
該当分に○を付けてください。

○ 平成24年8月31日締切分

○ 平成24年11月30日締切分

市町村名：久米島町

学校名　 ：久米島小学校・大岳小学校・比屋定小学校・美崎小学校・清水小学校・仲里小学校

のセルに入力をお願いします。

通し番号 通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容

1 久米島町字仲泊琉球銀行前県道89号線

交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がな

い。路駐が多い。

2

久米島町字仲泊県道242号線鳥島漁港

から役場まで

歩道と車道の区別がない。

3 久米島町字仲泊au前県道89号線 横断歩道が無く，渡りにくい。

4 久米島町字鳥島89号線清水小近く

交通量が多いにもかかわらず，歩道と車道の区別が無

清水小学校

清水小学校

清水小学校

清水小学校

通学路通学路通学路通学路のののの安全点検状況安全点検状況安全点検状況安全点検状況（（（（学校報告様式学校報告様式学校報告様式学校報告様式））））

【【【【様式1-1小学校様式1-1小学校様式1-1小学校様式1-1小学校】】】】

備考

教育委員会でも分かる

ように記載。

対策を立てるために、検討しや

すいよう具体的に。

4 久米島町字鳥島89号線清水小近く

い。

5 久米島町字兼城県道89号線 歩道がない。草がのびていて危ない。

6

県道８９号から嘉手苅７１３番地に向けて

路地を南に約２０ｍ進んだ場所にある用

水路の橋

歩道と用水路の間に柵がない

7

嘉手苅９３・９４番地近くの県道８９号沿い

の用水路上の歩道

歩道と用水路の間に柵がない

8 嘉手苅１６２番地裏の道路 歩道と用水路の間に柵がない

9 嘉手苅１３３番地の西側の道路 歩道と用水路の間に柵がない

10 県道２４２号、仲地のくぼた営業所前

交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がな

い。

11 宇江城公民館前の歩道 見通しが悪く、横断するのが危険

12

比屋定小正門から３０ｍ宇江城寄りの歩

道

１５ｍほど歩道がない箇所がある。

13 正門から比屋定よりの歩道全般 草が茂っていて何度かハブが出没している

14

県道８９号線と町道真謝１７号線の交差

点

運転者、歩行者とも見通しが悪い。一時停止線、側線の

白線が消えている。白線と横断歩道の設置が必要。

15 サンガーター入り口と県道８９号線交差点

交通量が多い（特に朝の通学時間）が、横断歩道が２カ

所しかなく、標識もない。

清水小学校

清水小学校

久米島小学校

美崎小学校

美崎小学校

久米島小学校

久米島小学校

久米島小学校

比屋定小学校

比屋定小学校

比屋定小学校

大岳小学校

15 サンガーター入り口と県道８９号線交差点

所しかなく、標識もない。

16 蔵元と町道真謝１７号線交差点

蔵元の塀で見通しが悪い。停止線と横断歩道の設置が

必要。

17 県道８９号線

部落内の車道で道幅が狭く、歩行者用の白線が消えて

いる。側道からの見通しも悪い。

18 ちちぢ川沿い歩道

台風でフェンスが２０メートルほど倒れており、川に落ち

る危険性が高い。歩道の草が伸び放題。

19 仲里小学校西側の用水路ガードレール

ガードレール下から道路路面までの幅が広いので、危

険

20 用水路を南側、２００ｍほど先右手 柵が腐食・破損

21 南側用水路の西側歩道 雑草が多いため、安全に登下校できない

22 仲里教習所から銭田向け右側歩道 雑草が多いため、安全に登下校できない

23 イーフココストアの駐車場 車の出入りが多いため、厳重な安全確認が必要

24 銭田橋

橋の老朽化工事中の為、大型トラック等の交通量が多

い

25 銭田三栄橋 橋のガードレール老朽化・破損

26 仲里郵便局　　東側

くもん側からの横断の際、見通しが悪く危険。交通量も

多い

27 仲里郵便局近く 交差点でもあることから交通量が多い

28 Ａコープ駐車場入り口 車の出入りが多いため、厳重な安全確認が必要

美崎小学校

美崎小学校

美崎小学校

美崎小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

28 Ａコープ駐車場入り口 車の出入りが多いため、厳重な安全確認が必要

29 学校から泊まり向け歩道 歩道が狭く、通学に支障がある

30

アイランドホテル近くから島尻までの一周

線

人通りが少ないため、一人歩危険

31 銭田公民館近くから新城釣り具店 カーブが多く歩道がないため、車に注意

32 学校南側交差点 交差点でもあることから交通量が多い

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校

仲里小学校



該当分に○を付けてください。

のセルに入力をお願いします。 ○ 平成24年8月31日締切分

○ 平成24年11月30日締切分

【【【【様式2-1様式2-1様式2-1様式2-1（（（（小学校小学校小学校小学校：：：：指定都市指定都市指定都市指定都市・・・・市町村教育委員会市町村教育委員会市町村教育委員会市町村教育委員会）】）】）】）】

市町村名 久米島町

国道・県道・

市町村道 通学路の変更 ボランティア等による立ち番など その他

1 清水小学校 1 県道 実施 琉球銀行前県道89号線 8月8日 次年度施工予定 ○

2 清水小学校 2 県道 実施

久米島町字仲泊県道

242号線鳥島漁港から

役場まで

8月8日 次年度施工予定 ○

3 清水小学校 3 県道 実施

久米島町字仲泊au前県

道89号線

8月8日 警察署との調整を要する

4 清水小学校 4 県道 実施 県道89号線清水小近く 8月8日 次年度施工予定 ○

5 清水小学校 5 県道 実施

兼城県道89号線　長井

商店前

8月8日 H24.8 ○

6 久米島小学校 6 町道 実施

県道８９号から嘉手苅７

１３番地に向けて路地を

南に約２０ｍ進んだ場

所にある用水路の橋

8月8日 予算調整を図りながら、今後柵設置を検討する ○

7 久米島小学校 7 県道 実施

嘉手苅９３・９４番地近く

の県道８９号沿いの用

水路上の歩道

8月8日 H24.8 ○

8 久米島小学校 8 町道 実施

嘉手苅１６２番地裏の道

路

8月8日 予算調整を図りながら、今後柵設置を検討する ○

対策を実施しない（できない）理由（※３）合同点検実施有無 危険箇所・要注意箇所の場所

通学路通学路通学路通学路のののの安全点検状況安全点検状況安全点検状況安全点検状況（（（（市町村市町村市町村市町村とりまとめとりまとめとりまとめとりまとめ様式様式様式様式））））

合同点検日学校名通し番号

学校による対策

（Ａ）平成24年8月31日締切分 （Ｂ）平成24年11月30日締切分

道路管理者による対策 警察署による対策

（Ｃ）実施した対策（※２）

危険箇所番号 対策を実施した時期

提出時点で既に実施した対策に○

実施・未実施かどち

からを入力。

様式１-１で学校に付し

た通し番号を入力

11月30日までに対策を実施で

きていない場合は、その理由と

実施予定時期を入力。未定の

※8月締切分で、ご報告いただいた

分も含めて提出をお願いします。

8 久米島小学校 8 町道 実施

路

8月8日 予算調整を図りながら、今後柵設置を検討する ○

9 久米島小学校 9 町道 実施

嘉手苅１３３番地の西側

の道路

8月8日 予算調整を図りながら、今後柵設置を検討する ○

10 大岳小学校 10 県道 実施

県道２４２号、仲地のく

ぼた営業所前

8月8日 次年度施工予定 ○

11 比屋定小学校 11 県道 実施 宇江城公民館前の歩道 8月8日 今年度施工予定 ○

12 比屋定小学校 12 県道 実施

比屋定小正門から３０ｍ

宇江城寄りの歩道

8月8日 用地買収ができないため ○

13 比屋定小学校 13 県道 実施

正門から比屋定よりの

歩道全般

8月8日 H24.8 ○

14 美崎小学校 14 県道・町道 実施

県道８９号線と町道真

謝１７号線の交差点

8月8日 予算調整を図りながら、今後停止線等設置を検討する ○

15 美崎小学校 15 県道 実施

サンガーター入り口と県

道８９号線交差点

8月8日 警察署との調整を要する

16 美崎小学校 16 町道 実施

蔵元と町道真謝１７号

線交差点

8月8日 予算調整を図りながら、今後停止線等設置を検討する ○

17 美崎小学校 17 県道 実施

県道８９号線　泊公民館

前等

8月8日 次年度施工予定 ○

18 美崎小学校 18 町道 実施 ちちぢ川沿い歩道 8月8日 H24.8 ○

19 仲里小学校 19 町道 実施

仲里小学校西側の用水

路ガードレール

8月8日 今年度施工予定 ○

20 仲里小学校 20 町道 実施

用水路を南側、２００ｍ

ほど先右手

8月8日 予算調整を図りながら、今後柵設置を検討する ○

21 仲里小学校 21 町道 実施 南側用水路の西側歩道 8月8日 今年度施工予定 ○

22 仲里小学校 22 県道 実施

仲里教習所から銭田向

け右側歩道

8月8日 次年度施工予定 ○

23 仲里小学校 23 その他 実施

イーフココストアの駐車

場

8月8日 今年度施工予定 ○

24 仲里小学校 24 町道 実施 銭田橋 8月8日 今年度施工予定 ○

25 仲里小学校 25 町道 実施 銭田三栄橋 8月8日 今後排水路改修工事が予定されているため、その工事で対策したい

26 仲里小学校 26 町道 実施 仲里郵便局　　東側 8月8日 今年度施工予定 ○ ○

27 仲里小学校 27 県道 実施 仲里郵便局近く 8月8日 今年度施工予定 ○

28 仲里小学校 28 県道 実施 Ａコープ駐車場入り口 8月8日 今年度施工予定 ○

29 仲里小学校 29 県道 実施 0 8月8日 道路管理者と検討を要する ○

30 仲里小学校 30 町道 実施

アイランドホテル近くか

ら島尻までの一周線

8月8日 H24.9 ○ ○

31 仲里小学校 31 町道 実施

銭田公民館近くから新

城釣り具店

8月8日 今年度施工予定 ○

32 仲里小学校 32 町道 実施 学校南側交差点 8月8日 今年度施工予定 ○

※１　合同点検の結果は、（Ａ）欄に入力をお願いします。合同点検できていない場合は、その理由も簡潔に入力してください。（例．9月に実施予定）

★平成24年8月31日締切分→（Ａ）欄は必ず入力。（Ｂ）（Ｃ）欄は必要に応じて入力。

※３　なお、対策メニュー案の検討や作成の段階で、対策を要しない（できない）と判断された場合は、その理由を入力してください。

★平成24年11月30日締切分→（Ｂ）（Ｃ）欄は必ず入力。（Ａ）欄は、8月までに合同点検が実施できていなかった場合のみ入力。

※２　提出時点で、合同点検を受けて、既に対策を実施している場合は、（Ｂ）欄に入力し、（Ｃ）欄の該当する項目に○をつけてください。（学校は、対策内容についても○を付けてく

ださい。選択肢がない場合は、その他欄に直接入力してください。）



該当分に○を付けてください。

○ 平成24年8月31日提出分

のセルに入力をお願いします。 ○ 平成24年11月30日提出分

市町村名 久米島町

全公立小学校数 6 校

１．報告学校数 合計 6 校

２．危険箇所数 合計 32 箇所

３．緊急合同点検実施箇所数 合計 32 箇所

４．対策必要箇所数 合計 32 箇所

　　　　　　　　　うち、対策済み箇所数 合計 5 箇所　　　→ ★対策済み箇所における対策メニュー（件）

　　　　　　　　　うち、対策予定箇所数 合計 16 箇所

　　　　　　　　　うち、対策未定箇所数 合計 11 箇所 通学路の変更
ボランティア等による立ち番など

その他

【【【【様式3-1様式3-1様式3-1様式3-1（（（（小学校小学校小学校小学校：：：：指定都市指定都市指定都市指定都市・・・・市町村教育委員会市町村教育委員会市町村教育委員会市町村教育委員会）】）】）】）】

学校による対策

通学路通学路通学路通学路のののの安全点検状況安全点検状況安全点検状況安全点検状況（（（（市町村報告様式市町村報告様式市町村報告様式市町村報告様式））））

※8月締切分で、ご報告いただ

いた分も含めて報告をお願い

対策済み、対策予定、対策未定

箇所数を入力することで、自動

　　　　　　　　　うち、対策未定箇所数 合計 11 箇所 通学路の変更
ボランティア等による立ち番など

その他

道路管理者による対策

4

警察署による対策

1

５．緊急合同点検をできていない主な理由

・

・

・

６．対策を実施しない（できない）主な理由

・H25施工予定箇所の為

・用地買収ができない為

・予算調整を図りながら、今後検討を行う為

７．通学路の合同点検に関する関係機関等との協議の状況（自由記述）

（名称、開催状況・予定、構成員、開催テーマ等を記入）

・平成24年8月8日（水）に警察、南部土木事務所、久米島町役場　建設課、総務課、各小学校と合同点検を行った。

・

・


