
番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道　倉治2号線 倉治3丁目39付近
車両が非優先道路に進入時、
減速せず指示器を出さないため
危険。

「学童注意」の路面標示 交野市
H27年度
対策済み

2 府道　枚方大和郡山線 東倉治1丁目1付近
交通量が多く、速度を出している
ため危険。

「学童注意」の路面標示
大阪府
枚方土木事務所

H27年度
対策済み

3 市道　倉治山手40号線 東倉治３丁目付近
道幅が狭く、坂道になっているた
め、下り方面の車両が速度を出し
危険。

「学童注意」の路面標示
注意喚起看板の設置

交野市
H28年度
対策済み

4 市道　警察学校線 倉治７丁目付近
車両の交通量が多く、速度を出し
減速しない車両も多いため危険。

「学童注意」の路面標示
注意喚起看板の設置

交野市
H28年度
対策済み

5 市道　倉治64号線 倉治７丁目付近
交通量が多く、速度を出している
ため危険。なおかつ、既設側線が
薄く見えない。

側線の引直し
注意喚起看板の設置

交野市
H28年度
対策済み

6 市道　私部青山線 私部1丁目付近
直線距離が長い道路のため、速
度を出し、減速しない車両が多く
危険。

「学童注意」の路面標示 交野市
H29年度
対策済み

7 市道　郡津倉治線 郡津3丁目付近
道幅が狭く、側線を越えて走行す
る車両が多いため、危険。

グリーンラインの設置 交野市
H29年度
対策済み

8 市道　倉治64号線 倉治７丁目付近
道幅が狭く、側線を越えて走行す
る車両が多いため、危険。

グリーンラインの設置 交野市
H29年度
対策済み

9 市道　倉治青山線 倉治3丁目付近
雨天時、水路の水位が上がり、道
路との境界が不鮮明になるため、
危険。

視線誘導標の設置 交野市
H29年度
対策済み

10 府道　枚方大和郡山線 倉治7丁目、東倉治2丁目付近
道幅が狭く、側線を越えて走行す
る車両が多いため、危険。

グリーンラインの設置
大阪府
枚方土木事務所

H29年度
対策済み

11 市道　私部森南線 向井田1丁目付近 横断歩道の路面標示が薄い。 横断歩道の引直し 交野警察署
H29年度
対策済み

12 第二京阪道路側道 向井田1丁目付近
速度を出す車両が多く、横断歩道
通行時、危険。

通学路注意喚起看板の設置 大阪国道事務所
H30年度
対策済み

13 市道　私部森南線 私部南3丁目付近 側線等の路面標示が薄い。 側線等の引直し

交野市
　
交野警察署

H29年度
対策済み
30年度
対策済み

14 市管理道路 東倉治3丁目付近 学童注意の路面標示が薄い。 「学童注意」の引直し 交野市
H29年度
対策済み

15 市道　倉治9号線 倉治6丁目付近
道路幅が狭く、速度を出す車両が
多いため危険。また、スクール
ゾーンの文字が薄い。

「スクールゾーン」の引直し及
び設置

交野市
H30年度
対策済み

16 府道　枚方大和郡山線 東倉治1丁目付近 停止線の路面標示が薄い。 停止線の引直し 交野警察署
H30年度
対策済み

17 市道　私部郡津線 郡津2丁目付近
横断歩道と停止線の路面標示が
薄い。

横断歩道と停止線の引直し 交野警察署
H30年度
対策済み

18 市道　星田北11号線 星田北1丁目付近
道幅が狭く、側線を越えて走行す
る車両が多いため、危険。

グリーンラインの設置 交野市
H30年度
対策済み

19 市道　私部13号線 私部1丁目付近
雨天時、水路の水位が上がり、道
路との境界が不鮮明になるため、
危険。

視線誘導標の設置 交野市
H31年度
対策済み

20 市道　私部8号線 私部1丁目付近
雨天時、水路の水位が上がり、道
路との境界が不鮮明になるため、
危険。

視線誘導標の設置 交野市
H31年度
対策済み

21 市道　私部倉治線 私部1丁目付近
横断歩道と停止線の路面標示が
薄い。

横断歩道と停止線の引直し 交野警察署
H31年度
対策済み

22 市道　星田藤が尾線 藤が尾6丁目付近 速度規制の路面標示が薄い。 速度規制の引直し 交野市 R2年度
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23 府道　交野久御山線 青山1丁目付近 歩道が狭く、車止めがない。 車止めの設置
大阪府
枚方土木事務所

R1年度
R2年度

24 市道　青山12号線 青山1丁目付近
スピードを落とさない車が多く危
険。

側線・グリーンラインの設置 交野市 R2年度

25 市道　天野が原町40号線 天野が原町3・4丁目付近
国道への抜け道として通り抜ける
車両が速度を出しているため危
険。

区画線の引き直し等 交野市 R2年度

26 主要地方道枚方大和郡山線 倉治6丁目付近
信号を渡る児童数が多く、柵がな
い。

柵の設置
大阪府
枚方土木事務所

R1年度
対策済み

27 市道　倉治山手線 東倉治5丁目付近
国道から曲がってくる車が速度を
出しているため危険。

区画線の引き直し 交野市 R2年度

28 市道　星田阿茶谷線 星田9丁目付近 停止線などの路面標示が薄い。 停止線・区画線の引き直し
交野市
交野警察署

R2年度

29 府道　交野久御山線 星田北1丁目 交差点の待機場所に柵がない。 柵の設置
大阪府
枚方土木事務所

R1年度
対策済み

30 市道　星田妙見東線 南星台3丁目付近
急な坂のためスピードが出やす
く、道路を横断するのに危険。

区画線を設置 交野市 R2年度
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