
令和２年度　通学路改善要望と対応状況等 　

■新規要望

場所 現地写真 その後の対応等 現地写真

1 明倫小学校 東田町西区の２
川の溢水防止対策を講じてほし
い。

下水道建設課
土木課

下水道建設課：
新堀川の溢水については、令和２年５月に堀内
雨水ポンプ場が供用開始したため、排水の改善
が期待できる。
土木課：
市道の水たまりは現地確認では発見できなかっ
たが、令和元年度に要望箇所周辺の舗装、凹み
の補修等を行い、雨水がグレーチングの中に流
れるようにしたため、若干改善したということ
かもしれない。

同左

2 椿西小学校 大屋・ダイソー横トンネル
水はけが悪く、大きな水たまりが
できるため、排水設備を改善して
ほしい。

農政課

当該通路は、農道である。
水たまりは雨水ではなく、湧水。農政課で今後
対応を予定している。
※ 時期未定

水たまりの解消策として、止水対策
等を実施。
また、マットを敷設し、歩行者の通
行確保を行った。

3 椿西小学校 椿
ガードレールが低いため、転落防
止の高いフェンスを設置してほし
い。

山口県萩土木建
築事務所

大井橋は今年度補修設計を行う。
橋梁の補修にあわせて高さのあるガードレール
に変更する予定。
来年度予算がつけば施工予定。

同左

4 椿西小学校
大屋・用水路（ナフコ～マ
シヤマ印刷）

冠水時等に道路と用水路の境界が
分からなくなるため、道路・用水
路の間にガードレール等を設置し
てほしい。

土木課

冠水時にはできるだけ迂回をしてほしい。
境界が分かりづらいので、視線誘導のための
ポールの設置について、検討したい。
要望箇所の付近にはポールが既に設置されてい
るので、同じような形での設置を考えている。

視線誘導ポール及び水路反対側に路
側帯（白線）設置

5 椿西小学校 椿町 歩道の拡幅
山口県萩土木建

築事務所

県道萩三隅線の御許町交差点から橋本橋までの
間について、歩道の拡幅をしている。
※道路全体の幅員を変えず、車道を狭めて歩道
を拡充する事業
要望箇所については、まだ事業化されておら
ず、歩道の拡幅等すぐに対応することは難し
い。
⇒学校での注意喚起等で対応

同左

6 越ヶ浜小学校 後小畑２区
ブロック塀にひび割れがある。
ブロック塀所有者への指導・改善
をしてほしい。

建築課

当該ブロック塀はひび割れ等が見られるが、す
ぐに倒壊する状況ではなく、様子を見ている段
階。
状況が悪化すれば、所有者へ文書等で指導して
いく。
※ 納税通知書にブロック塀の撤去等に関する文
書を同封し、所有者への情報提供を行ってい
る。

同左

対応状況改善要望場所
会議時点の対応方針等No. 学校名 改善要望事項 対応者等
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場所 現地写真 その後の対応等 現地写真

対応状況改善要望場所
会議時点の対応方針等No. 学校名 改善要望事項 対応者等

7 椿東小学校 松陰神社前の交差点 横断歩道のラインの補修 萩警察署
上申済み
※ 県下でも横断歩道の補修要望が多く、すぐに
対応できない状況となっているとのこと。

同左

8 椿東小学校
中小畑（信号機のある横断
歩道）

横断歩道のラインの補修 萩警察署

対応予定なし
※ NO.7に記載のとおり、要望が多い状況であ
り、ほとんどラインが消えているようなものか
ら対応しているため、要望箇所程度のかすれで
は上申しても事業化されないとのこと。

同左
（現地確認済み）

9 椿東小学校
椿東小学校前の無田ヶ原交
差点

横断歩道のラインの補修 萩警察署 同上
同左
（現地確認済み）

10 椿東小学校 無田ヶ原のＪＲ踏切 停止線のラインの補修
萩警察署

土木課・JR

萩警察署：
写真のオレンジ色斜線の塗装は、公安委員会の
設置ではなく、ＪＲか道路管理者が設置したも
のではないか。
白い停止線については、法定表示ではなく、踏
切が分かるようにとのものであるため、（オレ
ンジの斜線等で踏切が認識できることから）塗
替え対応は困難である。
土木課：
写真奥の歩道（写真手前の柵のある歩道から線
路を渡った先）について、自動車が寄ってきて
危険であると未就園児保護者等からも意見をい
ただいている。今後、JRと現場を確認し、土木
課としては、JRに対し、ラインの補修と併せ、
誘導帯（歩道のカラー舗装）等について要望す
る予定としている。

萩警察署：同左
土木課：JR連絡済

11 椿東小学校 松本市
横断歩道のラインの補修、縁石又
はガードレールの設置

萩警察署
山口県萩土木建

築事務所

萩警察署：
横断歩道の補修については上申済み
県土木：
要望箇所の区間は、交通安全事業として、歩道
の拡幅事業を計画している。設計・用地買収を
進めている状況。
松陰神社の方から順次進めるため、要望箇所の
施工がいつになるかは未定である。

萩警察署：塗り替え実施済み
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場所 現地写真 その後の対応等 現地写真

対応状況改善要望場所
会議時点の対応方針等No. 学校名 改善要望事項 対応者等

12 椿東小学校 中の倉出入り口
横断歩道のラインの補修、カーブ
ミラーの設置

萩警察署
土木課

萩警察署：
平成３０年に上申済みだが、未だ実施されてい
ない状況
土木課：
一旦停止の規制があり、目の前に横断歩道もあ
る。そこにカーブミラーをつけることで、車に
注意がいき、歩行者への注意が薄れ、目視を怠
るおそれがある。
一旦停止ラインで停車すれば、合流先の道路の
状況も見えるので、カーブミラーの設置は必要
ないと考える。

萩警察署：同左（現地確認済み）
土木課：カーブミラーは設置しない

13 椿東小学校 上野玉太郎 路側帯の設置 土木課

道路幅も広いので、歩道を設置する方向で検討
している。
予算の都合がつけば今年度実施するが、来年度
以降となる可能性もある。

路側帯設置完了

14 椿東小学校 前小畑～大学入口 カーブミラーの設置 土木課

写真左側は見通しが良く、また右側について
も、一旦停止のラインまで行くと、十分に見え
る状況であるため、カーブミラーの設置は必要
ないと考える。
町内会等からも要望はされていない。

カーブミラーは設置しない。

15 椿東小学校 椿東小学校入口の交差点 無名橋・スロープの撤去
山口県萩土木建

築事務所

以前から所有者を探しているが、見つかってい
ない。権利関係を明確にするため、撤去に当
たっては、所有者を特定してから実施したいと
考えている。
平成24年頃からスロープの撤去についても相談
を受けているが、構造上、スロープの除却には
橋の撤去を行う必要があり、すぐには対応でき
ない。
⇒当面は、学校から児童生徒に注意喚起をして
ほしい。

同左

16 白水小学校 ゴルフ場横
側溝のグレーチングが凹んでいる
ため、取り替えてほしい。

土木課
すでに現場を確認し、対応中である。
※調達中

グレーチング蓋取替え済み

17 白水小学校 みどり橋交差点 停止線のラインの補修 土木課
当該停止線は、公安委員会が設置したものでは
なく、停止指導線に当たる。
年度内には対応したい。

停止線及び路側帯引き直し完了
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場所 現地写真 その後の対応等 現地写真

対応状況改善要望場所
会議時点の対応方針等No. 学校名 改善要望事項 対応者等

18 白水小学校 山田（空家）
道路にブロックが落ちており、倒
壊寸前と思われる。撤去等何らか
の対応ができないか。

建築課
当該空家は、特定空家として、所有者・相続人
に対応依頼を行ってきた物件。先般、業者が家
屋を取得し、６月上旬に解体を行った。

解決済み

19 川上小学校
川上４４６２番地１２（川
上小学校前）

裏門前のカーブミラーのポールが
経年劣化しており、危険なため、
取替えを要望する。正門前のカー
ブミラーも同様。

土木課
土木課で対応予定
正門前：塗装処理
裏門前：建替え検討（来年度以降）

次年度以降対応

20 川上小学校 川上京床（京床バス停前） 横断歩道のラインの補修 萩警察署
2013年に塗り替えた横断歩道であり、対応予定
なし。
※ NO.8参照

同左
（現地確認済み）

21 多磨小学校 萩市江崎（西堂寺付近）
周辺に家屋の一部が落ちており、
荒天時には危険である。撤去等何
らかの対応ができないか。

建築課

所有者（相続人）に助言・指導を行っている
が、対応されていない状況。
倒壊、崩壊、崩落等の危険が切迫しているとき
には、緊急安全措置を講じることは可能である
ため、家屋の状況を見ながら、引き続き所有者
と交渉していく。

所有者へ対応（改善）を求める交渉
を継続中。
今後、建物の状況及び周辺への危険
性を考慮して、必要な場合は、市に
よる緊急安全措置を検討していく。

22 むつみ小学校 高佐下 草刈りの実施
山口県萩土木建

築事務所

萩津和野線は、順次草刈り実施中。天候・地元
要望対応等のため、時期は確約できない。
※ 草刈りの回数は年１回までだが、実施時期の
調整は可能であるため、○月頃がいいといった
希望があれば、総合事務所を通じて又は直接連
絡いただきたいとのこと。

同左

23 むつみ小学校 毛木地区 草刈りの実施 土木課
７月中に地元で草刈りを実施予定。
総合事務所に申し出ていただければ、随時対応
可能。

令和２年７月草刈り実施
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場所 現地写真 その後の対応等 現地写真

対応状況改善要望場所
会議時点の対応方針等No. 学校名 改善要望事項 対応者等

24 佐々並小学校
旧県道佐々並・町絵・美東
線（学校前の道路）

横断歩道・停止線のラインの補修 萩警察署
平成２３年に上申したが、対応されていない状
況。今年再上申する。

R3再上申済み

25 小川小学校 中小川６６６番地 横断歩道のラインの補修 萩警察署 昨年上申済み 塗り替え実施済み

26 川上中学校
主要地方道萩川上線（三徳
橋交差点～川上村農協農業
倉庫）

苔や落ち葉の除去、せり出してい
る木々の切断・除去、急な斜面の
崖崩れ防止の安全対策を要望す
る。

山口県萩土木建
築事務所

歩道内の落ち葉等は除却するが、斜面の木につ
いては、原則所有者が対応する必要がある。
ただし、標識が見えなくなっているところは、
今年度中には対応する予定。

同左

27 むつみ中学校
むつみＢ＆Ｇ海洋センター前
～学校～森林組合むつみ支所

横断歩道・スクールゾーンの表示
のラインの補修

山口県萩土木建
築事務所

公安委員会所管のものではない。
要望のあった箇所を含む広範囲を、来年度補修
施工予定。

同左

28 福栄小中学校
県道１１号沿い歩道（西宗～

桜団地）

縁石はあるが、歩道が狭く、車との
距離が心配である。安全性を高める
ため、ガードレールを設置してほし
い。

山口県萩土木建
築事務所

学校

ポールコーンを縁石の上に設置するのは、現在
違反なのでできない。また、写真の場所の付近
に、道幅が更に狭いエリアがあり、ガードレー
ル設置のスペースが確保できない。
ポールコーンを設置するには、歩道内に設置す
る必要があり、歩道が更に狭くなる。
ポールコーンの設置対応は可能であるが、歩道
が狭くなるため、まずは学校の希望を再度確認
してほしい。

学校において改善要望内容を精査し、改
めて報告を行う。
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令和２年度　通学路改善要望と対応状況等
■継続要望

場所 現地写真 その後の対応等 現地写真

1 椿西小学校
椿町
市民体育館前交差点

縁石が低いため、柵の設置を要望
山口県萩土木建

築事務所

未就学児対策のための道路改善
（松陰神社前からガードレール
等を順次設置）を優先して実施
している。
順次対応中のため要望箇所の施
工時期は未定。

同左

2 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

土木課：
すでに横断歩道が複数設置され
ており、更に路側帯を設置する
ことは難しい。
⇒引き続き見守りや注意喚起で
対応

同左

4 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

同上 同左

5 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 引き続きパトロールを実施 同左

6 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。

土木課
令和２年６月に発注済み。天候
によるが、７月中には完了予
定。

白線引き直し完了

学校名
改善要望場所

改善要望事項 対応者等 R2.7会議時点の状況

3 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

No.

未就学児対策のための道路改善
（松陰神社前からガードレール
等を順次設置）を優先して実施
している。
順次対応中のため要望箇所の施
工時期は未定。

対応状況

同左
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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 R2.7会議時点の状況No.

対応状況

7 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 引き続きパトロールを実施 同左

9 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 同上 同左

10 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 同上 同左

同上

塗り替えについては上申済み。
横断歩道の新設については、歩
行者の滞留スペースが確保でき
ないため、要望箇所への設置は
難しい。

8 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

11 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

同左

塗り替え実施済み

2／2


