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92 A 合同点検 1 R3 元町３２付近
道路幅が狭く、見通しが悪い。「徐行」の道路標示が消えか
けている。

注意喚起の看板等の設置、道路標示の書き直し
吹田市道路管理者 道路が優先なのかわかる路面標示は今年度、もしくは

来年度実施する
令和3年度 安全性が向上したと評価できる。

93 B 合同点検 2 R3 内本町３丁目１０付近
一方通行の道から一旦停止せずに、家の死角から飛び出て
くる車両が多い。

一旦停止を意識できるような看板や道路標示の設置 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状
維持のままになる可能性がある

令和3年度 -

94 A 合同点検 3 R3 朝日町１５付近
旭通り商店街を横断する横断歩道に信号がない上に路上駐
車が多く、車から歩行者が見えにくい。

押しボタン式の信号機設置、路上駐車禁止を喚起 警察
取り締まりができる場所かの確認
声かけの実施を検討する

令和3年度 -

95 B 合同点検 4 R3 元町２０付近
道幅が狭い住宅街にスピードを出して侵入してくる車両が多
く、一方通行を逆走していることもある。

スクールゾーンの色分け、通学路看板の設置 学校
地先の同意を得たうえで自治会からの要望書を出して
もらうと塗り直しを検討できる

- -

96 C 合同点検 5 R1 泉町4丁目31 自転車やバイクとの接触。 カーブミラーの設置 学校
地先の同意を得て、地元自治会と学校からの要望書を提
出してもらえれば、カーブミラーの設置を検討できる。

－ － R3年度要望なし

97 B 合同点検 6 R3 泉町２－３３と泉町４－１６の交差点付近 道路幅が狭いが車や自転車の往来が多い
「止まれ」「停止線」白線の塗り直し
それぞれの電柱の「子供飛び出し注意」の看板が古いので付け替
え

警察、学校
看板の件は、青少年室に確認する
塗り直しを検討する

未定 -

98 B 合同点検 7 R3 泉町３ー１４前道路 Ｔ字路の見通しが悪く危険 停止線と「止まれ」の塗り直し 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持
のままになる可能性がある

未定 -

99 B 合同点検 8 R3 泉町４－２１付近Ｔ字路
見通しが悪い。電柱の看板が古い。
「通学路注意」の文字が消えている

看板の付け替え
白線の塗り直し

学校、吹田市道路管理
者

看板の件は、青少年室に確認する
今年度、もしくは来年度実施する

令和3～4年度 -

100 D 合同点検 12 R1 大阪学院大学グランド付近 道が狭く、自転車等の往来も多い。 歩行者と自転車を区別する。 学校

工事用の仮設道路であるため困難。
既に車両進入禁止時間帯規制（道路交通法）で指定されて
いる看板が設置されています。
学校側で児童に注意喚起してもらう。

－
注意喚起を実施したが、要望内容
以外の対策で再協議を行いたい。

101 C 合同点検 13 R3 南正雀１丁目２４付近 交通量が多い 信号をつけてほしい 学校
道路環境状態により設置を検討するため学校で児童
に注意喚起

令和３年度 アンケート未回答

102 A 合同点検
12
14

R1
R3

岸部南３丁目３２付近
自転車の交通量が多い
本校児童との接触もあり

通学路とわかるようにしてほしい。
自転車のレーンをつけてほしい。

大阪府道路管理者 現地に注意喚起のための看板等を設置します。 令和３年度 アンケート未回答

103 A 合同点検 15 R3 幸町20-1付近 歩道橋が滑って危ない 滑り止めをつけてほしい。 大阪府道路管理者 滑り止め対策を検討します。 令和３年度 アンケート未回答

104 C 合同点検 16 R3 吹東町17付近
知らない人からの声かけ
水路への侵入

不審者対策をしてほしい
水路への侵入を防ぐ対策をしてほしい

学校 学校で安全教育の実施 令和３年度 アンケート未回答

105 C 合同点検 17 R3 南正雀２丁目１１付近 スロープの手すりを登っている 呼びかけの看板等設置してほしい。 学校 学校で安全教育の実施 令和３年度 アンケート未回答

106 A 合同点検 - R3 南正雀３丁目大阪学院大学グラウンド付近 雑草の除去
大阪府道路管理者、学
校

除草しました。（R3.10.21済） 令和３年度 アンケート未回答

107 C 合同点検 - R3 南正雀四丁目9-14付近 車と児童が接触する危険がある 注意喚起 学校 学校で児童に注意喚起 令和３年度 アンケート未回答

108 C 合同点検 - R3 南正雀３丁目南村踏切 車と児童が接触する危険がある グリーンベルトの延長 学校 学校で児童に注意喚起 令和３年度 アンケート未回答

109 B 合同点検 - R3 南正雀4-1-1 道幅狭く歩道ライン越えて車が行きかう。
警察、吹田市道路管理
者、学校

取り締まり実施済み
地先の同意を得たうえで自治会から要望書が出れば
実施する

令和３年度 アンケート未回答

110 C 合同点検 18 H29 南吹田5丁目16番・17番の間　19番・21番の間
道幅が広く車がよく通るが、歩道もグリーンベルトもなく、道
路沿いに駐車・駐輪が多いので危険。

歩道かグリーンベルトの設置　　　　　路駐の取り締まり 吹田市道路管理者
学校、PTA、自治会で意見をまとめて市に要望できれ
ば、グリーンベルトの対策は可能

－ － R3年度要望なし

111 B 合同点検 19 R3 南吹田5-14-34付近 横断歩道の白線が薄くなっている。 白線の塗り直し。 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状
維持のままになる可能性がある

未定 -

112 B 合同点検 20 R3 南吹田3-22 トンネルの高さが1.7ｍ、幅も広く傾斜もあり危険。 看板の設置や照明の増加。 吹田市道路管理者 時期未定だが、天板の張り替えを実施予定 未定 -

113 A 合同点検 21 R3 吹田市南清和園町１７－１
ＪＲガード下を自転車・バイク・歩行者がよく通るが、道が狭く
て暗い。

明るい街灯を設置してほしい。ガード下は昼でも暗い。 吹田市道路管理者 LED交換済 令和3年度 安全性が向上したと評価できる。

114 C 合同点検 22 H29 原町3丁目宮が谷池 道が狭く、側溝に蓋がない。道が暗い 蓋の設置、街灯の設置 学校
民地内の側溝であるため、地先の同意が必要になる。
街灯は自治会で地先の同意を得て、市に要望する。

－ － R3年度要望なし

115 C 合同点検 23 H29 原町1丁目6 人通りが少なく、街灯も少ない 街灯の増設 学校
街灯は自治会で地先の同意を得てから市に要望す
る。

－ － R3年度要望なし

116 A 合同点検 24 R3
片山町１７の十字路（大久保歯科を曲がってす
ぐ）

下り坂で自転車が勢いよく走ってくる。 スピード注意の看板設置 学校 場所の再確認をしてもらう 令和3年度 注意喚起の実施済。

117 A 合同点検 25 R3 今池周辺 駐車車両が多い。 駐車禁止の看板設置 学校 学校で児童に注意喚起 令和3年度 注意喚起の未実施。

118 A 合同点検 26 R3 原新池公園周辺
カーブミラーはあるが、見通しが悪く、車がスピードを出して
進入してくる。

※児童への指導以外は特になし 学校 学校で児童に注意喚起 令和3年度 注意喚起の実施済。

119 B 合同点検 27 R3 千一公民館横T字路
カーブミラー（右側）がほぼ見えていない。「止まれ」の表示が
薄い。

カーブミラーの位置と線の修正 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状
維持のままになる可能性がある

-

120 A 合同点検 28 R3 原町２丁目１５－５付近 空地の雑草が多い、視界が悪い。 雑草の撤去 学校
管理者不明のため対策できない。
学校で児童に注意喚起

令和3年度 注意喚起の実施済。

121 A 合同点検 29 R3 宮が谷池周辺 「池の出入口のため駐車禁止」の文字が薄く、路駐が多い。 看板の修繕 吹田市道路管理者 ターポリン設置済み 令和3年度 安全性が向上したと評価できる。

122 B 合同点検 30 R3 原町１丁目　宮原商店前十字路 住宅を建築中で視界が悪くなった。 カーブミラーの設置 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状
維持のままになる可能性がある

-

123 A 合同点検 31 R3 原町なかよし遊園前 駐車車両が多い。 駐車禁止の看板設置 吹田市道路管理者 ターポリン設置済み 令和3年度 安全性が向上したと評価できる。

124 B 合同点検 32 R3
原町３丁目
坂の上の押しボタン式信号

歩行者、車ともに信号無視が多い。 飛び出し注意の看板設置 警察 押しボタン式を黄色点滅を変更するか検討する 令和3年度 -

125 B 合同点検 33 R3 原町３丁目２０・２１付近 見通しが悪く、自転車が飛び出してくる。 飛び出し注意の看板設置 学校 学校で児童に注意喚起 令和3年度 注意喚起の未実施。

126 B 合同点検 34 R3 藤が丘、原会館周辺、片山町４丁目周辺 側溝に蓋がない。 グレーチング設置 学校 学校で児童に注意喚起 令和3年度 注意喚起の未実施。
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127 A 合同点検 35 R3 千里山東公園の先の１２１号線 車から死角となる場所があり危険 ミラーなどの設置 学校
カーブミラーは歩行者に対して設置していない、学校で児童に注
意喚起

令和3年度 注意喚起の実施済。

128 B 合同点検 36 R3 千里山松ヶ丘　万福寺前交差点
信号のない交差点で見通しが悪く交通量が多い。一時停止
無視の車も多く危険

優先道路をわかりやすくする 吹田市道路管理者 今年度、もしくは来年度実施する 令和3年度 -

129 B 合同点検 37 R3 吹田市千里山東３丁目　関大へ向かう三差路
見守り隊の方と保護者のボランティアが見守り。見守りなしで
は危険。横断歩道もなくどの方向にも車が行き交う。朝の３０
分間で１２０台もの自動車やバイクが通っている。

横断歩道や信号機の設置 警察、学校 調査については実施済みで横断歩道の設置を検討 令和3年度 -

130 C 合同点検 38 H29 千里山西５ー４７ 交通量が多い。 対策希望 吹田市道路管理者
注意喚起の看板、グリーンベルトの対策を講じてい
る。学校とPTAで具体的な要望をまとめて再度要望す
る。

－ － R3年度要望なし

131 C 合同点検 39 H29 千里山西３ー３２ 三叉路の見通しが悪い 対策希望 吹田市道路管理者
カーブミラー、指導停止線の対策を講じている。学校と
PTAで具体的な要望をまとめて再度要望する。

－ － R3年度要望なし

132 C 合同点検 40 H29 江坂町５付近 車の交通量が多い、信号等少ない 対策希望 吹田市道路管理者 要望内容検討中。 － － R3年度要望なし

133 C 合同点検 41 R1 千里山西4丁目 モモヤ前横断スペース少ない。
モモヤ前付近に歩道スペースの確保。信号を歩車分離式にしてほ
しい。

学校
以前から要望内容は把握している。
自治会と学校からの要望書を提出してもらえれば、歩車分
離式信号にすることを検討できる。

－ － R3年度要望なし

134 C 合同点検 42 R1 円山町
垂水西橋付近は、日生グランドの開発が完成すれば通学路
となる。

グリーンベルトや横断歩道の設置 学校
通学路に指定されてから、自治会・学校からの要望書を提
出してもらえれば、グリーンベルト、横断歩道等の設置を検
討できる。

－ － R3年度要望なし

135 A 合同点検 a R3 千里山竹園１丁目２４ 横断歩道あるが、車徐行しない。 保育園に横断旗など設置できないか？ 警察、学校
交番にパトロールを依頼
学校で児童に注意喚起

令和３年度 注意喚起の実施済。

136 A 合同点検 b R3 千里山西１丁目２８ 関大前方向から陸橋側の人が見えない。 ミラーなどの設置？ 学校
カーブミラーは歩行者に対して設置していない、学校で児
童に注意喚起

令和３年度 注意喚起の実施済。

137 D 合同点検 43 H29 千里山竹園1丁目27番付近 平成30年4月から目の不自由な児童の通学路になる。 信号を音響信号に変えてほしい 学校
市内全域での優先順位などを検討したが、音響信号
の設置は難しいです。学校側で児童に注意喚起しても
らう。

－
注意喚起を実施したが、要望内容
以外の対策で再協議を行いたい。

R3年度要望なし

138 C 合同点検 44 R1 春日4丁目11番と20番の間
視覚障がいのある児童が信号を渡るのに音響信号ではない
ため危険。

音響信号の設置。 警察 視覚障がい者団体からの要望を確認し、検討する。 － － R3年度要望なし

139 A 合同点検 45 R3
春日2丁目と1丁目の間の道（おさんぽ公園から
サンヴェール辺りまで）の側溝

側溝の上にグレーチング蓋がないところがあり、児童が側溝
に落ちてしまうことがある。

グレーチング蓋の設置 学校 学校で児童に注意喚起 令和３年度 注意喚起の実施済。

140 A 合同点検 - R3 春日4丁目1-3 交通量が多く危ない 交通量を減らす 学校、警察
地先の同意を得たうえで一方通行に関する要望書を警察
に提出してもらう
学校で児童に注意喚起

令和３年度 注意喚起の実施済。

141 A 合同点検 46 Ｈ24 竹谷町　歩道上 歩道はあるが交通量が多い。 ガードレールの設置が必要。 学校 通学路変更による対策済 未定 － R3年度要望なし

142 B 合同点検 47 R1 佐井寺3丁目6番
車道と歩道の区別がない。登下校時以外も子供たちが多く
出入りしている上、交通量も多いので注意。

グリーンベルトの設置。 学校
自治会と学校からの要望書を提出してもらえれば、グ
リーンベルトの設置を検討できる。

－ － R3年度要望なし

143 A 合同点検 48 R3
かみや歯科前交差点
吹田市佐井寺１丁目２６番付近

交差点の角のマンションの車庫に壁が立って見通しが悪い。 ガードレールにミラーを設置してほしい。 学校 学校で児童に注意喚起 令和3年度 注意喚起の実施済。

144 A 合同点検 49 R3
吹田コープ前信号
竹谷町３番付近

信号が古いタイプで見えにく。青になっても気づかない児童
がいる。

信号の点灯が見えやすい信号に変えてほしい。 警察 更新する 令和3年度 安全性が向上したと評価できる。

145 A 合同点検 50 R3
南ヶ丘こども園前
南ヶ丘３番付近

こども園の送迎、自転車・バイクの交通量が多く、とても危険
な場所である。

こども園側から地下道側へ渡るところに横断歩道を設置してほし
い。

学校 学校で児童に注意喚起 令和3年度 注意喚起の実施済。

146 A 合同点検 51 R3
やまや前
佐井寺３丁目２１番付近

歩行者、自転車、バイクが多く通るので危険である。 横断歩道または、注意を促す標識や塗装を設置してほしい。 学校 学校で児童に注意喚起 令和3年度 注意喚起の実施済。

147 A 合同点検 c R3
新池公園前交差点
佐井寺３丁目１番地付近

ワークセンターとマンションの間の小道から出てくる歩行者と
自転車、坂から降りてくる自転車の接触しやすい。

自転車がスピードを緩めるような仕掛けを考える必要がある。 学校 剪定済み 令和3年度 安全性が向上したと評価できる。

148 B 合同点検 52 R3
五月が丘東５・６・７
モナートテラス・フォーシーズンズと緑地の間の道
から紫金山公園へ向かう道のＴ字路

公園からそのまま道路へ飛び出してしまい、
そこを通る車と接触する可能性がある。

車に対して一旦停止の標識と停止線を引いてほしい。 警察
現地に止まれがあるのでこれ以上設置できない。
塗り直しを検討し、基本的に塗り直しを実施するが、場
合によっては現状維持のままになる可能性がある

未定 -

149 A 合同点検 53 R3
五月が丘南１４・２１
リズコートとカーサメイヒルズの間の道からせせら
ぎの道へ至る交差点

信号機がないので、「危なかった」という情報が
保護者からよせられている。

信号機を設けてほしい。 学校
横断歩道が設置されているため信号機の新設は難し
い。
学校で児童に注意喚起

令和３年度 注意喚起の実施済。

150 B 合同点検 54 R3 岸部中と岸部南を結ぶ地下トンネル
スピードを出して走行する自転車の
通行量が多い　　昼でも薄暗い

トンネル内の照明を増やして欲しい
既存のペイントの塗り直し

吹田市道路管理者
ペイントの塗り直しは今年度、もしくは来年度実施する
照度に関しては満足しているので増設しない

令和3年度 -

151 A 合同点検 55 R3 岸部中2丁目ことぶき第一遊園の前の歩道
遊園内の樹木が歩道にはみ出し歩道が狭くなっていてそこ
を自転車と人が輻輳し危険

樹木の管理 学校 改善済み 令和3年度 安全性が向上したと評価できる。

152 A 合同点検 56 R3 正門前から岸部中3丁目農園と幼稚園の間の道 道幅が狭く、歩道と車道の区別がない、あっても狭い 登下校時間帯の車両の通行制限
警察、学校、吹田市道
路管理者

通学路とわかるターポリン設置
学校で児童に注意喚起

令和3年度 注意喚起の実施。

153 A 合同点検 - R3 岸部南３丁目-17.18
車が通行できずバックで戻ってくることが多い
その車と接触する可能性がある

注意喚起の看板設置 学校
私道のため設置ができない
学校での児童への注意喚起。

令和３年度 注意喚起の実施。

154 A 合同点検 57 R3 学校前信号交差点東側

グリーンベルトはあるが、歩道が狭く信号待ちしているときに
込み合って、グリーンベルトからはみ出てしまう。また、車の
行き来が多いため、児童とすれ違いざまにぶつかりそうにな
る。

朝の一定時間、車の交通量を減らすために一方通行にする。 学校、警察 信号の秒数を、時期未定だが１０秒、時間延長できる 令和３年度 安全性が向上したと評価できる。

155 B 合同点検 58 R3 岸部北二丁目１７番付近から２４番に向かう道路
車の通行量が多いうえ、この道を利用する児童も多い。
道の両側にグリーンベルトがあるものの薄くなっている。

道の両側グリーンベルトを引き直してほしい。 学校
地先の同意を得たうえで自治会からの要望書が出れ
ば検討できる

未定 -

156 A 合同点検 59 R3 岸辺北二丁目１７番付近の交差点
横断歩道があるものの車の通行量が多いうえ、この道を利
用する児童も多く、危険。

信号を設置してほしい。 学校 信号の新設は難しいため、学校で児童に注意喚起 令和３年度 注意喚起の実施。

千里第二小

千里第三小

佐井寺小

東佐井寺小

千里新田小

岸部第二小

岸部第一小
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                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対　策　一　覧　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和3年度要望箇所　、　未対策箇所)

番号 小学校名 種別 要望・点検種別
箇所図
番号

年度 通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容 道路管理者・学校関係者・警察等に対しての要望事項 事業主体 対　策　結　果 対策年度
効果検証、注意喚起の実施確認

（アンケート調査）
再対策要望

令和4年3月時点

B：対策予定 D：再協議予定

種別凡例 A：対策済 C：対策未定 資料－1

157 D 合同点検 60 R1
垂水町3丁目32（豊津中学横・内環状線下、広芝
公園に向かうトンネル）

電灯も無く夜は人通りも少ないので心配。 電灯をつけるなどの対応がほしい。 学校
通学路ではないため、正規の通学路を通行するよう学
校側で児童に注意喚起してもらう。

－
注意喚起を実施したが、要望内容
以外の対策で再協議を行いたい。

R3年度要望なし

158 B 合同点検 61 R3 145豊中吹田線
横断歩道の白線が消えている。
児童は横断歩道を渡っていても、車側から白線が見えない
ので危険。

はっきり見えるように塗り直し。 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状
維持のままになる可能性がある

令和3年度 -

159 B 合同点検 62 R3 本校正門前道路（公民館～新御堂筋間）
横断歩道の白線が消えている。
児童は横断歩道を渡っていても、車側から白線が見えない
ので危険。

はっきり見えるように塗り直し。 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状
維持のままになる可能性がある

令和3年度 -

160 B 合同点検 63 R3 江坂ポプラ通り付近
横断歩道の白線が消えている。
児童は横断歩道を渡っていても、車側から白線が見えない
ので危険。

はっきり見えるように塗り直し。 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状
維持のままになる可能性がある

令和3年度 -

161 A 合同点検 - R3 バイクの通り抜けが多い 注意喚起 ターポリンを設置済み 吹田市道路管理者 ターポリン設置済み 令和３年度 安全性が向上したと評価できる。

162 C 合同点検 64 R1
名神豊津遊園近く信号付近（江坂二丁目17－12
付近）

信号が短く、渡り切れない。
待機場所がない（狭い白線のみ）

信号の時間延長、待機場所の拡大 警察

青の時間は十分とれており、延長はできない。
道幅が狭く待機スペースの拡大はできない。
自治会と学校からの要望書を提出してもらえれば、グリー
ンベルトの設置を検討できる。

－ －

163 B 合同点検 65 R3 豊津町３２－３６付近 歩道・横断歩道がない
横断歩道の設置
路面標示「止まれ」の塗り直し

警察
設置はできない
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持
のままになる可能性がある

未定 -

164 B 合同点検 66 R3 豊津町３６－１０付近 歩道がない
グリーンゾーンの設置
難しい場合、路肩ラインの設置

学校 学校で児童に注意喚起 令和3年度
学校側で児童に注意喚起等を行

う。

165 A 合同点検 67 R3 豊津町５９－３付近 一方通行で車両通行量が多い 路面標示「スクールゾーン」の設置 学校 学校で児童に注意喚起 令和3年度
学校側で児童に注意喚起等を行

う。

166 A 合同点検 68 R3 豊津町１３－２０付近
歩道がない
路肩ラインが消えている

グリーンゾーンの設置
難しい場合、路肩ライン塗り直し

学校
グリーンベルトに関しては地先の同意を得たうえで自治会
からの要望書が出れば検討できる

令和3年度
学校側で児童に注意喚起等を行

う。

167 B 合同点検 69 R3 江の木町１３－１３付近 横断歩道が消えている 横断歩道の塗り直し 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持
のままになる可能性がある

未定 -

168 A 合同点検 70 R3 芳野町３－１７付近 横断歩道・路面標示が消えている 横断歩道・路面標示「注意」「スピード落とせ」の塗り直し 吹田市道路管理者 今年度か来年度実施する 令和3年度 安全性が向上したと評価できる。

169 B 合同点検 71 R3 江坂町２丁目７－８付近 横断歩道が消えている 横断歩道の塗り直し 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持
のままになる可能性がある

令和3年度 -

170 B 合同点検 72 R3 豊津町７付近 ラインや路面標示が消えている ライン・路面標示「とび出し注意」の塗り直し 吹田市道路管理者 今年度か来年度実施する 令和3年度 -

171 A 合同点検 73 R3
江坂町３丁目の３０番地と２９番地の境目の交差
点

横断歩道はあるが、すぐ南側に信号があるため、自転車も
自動車もストップせず横断歩道を横切る場面をよく見かけ
る。

前回点検で、茨木土木により「こども注意」の路面標示設置予定の
はずも未だですが・・・

学校、大阪府道路管理
者

通学路を通るように学校から指導を行う
路面表示を検討する

令和3年度
注意喚起の実施済。
令和３年度対策済み

172 B 合同点検 74 R3
「前田池橋」から東に向かって新御堂筋に抜ける
道路の新御堂への出入り地点

交通量が多く、北側から登校してくる児童が南側に渡る際に
危険である。道路には「学童注意」や「スピード落せ」と書い
てあるが、北から南へ渡る際、とても危険。

横断歩道は無理でも、一旦停止の路面標示まで消えているので書
いてほしい。

警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状
維持のままになる可能性がある

未定 注意喚起の実施済。

173 A 合同点検 75 R3
江坂町３丁目１番地辺りで、江坂から服部へ抜け
るバス通り。

交通量も多いのに、歩道も横断歩道も無く、みんなが平気で
道路を横切っている。

前回、横断歩道の設置が検討のはずも未だ 学校
横断歩道の距離が近いので設置は難しい学校で児童
に注意喚起

令和3年度 注意喚起の実施済。

174 B 合同点検 76 R3 名神高速道路高架下のトンネル南側の出口
下り坂の延長にあるので、特に自転車は一旦停止せずに
走っている。右側から来る自動車と接触事故もあった。

前回、ミラーの増設を希望したが叶わず。トンネル側にも欲しい。 学校
地先の同意を得たうえで自治会からの要望書が出れ
ば検討できる

未定 注意喚起の実施済。

175 A 合同点検 77 R3 江坂町２丁目１９番地や１４番地
145号線沿いのマンション等に住んでいる児童(江坂町2丁
目)が、145号線を渡る際に横断歩道がないところがある。ま
た、横断歩道や交差点へ行くまでの歩道もない。

グリーンベルトの設置は無理なので、注意喚起はしているが、危
険。せめて路面標示の強化はできないか。

大阪府道路管理者

要望のあった交差点（江坂町3丁目17　クローバー薬
局前）の東西道路（豊中吹田線）の東行き及び西行き
道路のそれぞれの停止線の手前側に法定外の路面
標示の設置を検討します（路面標示の設置に関しては
警察との協議が必要）。

令和3年度 令和３年度

176 A 合同点検 78 R3 江坂町３丁目28番地に抜ける脇道 スピードに乗ってその脇道に入ってくる自転車が多い。 路面標示で速度制限を要望したが叶わず。 警察 交番にパトロールを依頼 令和3年度 注意喚起の実施済。

177 B 合同点検 79 R3
564－0072
吹田市　出口町　24
ライフ駐車場前T字路道路

T字路の体育館側からの道路のとまれ表示が薄くなってお
り、自動車が一時停止を見逃す可能性がある。

「止まれ」と停止線の塗り直し。 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持
のままになる可能性がある

未定 -

178 A 合同点検 80 R3
564-0073
吹田市　山手町　１－４
山手町遊園前横断歩道

自動車がよく通過する、公園からの飛び出しの危険性があ
る。（車や自転車が飛ばして通過する事が多い）

信号機の設置、徐行、とまれ表示の設置 学校
横断歩道があることから信号の新設は難しいため学校で
児童に注意喚起

令和３年度 注意喚起の実施済。

179 B 合同点検 81 R3
564-0073
吹田市　山手町　１－１９－１２
みたに歯科付近交差点

山手小学校側からのグリーン表示が交差点までの表示に
なっており、自転車もよくとおるので、もう少し伸ばしても良
い。

グリーン表示（自転車通過用）の表示をファミリーマート奥まで伸ば
してほしい。
「止まれ」と停止線の塗り直し。

警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持
のままになる可能性がある

未定 -

180 B 合同点検 82 R3
564-0073
吹田市　山手町　１－８－２９
通学橋付近交差点

車が通過する事が多く、通学時間帯が危険。
徐行の表示など、注意喚起が必要。

徐行の表示、ミラーの設置 学校
カーブミラーは人に対しては設置しないため学校で児童に
注意喚起

令和３年度 注意喚起の実施済。

181 B 合同点検 83 R3
564-0072
吹田市　出口町　25
ハイム　タケダ　角

交通量が多く、角になっているため、横断歩道が
見えにくい

横断歩道と停止線の塗り直し。ライフ側から
の「横断注意」の字の塗り直し。

警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持
のままになる可能性がある

未定 -

182 B 合同点検 - R3 出口町３丁目 止まれ塗り直し 止まれ塗り直し 警察
基本的に塗り直しを実施するが、場合によっては現状維持
のままになる可能性がある

未定 -

豊津第二小

江坂大池小

豊津第一小

山手小
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