
防災の観点による通学路危険箇所について 

学校名 点検日 危険箇所の状況（地震） 危険箇所の状況（その他） 安全指導 安全指導の実施方法 

八幡小学校 

担当：上田 

6月27日 ・18日下校始動時以上の報告なし 

・19日通学路担当による登校指導時、異

常なし 

・27日校区内の主要道路を点検、異常な

し 

・通学班長からの聞き取り実施中 

・随時危険箇所の確認を行って

いる 

実施 ・学校長が学年主任を招集し、

地震に対しての身の守り方、

避難場所の確認を児童に指

導するように指示→実施 

・職員で地域を分担し、下校の

見守り 

・保護者向け文書 

島小学校 

担当：上田 

6月19日 ・通学路に密接する民家（屋根瓦落下お

よび、壁の破損の恐れ） 

→北津田自治会長およびＰＴＡ会長をと

おし、該当の家庭に対し、通学路の安

全についての協力を依頼 

→通学路の変更を検討したが、交通量の

理由から困難 

・通学路沿い空屋２軒 

（屋根瓦落下の可能性） 

→自治会長、まち協会長に相談。自治会

でも危険箇所として報告済 

・王の浜地先 山沿いの道 

（通学路に樹木や竹が覆い被さ

り、暴風や大雪の際に折れて

落下する可能性） 

→7／4通学路合同点検で確認 

 また、できるかぎりの整備を

実施 

実施 ・地区の児童を集め、写真等に

よる危険箇所の周知を行い、

避難行動、非難場所を指導 

・6／27スクールガード研修会

において、地域に危険箇所を

周知する。再度、全校児童に

危険箇所と非難行動につい

て指導する 

沖島小学校 

担当：上田 

6月26日 ・通学路の真横に住宅や小屋 

（倒壊の際） 

・琵琶湖津波発生の可能性 

・裏山崩壊の可能性 

・大雨、暴風、大雪の際は通学

路使用不可 

→本道を使用 

実施 ・朝の会で校長より全校児童に

非常時の対応を指導 

・保護者向け文書 

岡山小学校 

担当：上田 

6月26日 ・エコ村班通学路 桜並木道 

・船木、山の手、南津田班通学路（船木

信号前後通学路沿い）住宅のブロック

塀と瓦 

・山の手班通学路（青根天満宮）鳥居横

の灯籠 

・牧班通学路 住宅のブロック塀 

・加茂班通学路 住宅のブロック塀、町

内案内表示 

・加茂班通学路 日吉神社の社標、灯籠 

・大雨、増水時の危険 

 エコ村班通学路 桜並木道 

（用水路みぞぶたなし） 

 船木、山の手、南津田、小船

木町班通学路 

（用水路のみぞぶたなし） 

 

・強風時の危険 

 エコ村班通学路 桜並木道 

実施 ・18日運動場に避難後、全校児

童に地震時の安全指導を実

施 

・7／6町別児童会で、各町別担

当が災害時における安全指

導を行う 

金田小学校 

担当：小﨑 

6月18・25～27日 ・鷹飼町、西庄町、浅小井町など、町内

の細い道沿いに民家のブロック塀が並

んでいる箇所がある 

・鷹飼団地の墓地を囲むブロック塀は子

どもの背丈より高く危険を感じる 

・地下道（鷹飼町）は昨年度台

風の際、水がついた 

→水害の危険性 

実施 ・保護者向け文書配付の際、各

学級で安全指導を実施 

桐原小学校 

担当：河野 

6月22・27～29日 ・お寺の裏にある墓地を囲むレンガ塀（中

小森地先）→３日間通学路変更 

・7月2日最終報告予定 

・虹の町地先 

（住宅内通学路浸水の可能性） 

→安養寺、上の、篠原、新古川、

光が丘、住吉、下の水所、川

原等にも影響） 

7月11日 ・7／11実施の町別児童会にお

いて、通学時の安全指導休業

中の安全指導を行う（災害、

交通事故、不審者） 

桐原東小学校 

担当：河野 

6月18日 ・個人の家にブロック塀は何カ所かある

が、高すぎる所はない 

・通学路塗装はがれ 

→合同点検箇所 

・特になし 実施 ・各担任より地震時の避難の仕

方や危険箇所に近づかない

ことを指導 

馬淵小学校 

担当：小﨑 

 

6月19・22・26日 ・学区内神社、寺が多く、通学路沿いに

大きな灯籠、石碑、門、鳥居がある 

 （大きな揺れで倒壊の恐れ） 

・新巻、浄土寺、倉橋部は山沿いの場所

に盛り土、石垣（倒壊の恐れ） 

・大型台風では、椿神社などの

大木倒壊の恐れ 

・日野川増水による決壊時、通

学路浸水の恐れ 

・各町内に蓋のない大小さまざ

まな川があり、氾濫の可能性 

実施 ・6／18運動場に避難 

・地震発生時の避難方法につい

て各担任より指導 

・教頭による一斉指導 

・教師による下校の見守り 

北里小学校 

担当：河野 

 

 

 

6月21～25日 

 

 

 

 

・家周りの壁は問題なし（高さ1.3～1.5

ｍほど）2・3段の石垣もあり 

・小田町から野村町へ抜ける小田北赤コ

ンバス停付近の魚の養殖場周りのブロ

ック塀に一部破損 

・学校近くの通学路 

（ブリキ錆びつき、ブリキ飛ぶ

可能性） 

 

 

実施 

 

 

 

 

・余震の可能性、地震時の対応、

危険箇所に近づかないこと

を指導 

 

 

資料５ 



学校名 点検日 危険箇所の状況（地震） 危険箇所の状況（その他） 安全指導 安全指導の実施方法 

武佐小学校 

担当：小﨑 

6月18日 ・周囲の民家の境界の壁を目視および殴

打で確認→異常なし 

・通学路横プール目隠し壁を目視および

殴打で確認→異常なし 

（1.5ｍ、壁の内側に控え壁有、建築基準

に合致） 

・蛇砂川（昭和大橋から公園橋

をぬけて西末広橋付近）川底

に堆積物有 

→大雨で水位上昇 

実施 ・保護者向け文書配付時、担任

より指導 

安土小学校 

担当：川端 

6月19日 ・県道下豊浦鷹飼線（199号）安土町常

楽寺 石像固定無し 

・県道下豊浦鷹飼線（199号）安土町常

楽時871付近  ブロック塀 

・上出町通学路にあるブロック塀 

・盆川 柵なし 安土ニュータウン 

 安土町常楽寺  4箇所 

・グラウンドの北門 石柱  

真ん中にひび割れ有  ２箇所 

・左欄にて 実施 ・地震発生後、全員が避難した

状態で校長より安全指導を

行う 

・保護者向け文書配付 

・各担任より学級指導 

老蘇小学校 

担当：川端 

6月18・１９日 ・東老蘇地区および石寺地区通学路、中

山道沿いにある家屋のブロック塀、老

朽化３件（ひび割れのあるもの有） 

→グリーンベルト側にあるため、倒壊時

危険 

・中山道沿い、西老蘇地区の通学路に古

い家屋や古い木の塀が各２箇所ある 

（倒壊の危険性） 

・中山道 積雪時雪が道の両側

に寄せられるため、道幅が狭

くなる（車と接触の可能性） 

・石寺地区の川では、積雪時道

との境界線がわかりにくい 

（落下する可能性） 

・内野地区には一部蓋のない側

溝があり、積雪時わかりにく

い（足を踏み入れる可能性） 

実施 ・21日朝の打ち合わせで職員に

危険箇所を周知し、各担任よ

り指導 

・東老蘇地区の児童には、教頭

より直接指導を行い、注意喚

起を行う 

八幡中学校 6月26日 ・主要道路 大津、守山、近江八幡線（県

道26号）円山町新郷付近の山側からの

土砂崩れの危険性 

・たねや（ラコリーナ）付近で

は、買い物客が多い（自転車

と自動車の接触の可能性）休

日は部活動の登下校と重なる 

実施 ・危険箇所を通学路として使用

している生徒に集中豪雨や

台風、地震などの際には通ら

ないように指導 

→保護者による送迎 

八幡東中学校 6月27日 ・新幹線、ＪＲ、近江鉄道の脱線事故発

生時被害の可能性 

・国道８号線武佐のアンダー道路 

・篠田の守の近くのブロック塀 

・篠田神社の木 

・鷹飼町のキリン堂の奥にあるＪＲアン

ダーの壁面にひび割れ 

・鷹飼町の神社の灯籠 

→以前倒れた 

・新巻、浄土寺～馬淵の日野川 

・浄土寺～岩倉の山崩れ 

・白鳥川氾濫 

・台風時の鷹飼町北の橋 

・鷹飼町北三角公園の近くの川

の氾濫（流れ速い） 

・ジョーシン電器横の川の増水 

・台風時、長田町の橋、西生来

の橋 

・ベルヴィタウン内川の増水 

・金田小学校横神田川の増水 

・西生来町川の増水 

・蛇砂川増水（末広町、西庄町） 

実施 ・朝、帰りの会で安全指導を行

う 

・1学期終業式においても全校

に安全面の指導を行う 

八幡西中学校 6月26日 ・危険箇所なし ・台風、大雨時日野川氾濫によ

る北里地区（小田町、野村町

などの右岸）桐原地区（住吉

町、池田本町など桐原橋左岸）

水害の恐れ 

7月19日 ・終業式後全校集会で交通安全

と合わせて指導予定 

・各担任より指導予定 

安土中学校 聞き取りのみ ・危険箇所なし ・大雨時、地下道冠水 

・グラウンド横のがけ崩れ 

実施 ・保護者向け文書配付 

・各担任より安全指導 

                                                                    


