
令和元年度　通学路改善要望と対応状況等

場所 現地写真 その後の対応等 現地写真

1 越ヶ浜小学校 萩市大字椿東後小畑３区

国道１９１号につながる箇所は、
車の出入りが多く、やや見通しが
悪い。
登下校する児童が1人になる区間
があるため、警察にも情報として
把握してほしい。

萩警察署 情報として把握
受持ち新川交番に連絡し、随時警戒
パトロールを実施

―

3 椿西小学校
大屋
中国電力萩変電所付近の交
差点

路側帯の拡充又は歩道の整備をし
てほしい。

学校

通学路の検討
（児童の通行を集約して２
段階での横断をなくせない
か）

児童生徒への注意喚起 ―

4 椿西小学校
椿町
市民体育館前交差点

歩行者を守る柵を設置してほし
い。

山口県萩土木建
築事務所

柵の設置箇所の確認をした
上で対応検討

令和元年7月11日現地確認済。
現在、設置を前提に検討中。

―

5 椿西小学校
金谷
金谷交差点

交差点ホワイトクリーニング萩側
に歩行者を守る柵を設置してほし
い。

山口県萩土木建
築事務所

柵の設置箇所の確認をした
上で対応検討

令和元年7月11日現地確認済。
現在、設置を前提に検討中。

―

学校名
改善要望場所

改善要望事項 対応者等 会議時点の対応方針等
対応状況

2 椿西小学校
大屋
リョーキ萩営業所～ユーズ
ボール前にかけての交差点

交差点リョーキ萩営業所側に歩行
者を守る柵を設置してほしい。

山口県萩土木建
築事務所

要望内容を持ち帰り検討
令和元年7月11日現地確認済。
現在、設置を前提に検討中。

―

No.
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場所 現地写真 その後の対応等 現地写真
学校名

改善要望場所
改善要望事項 対応者等 会議時点の対応方針等

対応状況
No.

6 椿西小学校
ビッグ駐車場前（大屋）か
ら日進電機にかけての道

周囲から見えにくく、連れ込まれ
やすい場所があるので、警察によ
るパトロールの強化をしてほし
い。

萩警察署 パトロールの実施
受持ち新川交番勤務員により、随時
パトロールを実施

―

7 白水小学校 JR玉江駅前の横断歩道
駅向かって右側の横断歩道の白線
が消えかかっているので、書いて
ほしい。

萩警察署 山口県警察本部に要望中 上申中 ―

8 大井小中学校
大井橋付近　河野組入口信
号

縁石がなく、大型トラック等の車
両交通量も多いため、安全対策を
講じてほしい。

学校

(山口河川国道事務所萩国道
出張所)
平成２５年にカラー舗装を
行い、カーブ等の標識も設
置済みである。
幅員の確保ができないた
め、縁石の設置は困難であ
る。
⇒学校の通学路の変更は可
能か検討

児童生徒への注意喚起 ―

9 大井小中学校 円光寺古墳入口用水路
大雨のときに水路から水があふれ
るため、対策を講じてほしい。

萩市農政課

流量が多くなりすぎないよ
う取水口の管理を地元管理
者に依頼するが、途中から
の流入があるため、溢水を
完全に防ぐことは困難であ
る。
用水路であり、浚渫・維持
管理のため蓋の設置は難し
く、また、幅員の関係から
防護柵も設置できないた
め、大雨のときには迂回を
お願いする。

― ―

10 大井小中学校
大井
門前橋付近

カーブミラーはあるが、川沿いの
木が繁茂し、見通しが大変悪いた
め、安全対策を講じてほしい。

萩市土木課 現地確認の上、対応検討
道路の川沿いに繁茂していた草木の
伐採を行い、見通しを良くした。
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場所 現地写真 その後の対応等 現地写真
学校名

改善要望場所
改善要望事項 対応者等 会議時点の対応方針等

対応状況
No.

11 大島小中学校
萩市大島赤前地区
（急傾斜地崩壊危険区域）

崖の対策は難しいと思うが、危険
箇所であるため、何か対策はでき
ないか。

学校

（山口県萩土木建築事務
所）
急傾斜地の区域について
は、家屋を保護するための
擁壁の設置など施設や住ま
いの保護を目的とした対策
は行っているが、通路の保
全のための対応は難しい。
迂回するなど、通らないよ
うにお願いする。

児童生徒への注意喚起 ―

12 川上小学校
萩市川上4462番地12（川上
小学校前）

木の枝が茂り、道路標識が見えな
くなっているため、対策を講じて
ほしい。

萩市土木課
６月２０日に対応済み
※毎年草刈りを実施してい
る。

― ―

13 川上小学校
萩市川上筏場5272（旅館萬
力付近）

草木が繁茂しているため、歩道の
整備をしてほしい。

山口県萩土木建
築事務所

お盆頃に草刈り実施予定
令和元年7月11日現地確認済
令和元年7月末に草刈り実施済

14 多磨小学校
多磨小学校校門前
（主要地方道　津和野田万
川線）

白線が消えているので、書いてほ
しい。

萩市土木課 対応予定 対応予定 ―

15 多磨小学校 多磨小学校校門階段前
横断歩道が消えているので、書い
てほしい。

学校
学校敷地内であるため、学
校で対応。

対応検討中 ―

16 むつみ小学校
むつみ小学校、萩市社会福
祉協議会むつみ事務所前三
叉路

横断歩道が消えているので、書い
てほしい。

萩警察署 山口県警察本部に要望中 H30.3.28上申済み ―
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17 育英小学校
須佐整骨院から青葉台への
道

須佐ふるさとづくり協議会の見守
りや集団下校を実施しているが、
登下校する児童が1人になる区間
があり、不安の声が上がってい
る。

萩警察署 パトロールの実施
受持ち須佐駐在所に連絡の上、随時
警戒パトロールを実施

―

19 育英小学校
須佐駅前から入った入江地
区への道路

登下校する児童の見守りがない。 萩警察署 パトロールの実施
受持ち須佐駐在所に連絡の上、随時
警戒パトロールを実施

―

20 育英小学校
弥富公民館から児童宅まで
の道

登下校する児童の見守りがない。
※地域の見守り隊の方が、都合の
つくときには見守りを行っていた
だいている。

萩警察署 パトロールの実施
受持ち須佐駐在所に連絡の上、随時
警戒パトロールを実施

―

18 育英小学校
須佐警察官駐在所からの通
学路

人家が途切れると、登下校する児
童の見守りがない。
洪水被害があったことから、虹橋
を渡ることを危惧する保護者もい
る。
※虹橋は、校長が登校の見守りを
実施している。

萩警察署 パトロールの実施
受持ち須佐駐在所に連絡の上、随時
警戒パトロールを実施

―

21 田万川中学校
萩市下小川
小島交差点

横断歩道が消えているので、書い
てほしい。
バス停側に新たに横断歩道を設置
してほしい。

萩警察署

山口県警察本部に要望中
バス停側の横断歩道につい
ては、現地調査後検討す
る。

塗り替え：R1.6.13上申済み
バス停側設置：横断需要等調査中

―

4／5



場所 現地写真 その後の対応等 現地写真
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22 むつみ中学校

県道萩津和野線13号　萩市
大字高佐下
萩市むつみB&G海洋セン
ター前　対岸歩道

歩道の森林側に転落防止用の柵を
設置してほしい。

山口県萩土木建
築事務所

転落防止用の柵の設置を検
討する。

令和元年7月11日に現地確認済
令和2年2月19日に転落防止柵設置完
了

23 大井公民館
県道吉部下萩線
大井公民館入口付近

横断歩道が消えているので、書い
てほしい。

萩警察署 山口県警察本部に要望中
上申済み
※ 今年度中に塗り替え予定

―

24 大井公民館
国道１９１号
大井浦港入口付近

横断歩道が消えているので、書い
てほしい。

萩警察署 山口県警察本部に要望中 上申済み ―

25 大井公民館
国道１９１号
大井土井地区「１１１－
５・９」表示付近

横断歩道が消えているので、書い
てほしい。

萩警察署 山口県警察本部に要望中 上申済み ―

26 大井公民館
大井円光寺地区市道
大井円光寺公会堂前

横断歩道が消えているので、書い
てほしい。

萩警察署
現地確認の上、山口県警察
本部への要望を検討する。

上申済み
※ 今年度中に塗り替え予定

―
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