
学校名 番号 字・区名
道路管理者
（道路名）

危険・要注意箇所 危険の内容 対策メニュー 事業主体 進捗状況

1 綾野 市道　水口・梅ノ木線 水口町城東3-21付近
幼稚園付近に横断歩道があるが、その先に横断
歩道がなく大変危険である。

路肩拡張のための外側線移設及びグ
リーンベルトの設置

建設事業課 R４実施予定

2 綾野 市道　高塚・林口線 水口町城東3-18付近
幼稚園付近で園児、保護者が頻繁に歩行するが
横断歩道がない。

路肩拡張のための外側線移設及びグ
リーンベルトの設置

建設事業課 R４実施予定

柏木
保育園

1 柏木 市道　北脇・宇川線 水口町植440番地付近
横断歩道があるものの停止する車が少ない。
近くに信号があるため、朝夕は渋滞し送迎の車
の出入りが危険。

横断歩道強調表示 建設事業課 R4実施予定

1 東名坂 市道名坂線 市道名坂線537 白線が消えている 外側線の引き直し 建設事業課 R3実施済

2 東名坂 市道名坂線 市道名坂線537 横断歩道がない 「歩行者注意」の看板の設置 保育幼稚園課 R４実施予定

ちきゅう
保育園

1 水口 新町・貴生川幹線 水口町水口6084-6
交通量が多いが歩道が狭い
甲賀市役所前に横断歩道があるが、交通量が多
く、信号がないので利用しにくい

散歩ルートの変更 園対応 R３実施済

1
本綾
野

市道本綾野１号線 水口町本綾野３付近 交差点も多く見通しも悪い
「歩行者注意」路面表示及び強調表示

「歩行者注意」の看板の設置

建設事業課

保育幼稚園課
R４実施予定

2 名坂
市道名坂線

市道　名坂本綾野２号線
水口町名坂８０
（名坂里公園前交差点）

交通量が多いにもかかわらず、横断歩道やガー
ドレールが少ない

交差点待避場所にガードパイプの設置と
ボラートの設置、歩車道境界ブロック撤
去

建設事業課 R４実施予定

1 牛飼 市道　牛飼・宮ノ前２号線 水口町牛飼９５３付近
深さ50センチ幅42センチで、比較的流れの早い
用水路が10メートルある

溝蓋の設置 建設事業課 R４実施予定

2 牛飼 市道　牛飼・宮ノ前２号線 水口町牛飼立泉寺前 曲がり角が死角となる 「歩行者注意」の看板の設置 保育幼稚園課 R４実施予定

1 綾野 市道樋下・綾野線 水口町水口付近 側溝が深く転落の危険 転落防止柵の設置 建設事業課 R３実施済

2 水口 水口公園 水口町宮の前２付近
公園からの出入り口にあたるが、交通量もあり、
見通しが悪い三差路。横断歩道もなく道を渡ると
きに危険

散歩ルートの変更 園対応 R3実施済

土山
にこにこ園

1 南土山 市道　南土山線 土山町南土山甲４４７付近 用水路がむき出しのため、転落の恐れあり 転落防止柵の設置 建設事業課 R４実施予定

1
大原
上田

南垣外野中線
自転車歩行者優先道路～
 上田川沿い道路

川沿いの道路で草等による境界が曖昧。川に転
落する恐れがある。

一部転落防止柵の設置及びグリーンベ
ルトの設置、外側線の設置

建設事業課 R3実施済

2
大久保
大原中

北垣外後方線 甲賀町大久保９５２付近
歩道と車道の区別がなく、側溝が深く水流が激し
い時がある

溝蓋の設置 建設事業課 R４実施予定

1 小佐治 県道相模・水口線 甲賀町小佐治２９３２付近
歩道はあるが大型トラックが多く、スピードが出て
いて危険を感じる。ガードレールなし。

減速マークの設置 甲賀土木 R４実施予定

2 神保 保育園裏農道 甲賀町神保１６２３付近
保育園裏に川があるが、草が生え農道との境目
がわかりにくい

散歩ルートの変更 園対応 R3実施済

1 野田
市道　野田・竜法師線
市道　野田・新治線

甲南町新治２２０２付近
交通量が多い（特に朝の登園時）にもかかわら
ず、歩道と車道の区別がなく、横断歩道もない

外側線、グリーンベルトの設置 建設事業課 R４実施予定

2 野田
市道　野田・竜法師線
県道　草津・伊賀線

野田交差点
交通量が多い大きな交差点だが、歩道と車道の
区別がない

ガードパイプの設置 甲賀土木 R４以降実施予定

1 野田
市道　野田・竜法師線
市道　野田・新治線

甲南幼稚園駐車場付近
抜け道になっているのか交通量が多く、十字路
になっているものの、横断歩道がないため渡りに
くい。スピードを出して走る車もある

「歩行者注意」路面表示及び強調表示

「歩行者注意」の看板の設置

建設事業課

保育幼稚園課

R４実施予定

2 野田 市道　野田・竜法師線 甲南幼稚園駐車場付近
道幅が狭く、車道と歩道の区別がなく、車とのす
れ違いが危険

「交差点減速」路面表示及び強調表示
「減速」路面標示

建設事業課 R４実施予定

1 希望ケ丘 県道１２８線沿い 甲南のぞみ保育園付近
車道と歩道の境界線があるものの道幅が狭く、
車が歩道に乗り込むことがあり、危険。

道路整備事業で道路拡幅予定 甲賀土木
R４以降

（事業実施中）

2 希望ケ丘 県道１２８線沿い 甲南のぞみ保育園付近
交差点がなく、スピードが出ている車が多い。死
角となる場合があり、園敷地内に車が侵入する
恐れもあり、危険

クッションドラムの設置
アローマークの表示

甲賀土木
R3実施済

R4実施予定

1 野尻
草津伊賀線
県道４号線

甲南町野尻４００付近

信号に行くまでの道に車道と歩道の区別はある
が、避難車が移動できるだけの幅がなく、白線か
らはみ出してしまうため、危険。段差もあり、避難
車が傾き、危険。

道路側溝の整備 甲賀土木 R４実施予定

2 野尻
草津伊賀線
県道４号線

甲南町野尻１００信号付近
避難車に園児を乗せ信号待ちをする際、交通量
が多く、大型車も通るので待避所のスペースが
狭く、危険

グリーンベルトの設置 甲賀土木 R４実施予定

1 牧 市道　長野・牧線 信楽町牧８７３付近
アスファルト部分と土の部分との段差が生じてい
るため転落の危険がある。

路肩盛り土 保育幼稚園課 R4実施予定

2 牧 市道　牧本線 信楽町牧８６８付近
道幅が狭く交通量が多いが、白線が消えている
ため、歩道と車道の区別ができない

外側線移設・グリーンベルトの設置 建設事業課 R４実施予定
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※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。


