイヤマークの塗り直し 天理警察署 令和2年度末までに実施予定

⑦ 平野小学校 町道松本２２号線 交通量が多い割に横断歩道はあるが、信号機がない。大きな車が走行し、危険度が高い。 ・溜まり部分にガードレールを設置 町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

⑧ 平野小学校 町道三笠６号線 交通量が多く、見通しは悪い。路側帯もない。
・横断指導線、グリーンベルトの設置
・路面表示（交差点注意）引き直し
・注意看板・カーブミラー位置の調整

町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

⑨ 平野小学校 町道矢部保津線 交通量が多いが道幅が狭く、路側帯もない。 ・東側の歩道の整備 町(農政土木課) 令和6年度末までに実施予定

・北側に横断指導線、グリーンベルト、外側線の設置
・水路側に転落防止柵の設置

町(土木管理課) 令和6年度末までに実施予定

・安全教育 学校 継続実施

⑥ 平野小学校 県道田原本広陵線 朝の交通量はかなり多い。横断歩道はあるが信号機はない。

⑩ 平野小学校 町道新薬王寺３号線 路上駐車車両が多く、見通しが悪い。 地元水利組合と要調整

⑤ 平野小学校 町道大網佐味線
横断歩道はあるが、車が来ないか安全確認しながら横断している。朝は車の抜け道になっ
ているため、交通量が多く、スピードもかなり出す車もいる。

① 平野小学校 町道薬王寺３２号線
通行する児童数が多い割に、青信号の時間が短いため、一度では渉りきれないため、次
の青の信号待ちする児童が多数出てしまう。しかも待機する場所が狭く、車と接触する危
険性が非情に高い。雨天時には傘を差すのでより密集し混雑するためより危険度は増す。

② 平野小学校 町道平野５号線
児童が東西に横断する。道が広くなり、以前よりも交通量が増えたし、車自体のスピードも
速くなっている。通行する児童も多い。


