
【柁城小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　仮屋馬場通線 加治木町反土の浜崎クリニック前
大雨時に，道路が冠水するため危
険である。

排水整備 姶良市 令和３年度 令和５年度 柁城小学校1

2 通学路 市道　港町・黒川線 港町・黒川線
交通量が多いにも関わらず，歩道
はなく，道幅が狭く危険である。

改築対応（バイパス整備
等）

姶良市 令和３年度 令和５年度 柁城小学校3

3 通学路 市道　毘沙門線 加治木町朝日町138
交通量が多いにも関わらず，歩道
はなく，道幅が狭く危険である。

改築対応（バイパス整備
等）

姶良市 令和３年度 令和５年度 柁城小学校4

4 通学路 市道　上浜通線 加治木町朝日町154
交通量が多いにも関わらず，歩道
はなく，道幅が狭く危険である。

改築対応（バイパス整備
等）

姶良市 令和３年度 令和５年度 柁城小学校4

5 通学路 市道　浜通線 加治木町朝日町155-2
交通量が多いにも関わらず，歩道
はなく，道幅が狭く危険である。

改築対応（バイパス整備
等）

姶良市 令和３年度 令和５年度 柁城小学校4

6 通学路 市道　八坂・黒川線 加治木町朝日町172-2
交通量が多いにも関わらず，歩道
はなく，道幅が狭く危険である。

改築対応（バイパス整備
等）

姶良市 令和３年度 令和５年度 柁城小学校4

7 通学路 市道　天神公園西通線 加治木町朝日町172
交通量が多いにも関わらず，歩道
はなく，道幅が狭く危険である。

改築対応（バイパス整備
等）

姶良市 令和３年度 令和５年度 柁城小学校4

8 通学路 市道　新町・加治木町港町線 加治木町朝日町160
交通量が多いにも関わらず，歩道
はなく，道幅が狭く危険である。

改築対応（バイパス整備
等）

姶良市 令和３年度 令和５年度 柁城小学校4

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【錦江小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　塩入・岩原線
10号線と並行して走る網

掛川からローソンまでの道
路

10号線渋滞の抜け道になってお
り、通行量が多く、スピードも出
している。見通しの悪い交差点も
多い。

路面標示、外側線の引き
直し

姶良市 令和３年度 対策済み 錦江小学校1

2 通学路 市道　須崎・中福良線
須崎郵便局から明神公園

前を通る道路
スピードを出して走る車が多く、
横断歩道もない。

路面標示、外側線の引き
直し

姶良市 令和３年度 令和３年度 錦江小学校2

3 通学路 市道　木田本通線
姶良市木田5348付近ソレ
イユタウンから南への市

道脇の側溝

加治木小側から陸橋を下り、錦江
小方向へ左折する車が、理容室ヒ
ロ前の歩行者溜まりに入りこんで
くる。 また、横断歩道中間地点近
くが少し陥没している。

防護柵の設置 姶良市 令和３年度 対策済み 錦江小学校3

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【竜門小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 （主）　栗野加治木線 毛上交差点
大型車を含め交通量が多いが，
ガードレール未設置。

防護柵の設置 鹿児島県 令和3年度 対策済み 竜門小学校2

2 通学路 市道　小山田線 竜門小学校前道路　
雨天時に道路に雨水がたまり車が
はねた水を児童がかぶる

側溝清掃 姶良市 令和４年度 令和４年度 竜門小学校3

3 通学路 市道　迫線 大井上神社から竜門小学校につながる道路　交差点
一時停止がないために，自動車が
飛び出してくる

路面標示の引き直し 姶良市 令和４年度 令和４年度 竜門小学校4

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【永原小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　西別府線
市道西別府線永原バラエ
ティショップ池田前から隈

原へ
道路両脇の白線が消えている。

路面標示、外側線の引
き直し

姶良市 令和3年度 令和３年度 永原小学校1

2 通学路 市道　西別府線
市道西別府線永原バラエ
ティショップ池田前交差点

カーブの為，交差点直前まで車か
ら横断者が見えない

路面標示、外側線の引
き直し

姶良市 令和3年度 令和３年度 永原小学校2

3 通学路 市道　西別府線
市道西別府線永原小入口
付近横断歩道手前のカー

ブ

カーブの為，横断歩道近くまで横
断歩道が見えない

路面標示、外側線の引
き直し

姶良市 令和3年度 令和３年度 永原小学校4

4 通学路 市道　西別府線
市道西別府線永原バラエ
ティショップ池田前交差点

南北横断

車の往来が多いのに対し，横断歩
道がない

路面標示、外側線の引
き直し

姶良市 令和3年度 令和３年度 永原小学校5

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【加治木小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　木田・萩原後線
市道　国道10号線バイパ
スよりＭＧＭから集落に入

る道

歩道と側溝の境が見えづらく，転
落の危険。

防護柵の設置 姶良市 令和３年度 令和３年度 加治木小学校4

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【帖佐小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　五社神社・坪屋線
鹿児島県姶良市西餅田
1768 上場公民館前道路

道幅が狭いため、車が離合する際
などは歩行者と接触しそうにな
る。

路面標示、外側線の設
置

姶良市 令和４年度 令和４年度 帖佐小学校1

2 通学路 市道　高樋・南宮島線
姶良市西餅田73-3　川原

泌尿器科前交差点
車の通りが多いが、横断歩道がな
い。

路面標示、外側線の引
き直し

姶良市 令和３年度 令和３年度 帖佐小学校2

3 通学路 市道　県職業訓練校・東線

姶良市西餅田１８９ １セ
ブンイレブン姶良西餅田

店から姶良市西餅田９０ 
５ドラッグイレブン 姶良西

餅田店までの道路

道幅が狭く歩道がない。抜け道と
して利用する車がスピードを出し
ていることもある。

路面標示、外側線の設
置

姶良市 令和４年度 令和４年度 帖佐小学校3

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【建昌小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　菅原線
菅原線　あいら糖尿病・甲
状腺・内科クリニックの駐

車場横の水路

通学路のすぐ側にあり，簡単に立
ち入れるようになっている。水路
の幅や深さが１ｍほどあり，大雨
時や田植え時は，水量が多いこと
や流れも速いことからとても危険
である

防護柵の設置 姶良市 令和３年度 令和３年度 建昌小学校1

2 通学路 （一）　松原帖佐停車場線，（一）下手山田帖佐線

東餅田4505、県道松原帖
佐停車場線、県道下手山

田帖佐線

・ロータリー内及び接続道路にお
いて自動車及び自転車・歩行者が
混合しており危険。特に通勤・通
学時間は送迎車の停車もあり、子
どもたちが通行しにくい状況であ
る。
・県道において一部歩道がなく危
険な状況である。

歩道の設置 鹿児島県 令和３年度 令和５年度 建昌小学校2

3 通学路 （一）　松原帖佐停車場線 東餅田4505、県道松原帖佐停車場線、県道下手山田帖佐線

・ロータリー内及び接続道路にお
いて自動車及び自転車・歩行者が
混合しており危険。特に通勤・通
学時間は送迎車の停車もあり、子
どもたちが通行しにくい状況であ
る。
・県道において一部歩道がなく危
険な状況である。

3_③ 改築対応（バイパ
ス整備等）　【km】

姶良市 令和３年度 令和５年度 建昌小学校2

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【三船小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　宮島・下久徳線 宮田ｹ岡タウン付近の市道

　交通量が多く，制限速度40km/h
を守らない車が多い。宮田ｹ岡タウ
ン側に横断歩道がなく，通学児童
も多いことから地域・ＰＴＡ等が
横断歩道設置の要望を出している
ため。

路面標示の設置、外側
線の引き直し

姶良市 令和４年度 令和４年度 三船小学校５

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【山田小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 （主）　伊集院蒲生溝辺線 山田団地横の40号線沿い通学路
県道への抜け道で車が多く，横断
歩道がないので子どもたちが横断
しにくい状況がある。

草刈り、除草対策 鹿児島県 令和３年度 対策済み 山田小学校1

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【姶良小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　東原・上水流線
国道10号線の信号機（姶
良小入口）から楠元橋まで

の道路

交通量が多く，歩道が狭い。途
中，信号機のない三叉路があり，
車同士の事故や歩行者への事故の
危険性がある。

車道分離標（ラバー
ポール）の設置

姶良市 令和４年度 令和４年度 姶良小学校1

2 通学路 市道　帖佐駅・松原・青木水流線
旧１０号線の信号機（姶良
青木水流）から線路に向

かう道路

白線だけで歩道がなく，道幅が狭
い。特に朝は，駅へ向かう車が多
く，危険な状況である。

車道分離標（ラバー
ポール）の設置

姶良市 令和４年度 令和４年度 姶良小学校2

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【西姶良小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　姶良ニュータウン１号線 西姶良小学校正門前　歩道及び横断歩道

登下校時の通行車両が多く，信号
機がないため子供達の横断が危険
な時がある。また，緩やかなカー
ブになっており，区画線の設置が
必要

路面標示、外側線の引
き直し

姶良市 令和４年度 令和４年度 西姶良小学校1

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【松原なぎさ小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 市道　帖佐駅・松原・青木水流線
建昌菜の花保育園近くの

変則五叉路

変則的な五叉路で道幅も狭い。ま
た，車の往来が多く，登校時間帯
と重なり，危険な状況である。

路面標示、外側線の引
き直し

姶良市 令和４年度 令和４年度 松原なぎさ小学校1

2 通学路 市道　松原町１号線

松原なぎさ小学校前のセ
イムスから北東に３００ｍ

程度行ったあたりの大きな
交差点

大きな交差点で車通りが多いにも
関わらず，信号機もなく危ない。

路面標示、外側線の引
き直し

姶良市 令和４年度 令和４年度 松原なぎさ小学校2

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表

令和4年2月18日



【蒲生小学校区】

番
号

通学路・
未就学児経路

路線名 箇所名 移動経路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度
対策完了予

定年度

令和３年度
点検における
小学校番号

1 通学路 県道　川内・加治木線
姶良市蒲生町北蒲生中学校
正門前付近薩摩川内方面か
ら蒲生神社へ向けての歩道

主要道路であり，大型車の交通量
も多く，歩道がない上に道幅が狭
く，危険である。

 路肩（路側帯）の設置・
拡幅 、車道分離標（ラ
バーポール）の設置

鹿児島県 令和３年度 対策済み 蒲生小学校1

2 通学路 県道　伊集院・蒲生・溝辺線 姶良市蒲生町後田橋付近
交通量が多いにも関わらず，歩道
はなく，道幅が狭く危険である。

車道分離標（ラバーポー
ル）の設置　、路側帯のカ
ラー舗装化

鹿児島県 令和３年度 対策済み 蒲生小学校2

3 通学路 県道　伊集院・蒲生・溝辺線 姶良市蒲生町野村ストア前交差点
交通量が多いにも関わらず，ス
ピードを上げての走行が目立つ。

交差点等のカラー舗装化 鹿児島県 令和３年度 令和３年度 蒲生小学校3

4 通学路 県道　伊集院・蒲生・溝辺線 姶良市蒲生町幽栖寺前交差点

空港方面からのはカーブになって
おり，運転者が横断歩道で待機す
る児童や標識等の確認に遅れがで
たり，４２号線に信号機が設置さ
れ，ドライバーがその信号機に気
を取られるなど考えられたりする
た危険である。

警戒標識、路面標示等の
設置

鹿児島県 令和３年度 対策済み 蒲生小学校4

5 通学路 県道　伊集院・蒲生・溝辺線

主要地方道鹿児島蒲生線
(25号線)，主要地方道伊集
院蒲生溝辺線(40号)，主要
地方道川内加治木線(42号)

霧島神社からファミリーマート蒲
生久徳店までは空港方面を利用す
る大型車が多く，歩道も狭いため
通学する児童にとって危険であ
る。

改築対応（バイパス整備
等）

鹿児島県 令和３年度 令和５年度 蒲生小学校5

令和4年2月18日

姶良市　交通安全プログラム　対策一覧表


