
令和4年２月末現在

対策完了箇所

【第一中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道木原22号線 三原市木原六丁目 現在，道路拡張工事のため，通行する際注意が必要である。 注意を促す看板設置済み。 国土交通省 平成27年度

2 市道糸崎73号線
三原市糸崎六丁目
（第一中学校東側）

見通しが悪く，歩行者の確認ができない。
車道と路肩の区別が無いため，通行するのが危険である。

カーブミラーを設置済み。（H29.2）
外側線を設置済み。(H29.2)

三原市 平成28年度

3 市道糸崎40号線
三原市糸崎四丁目
（三菱三原病院東側）

道幅が狭いため，水路に転落する恐れがある。 側溝への蓋掛けを行った。（R2.5) 三原市 令和２年度

【対策検討メンバー】　国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所・教育委員会・土木管理課・生活環境課・第一中学校

【第二中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 県道尾道三原線
三原市深町
（大池付近）

ガードレールが設置されていないため危険である。
経過観察
（H26.10道路改良完了後，事故発生なし）

広島県 平成26年度

2 市道深町30号線
三原市深町
（深公民館付近）

仮設橋のため，架け替えしてもらいたい。
通行帯の設置や防護柵設置済み。(H29.2 )
※橋の架け替え困難（H26.12定期点検済み）

三原市 平成28年度

3 市道中之町52号線
三原市中之町六丁目
（大谷川沿い）

幅員不足，路面の荒れ，交通量が多く危険である。
路肩の防護柵や見通しが悪い箇所へカーブミラーの設置済み。(H29.2 )
通行帯（着色，水路改修）を設置済み。（H29.7）

三原市
平成28年度

～平成29年度

4 県道尾道三原線
三原市中之町六丁目
（中之町小学校南側）

道幅が狭く，歩道も無いため危険である。
現在，三原病院入口～太郎谷にかけて道路改良中。当該箇所は，H27年
度中の改良は困難なため，学校による安全指導（路面標示，標識設置
済）。

広島県
事業中

※継続要望

【対策検討メンバー】　広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・第二中学校・PTA

【第三中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道宗郷17号線
三原市宗郷三丁目
（田野浦小体育館北側）

歩道が無いため，橋を渡るとき車と接触する恐れがある。 通行帯（着色）を設置済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

2 国道185号
三原市和田一丁目
（江南中児童公園付近）

交通量が多いため，歩行者が横断歩道を渡る際，確認を徹底する
必要がある。

車両に対する注意喚起は，路面標示やドット線など対策あり。横断歩道も
設置されているため，使用する場合は安全確認を徹底するよう学校で指導
済み。

学校 平成27年度

3 市道明神12号線
三原市明神二丁目
（明神第一公園付近）

照明が無いため,夜間に歩行者が横断歩道を渡る際，危険である。 道路照明を設置済み。(H29.2) 三原市 平成28年度

【対策検討メンバー】　三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・第三中学校

【第四中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道須波西19号線 三原市須波西二丁目 草木が生い茂り，街灯やカーブミラーが隠れている。 伐採済み。 三原市 平成27年度

2 市道須波西19号線 三原市須波西二丁目 当該路線は民家もなく暗くなると危険である。
既設の防犯灯の高さ調節(3灯)，向き調整(1灯)済み。
※H26年度２箇所に新設済み。

三原市 平成27年度

3 市道須波西19号線 三原市須波西二丁目
カーブが多く，カーブミラーが無い箇所やミラーが変形しているもの
がある。

見通しの悪い曲線部へカーブミラーを設置済み。変形した鏡体を修繕済
み。(H28.2)

三原市 平成27年度

4 市道須波西17号線 三原市須波西二丁目 水路側にガードレールが無いため危険である。 転落防止柵を設置済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

5 市道須波15号線 三原市須波一丁目 道路幅員が狭いうえ，側溝に蓋がない。 側溝の蓋掛けを実施済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

6 市道須波西7号線 三原市須波西二丁目 道路幅員が狭いため，車両とすれ違う際の退避場所がない。 道路側溝の整備を行い，歩行者通路を確保済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

【対策検討メンバー】　三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・第四中学校

対　　策　　一　　覧　　表（Ｈ２７年度中学校区）



【第五中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道沼田東町北部36号線
三原市沼田東町本市
（第五中学校～本市橋）

第五中学校から本市橋間で横断歩道が途切れる。本市橋にも歩道
が無く，交通量が多いため危険である。

・橋　路側を広げ通行帯（着色）の設置済み。(H28.12)
・橋～歩道　歩道の設置を行う。路面標示の設置を行う。

三原市
平成28年度
～令和6年度

2 市道沼田東町北部16号線
三原市沼田東町七宝
（七宝橋）

七宝橋の橋幅が狭いため車両同士の離合が困難な状況。通勤・通
学時間帯には交通量が多く危険である。

外側線(片側)を設置済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

3 市道沼田東町北部85号線
三原市小泉町
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ三原沼田西店東側）

コンビニ前の県道に出てくる市道が，道幅・橋幅が狭く危険である。
･横断歩道塗り直し済み。
・転落防止柵，路面標示設置済み。(H28.12)

三原警察署
三原市

（警）平成27年度
（市）平成28年度

4 市道沼田東町南部56号線
三原市沼田東町末光
（丸子橋～自由ヶ丘ﾆｭｰﾀｳﾝ）

通学時に車両が多い。道幅が狭いため車両が離合する時，歩行ス
ペースが無い。

警戒標識，路面標示や外側線を設置済み。(H28.12)
（道路拡幅による歩道確保は困難）

三原市 平成28年度

5 市道沼田東町北部8号線
三原市沼田東町片島
（第五中学校下）

複雑な四差路になっているため，見通しが悪い。車両と出会頭に衝
突する恐れがある。

白線により車道と路側を明示する。路面標示，転落防止柵を設置済み。
(H28.12)

三原市 平成28年度

6 市道沼田西町54号線
三原市沼田西町松江
（沼田西小学校南側市道）

沼田西小付近に向かう道は街灯が少なく，特に冬は暗く危険であ
る。

防犯灯を増設（５基）済み。（H28.2） 三原市 平成27年度

7 市道沼田西町79号線
三原市沼田西町松江
（中国電力㈱沼田西変電所付近）

歩道にくぼみ等があり，歩行に支障がある。 歩道舗装の打換え済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

8 市道小泉町75号線
三原市小泉町
（泉ハイツ入口）

県道を走る車両が，T字交差点であることを見落とすため，県道に
出る歩行者が危険である。

交差点部に路面標示を設置済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

9 市道小坂19号線 三原市小坂町 道路の幅員が狭いうえ，道路と田畑に落差があり危険である。 防護柵を設置済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

【対策検討メンバー】　三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・第五中学校・PTA

【幸崎中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道幸崎町75号線
三原市幸崎町渡瀬
（渡瀬公会堂付近）

横断歩道の標示が見えにくくなっている。 塗り替え済み。 三原警察署 平成27年度

2 市道幸崎町32号線
三原市幸崎能地五丁目（ＪＲ高架
下）

道幅が狭いうえ，側溝が深くて危険である。 道路側溝の整備を行い，歩行者通路を確保済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

3 市道幸崎町62・63号線 三原市幸崎能地七丁目 道幅が狭いため，車両とすれ違う際に川へ転落する恐れがある。 防護柵を設置済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

4 市道幸崎町68号線 三原市幸崎能地七丁目 道幅が狭いうえに，ガードレールの設置がない。 防護柵を設置済み。(H28.12) 三原市 平成28年度

【対策検討メンバー】　三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・幸崎中学校



【宮浦中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道皆実1号線
三原市皆実二丁目
（皆実第一児童公園周辺）

曲がり角で死角となっている。安全確認が困難な状況。 外側線や路面標示を設置済み。(H29.2) 三原市 平成28年度

2 市道皆実1号線
三原市皆実二丁目
（皆実第一児童公園周辺）

停止線はあるがミラー・信号が無くて危険。また，植木で視界が遮ら
れているため，視界確保が困難である。

都市公園内の樹木を伐採済み。 三原市 平成27年度

3 市道皆実25号線
三原市皆実二丁目
（皆実第一児童公園周辺）

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰが無くて安全確認ができない。側溝に蓋が無い。 路側を広げ通行帯（着色）や路面標示を設置済み。(H29.2) 三原市 平成28年度

4 市道宮浦34号線
三原市宮浦四丁目
（宮浦北交差点）

雨天時に横断歩道で広範囲に水が溜まり，歩行者の横断が困難。
水溜りを避けると車道を渡ることになる。

小型水路の設置済み。 三原市 平成27年度

5 国道２号 三原市新倉二丁目
（三原市沼田川河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ付近）

暗くなると横断歩道内が暗く見えにくい。 照度を確認した結果，必要な照度数値は確保されていた。 国土交通省 平成27年度

6 国道２号 三原市新倉二丁目
（三原市沼田川河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ付近）

草木が生い茂り，死角になる。 除草及び剪定済み。 国土交通省 平成27年度

【対策検討メンバー】　国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所・教育委員会・土木管理課・生活環境課・宮浦中学校・PTA・地元町内会

【本郷中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道原市日名内線
三原市下北方二丁目
（本郷中学校南側）

直線道路でスピードを出す車両が多い。ミラーと横断歩道はある
が，民家があるため下校時に見通しが悪い。

道路改良計画があるため，路面標示を設置済み。(H29.2)
※中学校側に外側線を設置済み。(H29.2)

三原市 平成28年度

2 県道瀬野川福富本郷線
三原市下北方一丁目
（新境橋付近）

登校時は見通しが良いが下校時は非常に悪い。スピードを出す車
両もあり危険である。

・横断歩道塗り直し済み。
・交差点の手前に路面標示設置済み。

三原警察署
広島県

平成27年度

3 県道瀬野川福富本郷線 三原市下北方二丁目 商業施設の駐車場から県道への出入口が危険である。
・施設内の樹木伐採済み。
※カーブミラーの設置については，学校から店舗へ依頼。

学校 ※未定

4 県道本郷停車場線
三原市本郷南六丁目
（本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ付近）

下校時に坂を自転車で下るとスピードが出るため，市道から車両が
出てくると危険である。

停止ドット線を設置済み。(H27.12) 三原市 平成27年度

5 県道本郷停車場線
三原市本郷南六丁目
（本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ付近）

自転車での登下校で歩道を通るには狭すぎる箇所がある。道路を
横切る必要があり危険である。

学校指導済み。 学校 平成27年度

6
県道瀬野川福富本郷線
市道堀亀津線

三原市本郷町船木
～三原市本郷南六丁目

沼田川の両サイドの土手に街灯が無く，暗くなってからの下校が心
配。

道路照明や防犯灯を設置済み。(H29.2) 三原市
平成27年度

～平成28年度

7 市道宮地川由井領線
三原市下北方二丁目
（本郷中学校東側水路）

道幅が狭くて徒歩通学する生徒が車両とすれ違う際に危険である。 水路改修による通行帯の整備を実施済み。(H29.2) 三原市 平成28年度

8 市道本郷町455号線
三原市本郷南六丁目
（本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ付近）

街灯が無く非常に暗い。冬場は特に危険である。 道路照明を設置済み。(H29.2）（生涯学習センター寄り市道） 三原市 平成28年度

9 国道２号
三原市本郷町南方
（南方小学校入口交差点付近）

交差点の手前で車線が２車線から１車線に絞り込まれているため，
車線減少に気付かない車両が突っ込んでくる。

車線減少を促す誘導線を塗り直し済み。 国土交通省 平成27年度

10 市道下梶谷絵堂ヶ鼻線
三原市本郷町南方（国道２号～南
方小～県道東広島本郷忠海線）

国道と県道の抜け道となっており通行量が多い。道幅が狭いため，
車両が離合する際歩道に乗り上げる恐れがある。

カーブ部などで危険な区間の防護柵を一部設置済み。(H28.1) 三原市 平成27年度

11 茅の市椋本線
三原市下北方一丁目
（本郷ﾊﾞｲﾊﾟｽ西交差点付近）

国道２号を西から走行してくる車両が本郷ﾊﾞｲﾊﾟｽ西交差点を左折
する際，速度を落とさず県道に進入してくるため危険。

・本郷ﾊﾞｲﾊﾟｽ西交差点手前に注意喚起看板設置済み。
・民地のため歩道の設置は困難。

国土交通省
三原市

（国）平成27年度
（市）平成28年度

【対策検討メンバー】　国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所・広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・本郷支所・本郷中学校・PTA・地元代表者



【久井中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 県道上徳良久井線
三原市久井町羽倉
（旧久井高校付近）

交差点に横断歩道が無い。降雨時に水溜まりができる。
近辺に横断歩道があるため，そこを利用するよう学校指導済み。※横断歩
道の設置は視界確保が十分でないため困難。水溜りは舗装実施済み。

学校 平成27年度

2 県道三原東城線
三原市久井町下津
（旧久井保育所付近）

三原方面から走行してくる車両を歩行者が確認しづらい。
路面標示や標識・看板の設置等あるため学校指導済み。
（H24年度カーブミラー設置・広島県）

学校 平成27年度

3 県道三原東城線
三原市久井町江木
（久井小学校前交差点付近）

世羅方面からの車両が信号に気付きにくい。 警戒標識設置済み。 広島県 平成24年度

4 県道羽和泉室町線 三原市久井町和草
道幅が狭くカーブも多いため見通しが悪い。街灯もほとんどなく暗く
なってからは非常に危険。

道幅が狭い箇所やカーブ部分を優先的に草刈りを実施する（H28.7，
H28.10）。防犯灯は電柱毎に設置済み。
※道路改良については継続要望。

三原市
※広島県

平成28年度～
※未定(継続要望）

5
県道羽和泉室町線
市道重宗線

三原市久井町羽倉 海洋センター側から県道を横切るとき危険である。 市道に路面標示を設置済み。（H29.7） 三原市 平成29年度

6 国道486号
三原市久井町坂井原
（久井認定こども園付近）

交通量が多くスピードを出す車両があるため危険である。
「減速」の路面標示，ドット線設置済（H24年度・広島県）であるため学校指
導済み。

学校 平成27年度

7 国道486号
三原市久井町坂井原
(竹本自動車付近交差点）

車両がスピードを出して走行しているため危険である。事故が多い
箇所。

横断歩道，路面標示，ドットライン，看板，道路照明が設置されているため
学校指導済み。

学校 平成27年度

【対策検討メンバー】　広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・総務広報課・生活環境課・久井支所・久井中学校・PTA

【大和中学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 国道486号
三原市大和町大草
（ﾌﾗｲﾄﾛｰﾄﾞ大和南IC入口付近）

フライトロード開通により交通量が増え，スピードを出す・無理な追
越しをする車両が多い。雨・雪の日は特に危険である。

学校指導済み。
※歩道確保については継続要望。

学校
※広島県

平成27年度
※未定(継続要望）

2
三原市大和町上徳良
（阪井養魚場付近）

野犬が群れを作って行動している。 近寄らないよう学校指導済み。 学校 平成27年度

3 国道432号
三原市大和町下徳良
（旧神田小学校前）

歩道が狭い。ガードレールが無い。 設置済み。 広島県
平成27年度～

令和3年度

4 国道432号
三原市大和町下徳良（下徳良交差
点～大和工業団地東口交差点）

スピードを出して走行する車両があり危険である。
「横断歩道注意」の路面標示設置済み。
整備事業進行中。R4より工事着手。

広島県
令和4年度～
令和8年度

5 県道大和久井線 三原市大和町上徳良 歩道が無い。夏は道端の草が生い茂り歩行帯が狭くなる。
学校指導済み。
※早急な対応は困難なため継続要望。

学校
※広島県

平成27年度
※未定（継続要望）

6
県道本郷大和線
市道信末高須続線

三原市大和町上徳良
（ドッグラン大和付近）

フライトロード開通により交通量が増えている。
・市道側の停止線塗り替え済み。（H31.2）
・市道側に路面標示の設置済み。(R4.2)

三原警察署
三原市

（警）平成30年度
（市）令和３年度

7 県道上徳良久井線 三原市大和町上徳良 横断歩道が無いため危険である。
「減速」の路面標示あり。見通しが良く交通量が少ないため横断歩道の設
置は困難なことから学校指導済み。

学校 平成27年度

8 国道432号
三原市大和町和木
（和木交差点～和木団地）

片側に歩道があるが途中から無くなる。カーブ部分に民家の垣根
があり見通しが悪い。

ドットライン設置済み（H25年度）。
※道路改良は継続要望。

広島県
未定

※継続要望

9 県道三和大和線 三原市大和町椋梨（大平橋付近） 横断歩道と歩道を設置してもらいたい。
学校指導済み（地域・PTA見守り）。
※国道側に横断歩道があるため当該箇所への設置は困難

学校 平成27年度

10 市道山添南線
三原市大和町大具
（大和小学校下）

水路に蓋が無く危険である。
注意喚起のポール設置済み。
※道路改良予定あり(H28年度着工予定）

三原市
（大和支所）

平成27年度

11 県道三和大和線 三原市大和町大具 横断歩道が無い。スピードを出す車両が多いため危険である。 学校指導済み。 学校 平成27年度

12 市道山添南線 三原市大和町大具
大和小学校までのスクールバスの迂回路を変更し，新たな道路の
設置を要望。

現行道路の拡幅工事済み（H29.3） 三原市
平成27年度～
平成29年度

【対策検討メンバー】　広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・総務広報課・生活環境課・大和支所・大和中学校


