
NO. 学校名 事　　　 項 関係部署 回答

1 安謝小 安謝小学校校門前の徐行標示が消えているので塗りなおしてほしい。 那覇警察署 警察本部に申請済み。

2 安謝小 ワンズホーム前の横断歩道（安謝2丁目17－1）に徐行標示がない。 那覇警察署 確認検討中。

3 安謝小
花曜日（安謝2丁目21－21）横の停止線が消えているので塗りなおして
ほしい。

那覇警察署 警察本部に申請済み。

4 安謝小
たかえす歯科（天久2丁目30－1）横の止まれの停止線を塗りなおして
ほしい。

那覇警察署 警察本部に申請済み。

5 安謝小 安謝小周辺道路に色を付けてほしい。
道路建設課
道路管理課

路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望があるため、予
算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。

6 安謝小 「スクールゾーン20」の文字を入れてほしい。 那覇警察署

ゾーン30規制にあっては、規制のみでは効果がないため、事前に道路
整備を実施し、物理的な抑制を図る。
また、ゾーン30は規制範囲が広域となるため、地域住民の不利益とな
らないよう、事前に地域住民の同意形成が必要である。
その状況が整えば、警察としても検討できる。

7 安謝小
安謝小周辺の交通量が増え路上駐車も多いので、ガードレールを設
置してほしい。

道路建設課
道路管理課

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙの設置については、現況道路幅が狭い場合は交通の妨げと
なるため、必要に応じて路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞやﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙの設置等を含め
て検討いたします。

8 安謝小
フェリーチェ新都心前（安謝2丁目20－30）から安謝小までのくだり坂の
200mの間、20キロ規制の標識の設置してほしい。同じ場所の歩道が
ないので、白線を引いてほしい。

那覇警察署
道路管理課

那覇警察署：警察本部に申請済み。
道路管理課：外側線（白線）の新設については優先度をつけ検討して
いきます。

9 安謝小
風のうた保育園（安謝2丁目29－26）周辺の道路の道幅が狭く、児童と
車がスレスレです。道路に色をつけるなどして歩道を作ってほしい。

道路建設課
道路管理課

路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望があるため、予
算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。

10 安謝小
イチロー歯科（安謝2丁目2－12）から花曜日までのくだり坂に横断歩道
がないので、途中で渡ったり、曲がり角で渡ったり、交通量が多く渋滞
の車の間を渡ったりしているので、横断歩道を作ってほしい。

那覇警察署 警察本部に申請済み。

11 安謝小
公文式安謝小前教室（安謝2丁目15－19）から曙方面へ向かう道路の
道幅が狭く、路上駐車も多くて歩道もないため、道路に色をつけて児童
の歩く場所を確保してほしい。

道路建設課
道路管理課

路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望があるため、予
算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。

12 安謝小
58号高架下トンネルの中の照明が暗すぎて怖い思いをしている児童
が多いので、明るくしてほしい。

南部国道事務所
南部国道事務所へ確認したところ、今年度中にライトをLEDに取り替え
るとのことでした。

13 安謝小
業務用スーパー（那覇市字安謝186）近辺の商店街が道路上に商品を
置いていて、白線の内側を歩けない。道路に色をつけて歩道の確保し
てほしい。

道路管理課
道路建設課

道路占用物については、事業者へ指導を行いました。また、 路肩のｶ
ﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望があるため、予算や優先
度を考慮しながら整備について検討いたします。

14 安謝小
58号線ローソン前の歩行者信号が32.08秒と短すぎて、子どもたちはも
ちろんお年寄りやベビーカーを押した方など渡れず、車と接触しそうに
なったり自己も多々あり危険です。もう尐し長くしてほしい。

那覇警察署

不可である。
信号機の点灯時間は通過交通量と道路幅員等で決められており、現
在のサイクルは適正である。補足の理由として、国道58号及び従道路
は慢性的な渋滞道路でもある。その状況下で、信号サイクルを長くす
るとなると、その影響で更に渋滞を招く恐れがあるため、信号機サイク
ルの変更は不可である。

15 安謝小
こなや（安謝2丁目4-12）前の横断歩道付近が交通量が多く渋滞してい
る中、車の間を抜けて横断している状態。小学校・こども園ありの標識
を設置してほしい。

道路管理課

道路管理課では、「小学校・こども園のあり」などの標識の設置は行っ
ておりません。なお、渋滞中に横断歩道上に停車している車を取締り
できないか警察に相談したいと思います。児童の横断については、小
学校、こども園等での交通安全教育の指導もお願いします。

16 安謝小
東原公園トイレ前（安謝2丁目27-13）の道路は、交通量も多く、路上駐
車も多い。子どもたちの飛び出しも多いので、横断歩道を作ってほし
い。

那覇警察署 警察本部に申請済み。

17 安謝小
東原公園（安謝2丁目27-13）入り口の柵がグラグラしていて危険なの
で、修理してほしい。

公園管理課

現地を確認したところ、抜き差し型のコンクリート製の車止めが複数の
入り口に合計５基設置されている状況です。そのうち２基については、
当時と周囲の状況が変化しており、車止め設置の必要性がないため
撤去いたしました。
残りの３基については、抜き差し型のため、構造上、多尐の隙間による
ぐらつきがありますが問題ありません。なお、維持管理に支障を来たす
ため、撤去や固定はできません。

18 城東小 城東小学校正門前横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

19 城東小 赤嶺クリーニング前横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

20 城東小 JAすいまーる前横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

21 城東小 鳥堀12号線首里高校石嶺球場辺り交差点の信号設置 那覇警察署
警察本部に申請済み。※設置には関係機関と調整が必要
同件については、今後設置に向けて警察本部と調整中である。しか
し、道路拡幅工事との関係もあるため、すぐに新設はできない。

22 城東小
開邦高校側から那覇北中城線向けスピード緩和（スピードを出す車が
多い為大変危険です）

道路建設課
平成30年度にスピード抑制対策としまして区画線のドッド標示及び滑
止めｶﾗｰ舗装、注意喚起の看板設置を行っております。

23 城東小 鳥堀12号石嶺2丁目そば処くぇぶぅ前信号機設置 那覇警察署
不可である。
信号機設置の指針に該当しない。さらに、上記2－1に信号機を新設す
るとなると、直近に信号が連続することになる。

 　　 令和元年度（２０１９）那覇市スクールゾーン連絡協議会要請事項一覧



NO. 学校名 事　　　 項 関係部署 回答

 　　 令和元年度（２０１９）那覇市スクールゾーン連絡協議会要請事項一覧

24 城東小
街路樹の伐採（そば処くぇぶぅ前横断歩道部分木の枝で車の位置が不
明確なため）

道路管理課
現地を確認したところ視認しづらい箇所が見受けられたため、令和元
年度に枝を剪定し対応いたしました。

25 城東小
コープ首里手前ハロー歯科裏手細い道で先日当て逃げがあり、子ども
たちの通学路にもなっているので危険。白線を引いてほしい。

道路管理課 外側線（白線）の新設については、優先度をつけ検討していきます。

26 城北小

違法駐車をする車が多く、歩道や車道を通行する方から危険と指摘が
あったため、可動式ポールを設置していただきたい。可動式ポールに
したい理由は、設置依頼している場所にゴミ収集車が出入りする門が
あるため。

道路管理課
学校側と管理方法を調整しながら、令和2年度以降に可動式ポール設
置を検討していきたいと考えております。

27 城西小
ダブルツリーヒルトン～ノボテル　①歩道の植栽の手入れを定期的に
やってほしい　②歩道のデコボコの補修

南部土木事務所
①当該区間は、年2 回の除草と低木剪定を実施しております。今後
も、継続して定期的な植栽の維持管理を行っていきます。
②令和2 年度に舗装補修を行う予定です。

28 城西小 いろは坂　歩道の植栽の手入れを定期的にやってほしい 道路管理課
市内全体で道路植栽剪定の要望が多く、パトロール等で現場状況を確
認し優先度を設けて定期的に剪定しているところであります。今回の要
請箇所については、令和元年度に剪定作業を行いました。

29 城西小 金城町石畳の横断歩道　横断歩道菱形マークの塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

30 城西小
首里高校南門の横断歩道　横断歩道、横断歩道菱形マークの塗り直
し

那覇警察署 警察本部に申請済み。

31 城西小 島寿司向かいの横断歩道　横断歩道の塗り直し 那覇警察署 確認検討中。

32 城西小
正門前の三叉路横断歩道　横断歩道、横断歩道菱形マークの塗り直
し

那覇警察署 警察本部に申請済み。

33 城西小 龍譚付近　横断歩道菱形マークの塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

34 城西小 旧博物館横　横断歩道菱形マークの塗り直し 那覇警察署
不可である。
公安委員会の意思決定がないため、警察では塗り直しできず。

35 城西小 桃原農園付近の横断歩道　横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

36 城西小 花のいろ保育園付近　横断歩道の塗り直し 那覇警察署 確認検討中。

37 城西小 金城町石畳付近　横断歩道の設置 那覇警察署
不可である。
直近に横断歩道があり、連続して横断歩道を設置する程の危険性は
ない。

38 城西小 花のいろ保育園向かいの道路　許可車両以外の車の通行規制 那覇警察署 交通規制済み。

39 城西小 桃原農園付近から環状2号への抜道　許可車両以外の車の通行規制 那覇警察署 交通規制済み。

40 城西小 こざくら保育園付近　カーブミラーの設置 道路管理課
現地を確認したところ、見通しが悪い状況が見受けられました。令和2
年度以降にカーブミラーの設置場所も含めて設置を検討していきたい
と考えております。

41 城西小 いろは坂　カーブミラーの設置 道路管理課
現地を確認したところ、見通しが悪い状況が見受けられました。令和2
年度以降にカーブミラーの設置場所も含めて設置を検討していきたい
と考えております。

42 城西小 TAXI看板の撤去
建物所有者は、看板に設置についてどのタクシー会社がつけたのかも
含め、経緯がわからないとのこと。設置したタクシー会社しか外せない
が、建物所有者は、表示を外すのは構わないとのことです。

43 城西小 旧博物館裏　外壁の補修 建築指導課

所有者である沖縄県土木建築部都市公園課に安全対策等を求めたと
ころ、「新たなフェンスの設置も含めて対応方法を検討している。対応
時期については現在未定。」との返答を受けた。今後も当該フェンスに
ついては経過観察を行っていく。

44 城西小 観音堂～首里高校　歩行者ライン 南部土木事務所
当該箇所は道路幅員が狭く、歩道がない区間となっているため、地元
や公安委員会と調整のうえ、歩行者通行のための路側帯の設置を検
討しているところです。

45 城南小
赤田町28-2の前の道。道路標示「止まれ」の文字が、薄くなっているの
で塗り直しを希望します。

那覇警察署 確認検討中。

46 城南小
崎山45-5前の道。園児・児童の安全の為、スピード抑制のためのハン
プの設置をできれば２か所希望します。

道路管理課
令和2年度以降、現場状況や他市町村の事例を踏まえながらハンプの
設置を検討していきたいと考えております。

47
真嘉比

小
校門前（おもろまち駅行き）の道を児童が横断する際、車との接触が危
ぶまれる。そのため横断歩道の設置をして欲しい。

那覇警察署 確認検討中。

48
真嘉比

小

校門（幼稚園側）から出ると、そのまま真っすぐな道がある。しかし、そ
の道の先はT字路になっているため、子どもの飛び出しや自転車の飛
び出しが多く大変危険である。また、見通しも悪い。そのため、一時停
止等の表示が必要である。

那覇警察署 確認検討中。

49
真嘉比

小
上記と同様な状態の道が隣にもう1本あるため、同様の対応が必要で
ある。

那覇警察署 確認検討中。



NO. 学校名 事　　　 項 関係部署 回答

 　　 令和元年度（２０１９）那覇市スクールゾーン連絡協議会要請事項一覧

50 泊小
「焼肉きんぐ」から崇元寺通りに向かう道にある泊小学校に面する十字
路　「速度落とせ」表示の新設

道路管理課
道路建設課

交差点の安全対策としまして、区画線のドット標示及び滑止めｶﾗｰ舗
装の設置を今年度予定しております。

51 大道小
朝の通学時間では、マーカー箇所スクールゾーン内「歩行者専用道
路」を抜け道として通行する車両が多くとても危険な状況です。警察に
よる見回りや取締りなどを行って頂きたい。

那覇警察署 交通取り締まり担当係や受持区の交番長へ引き継ぎ。

52 大道小
大道こども園前、ボタン式信号機の音が鳴りません。以前より要請をし
ておりますが、そのままの状態です。地域には、目の不自由な方がい
らっしゃいます。危険な状態ですので早急に修復をお願いします。

那覇警察署 改善済み。

53 松川小 スクールゾーン表示。 市民生活安全課
令和元年度交通安全スクールゾーン路面標示業務委託において、松
川門付近のスクールゾーン路面標示2箇所を今年度修繕致しました。

54 松川小 スクールゾーン看板の再利用（意味のない場所に看板がある。） 市民生活安全課

スクールゾーン標識につきましては、平成元年頃まで市内小学校周辺
に設置しておりましたが、現在は老朽化による倒壊により歩行者や通
行車両へ危害を及ぼす可能性もあるため、順次撤去を進めており、再
利用は致しておりません。

55 松川小 通行許可書のないスクールゾーン進入車両の取締り。 那覇警察署 交通取り締まり担当係や受持区の交番長へ引き継ぎ。

56 松川小 道路の白線表示（中央線、路肩の線）。
道路管理課
道路建設課

予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。

57 松川小 一部陥没した横断歩道があり早急に対応してほしい。 道路管理課 令和元年度にて修繕対応済みです。

58 松川小 道路拡張の影響もあり、建物の老朽化、壁の剥離が確認され危険。
道路建設課
建築指導課

現在、道路建設課にて道路拡幅事業を行っておりますが、現在は建物
所有者の管理であるため、所有者が確認できた1棟については、建築
指導課より10月23日付で維持保全について通知を行っております。

59 松川小 沖縄工業の壁に危険と表示がなされているだけで改善なし。 県教育庁施設課

沖縄工業のブロック塀については、一部構造基準に適合していないと
思われる箇所があるため、比較的緊急性は高くはないものの、「塀の
側を通る時や地震時における注意喚起や改修工事についてのお知ら
せ」を表示しているところであります。今後の予定については、正門に
向かって左側の部分を本年度1月末から3月末にかけて対策工事を行
う予定となっており、その他の部分についても次年度に調査を行った上
で、必要な対策を行う計画であります。

60 松川小
松川校区は交通量が多く道幅が狭いため警察官の協力が不可欠であ
る。

那覇警察署
協力の内容については、様々な方法があると思うが、地域との連携と
いう意味では、受持区の交番長や交番員等の地域課との連携が妥当
である。同件については、地域課へ引き継ぎ。

61 識名小
停止線の塗り直し。繁多川４丁目、真和志郵便局から中道に入って４０
m程度先の交差点、6差路になっており、とばしてくる車もいるのでかな
り危険です。

那覇警察署 警察本部に申請済み。

62 識名小
横断歩道の設置。繁多川大通り、サンエーのすぐ近くのT字路、大通り
から右折、左折が多く渋滞する場所です。

那覇警察署 警察本部に申請済み。

63 壺屋小
横断歩道の塗り直し。さいおんスクエア裏通りの柳通り付近の歩道表
示が消えかかっており、横断の際、危険な状態であるため、横断歩道
を塗り直してほしい。

那覇警察署 警察本部に申請済み。

64 壺屋小
信号機新設。タワーマンションの通りからモノレール通りへ出る際、横
断歩道の信号はあるが、車のための信号機がなく、危険な状況である
ため、信号機を設置してほしい。

那覇警察署

不可である。
現場に歩行者の信号機が設置されており、同現場を確認したが、同信
号機で歩行者の安全は確保できている。
また、直近に信号機が設置されており、指針に該当しない。

65 壺屋小
信号機新設。希望が丘付近の交差点で交通量が増えており、危険な
状況であるため、信号機を設置してほしい。

那覇警察署

不可である。
現場に歩行者の信号機が設置されており、同現場を確認したが、同信
号機で歩行者の安全は確保できている。
また、直近に信号機が設置されており、指針に該当しない。
以前に同要請があり、道路建設課とともに現場確認を実施した結果、
却下になったもの。
信号機の設置指針に該当しない。

66 壺屋小
一時停止標識新設。鍵センター横の細い道からモノレール通りに出る
ところ、一時停止線はあるが、車から見えにくく危険な状況であるた
め、一時停止の標識を設置してほしい。

那覇警察署 警察本部に申請済み。

67 壺屋小
横断歩道新設。さいおんスクエア裏通りの柳通りで交通量が増えてい
るが、横断歩道がなく、危険な状況であるため、横断歩道を施設してほ
しい。

那覇警察署 警察本部に申請済み。

68 若狭小 高良人形店前　スクールゾーンの表示が消えている。塗り直し希望。 市民生活安全課
令和元年度交通安全スクールゾーン路面標示業務委託において、修
繕致しました。

69 若狭小 若狭2-7入口　スクールゾーンの表示が消えている。塗り直し希望。 市民生活安全課
令和元年度交通安全スクールゾーン路面標示業務委託において、修
繕致しました。

70 若狭小 若狭3-6入口　スクールゾーンの表示が消えている。塗り直し希望。 市民生活安全課
各小学校から多数の要望があり、調整の末、本件につきましては今年
度対応を見送らせていただきました。次年度以降、再度申請していた
だきますようお願い致します。
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71 若狭小 若狭3-7入口　スクールゾーンの表示が消えている。塗り直し希望。 市民生活安全課
各小学校から多数の要望があり、調整の末、本件につきましては今年
度対応を見送らせていただきました。次年度以降、再度申請していた
だきますようお願い致します。

72 若狭小 若狭市営住宅入口のカーブ付近　カーブミラーの設置、徐行の表示。
那覇警察署
道路管理課

那覇警察署：不可である。
徐行という表示は、道路管理者が塗ったものである。公安委員会の表
示には「徐行」というものはない。
道路管理課：現地を確認したところ、見通しが悪い状況が見受けられ
ました。令和2年度以降にカーブミラーの設置場所も含めて設置を検討
していきたいと考えております。

73 神原小
那覇市寄宮1丁目　かねひで与儀公園前店とみやぎ原保育園前の十
字路道路標示があるが目立たない（横断歩道の塗り直し）

那覇警察署
現時点不可です。
外側帯や安全ポール等の安全措置を実施すれば設置可能であり、同
内容は市の道路管理課に連絡済み。

74 神原小
那覇市寄宮1丁目　かねひで与儀公園前店裏通り（高里内科向け）道
路標示が薄い（スクールゾーンの表示）

市民生活安全課
令和元年度交通安全スクールゾーン路面標示業務委託において、修
繕致しました。

75
真和志

小
学校近くJA付近、黒丸宗通りの道路標示（スクールゾーン、横断歩道）
が消えかけているので、塗り直しをお願いいたします。

市民生活安全課
那覇警察署

市民生活安全課：ご要望いただいた3箇所のうち、2箇所は令和元年度
交通安全スクールゾーン路面標示業務委託において、修繕いたしまし
た。
残り1箇所につきましては、次年度以降再度申請していただきますよう
お願い致します。
那覇警察署：警察本部に申請済み。

76
真和志

小
エミール保育園付近の通学路にスクールゾーンという意識づけるため
に路側帯のカラーリングをお願いします。

道路建設課
道路管理課

路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望があるため、予
算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。

77 天妃小
天妃こども園前のスクールゾーンの路上標示が薄くなっております。補
修お願いいたします。

市民生活安全課
令和元年度交通安全スクールゾーン路面標示業務委託において、修
繕致しました。

78 天妃小
上之蔵大通り、辻1丁目ファミリーマート前の交差点に信号機の設置を
お願い致します。交通量が非常に多く、この横断歩道を渡る児童が多
い為かなり危険な場所になっております。

那覇警察署
不可である。
直近に信号機があり、指針に該当しない。

79 垣花小 ガードレールの補修依頼 道路管理課
現地を確認したところ、路線全体でガードレールの腐食を確認しまし
た。令和2年度以降にビームの取替工事を行っていきます。

80 垣花小 ガードレールの補修依頼 道路管理課
現地を確認したところ、路線全体でガードレールの腐食を確認しまし
た。令和2年度以降にビームの取替工事を行っていきます。

81 垣花小
こども園建設中にあたり、こども園正門前止まれ標識または道路標示
の新設を依頼。

豊見城警察署
こども園建設及び道路工事完了後に、交通量を調査し必要な規制を検
討する。

82 高良小
歩行者用の白線が消えているため塗り直し。高良2丁目11番48号付近
より高良2丁目11番11号まで

道路管理課
現地を確認したところ、路線全体的に外側線が消えかかっている状況
でした。令和2年度以降、優先度をつけて対応していきます。

83 高良小
歩行者用の白線が消えているため塗り直し。宇栄原3丁目9番3号付近
より宇栄原6丁目12番47号まで

道路管理課
現地を確認したところ、路線全体的に外側線が消えかかっている状況
でした。令和2年度以降、優先度をつけて対応していきます。

84 高良小
歩行者用の白線が消えているため塗り直し。宇栄原62付近より宇栄原
6丁目12番47号まで

道路管理課
現地を確認したところ、元々外側線（白線）がない市道でした。外側線
（白線）の新設については、優先度をつけ検討していきます。

85 高良小
歩行者用の白線が消えているため塗り直し。宇栄原6丁目5番7号付近
より宇栄原6丁目9番22号まで

道路管理課
現地を確認したところ、元々外側線（白線）がない市道でした。外側線
（白線）の新設については、優先度をつけ検討していきます。

86 宇栄原小
海軍豪公園と宇栄原団地のT字路に信号機設置希望。信号機が設置
できない場合の安全管理法を教えて頂きたい。

豊見城警察署

周囲の信号機設置状況及び交通量等を勘案して信号機の設置を検討
する。すぐに設置の対応はできないので、道路管理者に横断歩道のカ
ラー塗装（青色等）できないか検討を要請している。
また、新一年生に対して横断歩道の渡り方等の交通安全教室を開催
しているが、学校側から要請があれば随時開催する。

87 宇栄原小
宇栄原小学校正門から月光公園へ坂道にガードレールもしくは歩道確
保をお願いします。

道路建設課
道路管理課

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙの設置については、現況道路幅が狭い場合は交通の妨げと
なるため、必要に応じてｶﾗｰﾘﾝｸﾞやﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙの設置等検討いたしま
す。

88 松島小 松島中学校正門前の横断歩道の塗り直し 那覇警察署 確認検討中。

89 松島小 那覇市古島2-29-1　たなはら歯科前の横断歩道の塗り直し 那覇警察署 確認検討中。

90 松島小
那覇市古島1-28-5　いまいパン古島店付近「止まれ」と停止線の塗り
直し3ヵ所

那覇警察署 確認検討中。

91 松島小 那覇市首里末吉町2-95-1　横断歩道を塗り直してほしい 那覇警察署 確認検討中。

92 松島小 那覇市首里末吉町2-8-3（栄パーキング）停止線の塗り直し 那覇警察署 確認検討中。

93 松島小 那覇市首里末吉町2-18-1　「止まれ」の標識と標示が無くなっている 那覇警察署 警察本部に申請済み。

94 松島小
那覇市首里末吉町4-5-16　瑞穂酒造（株）付近　横断歩道の塗り直
し。停止線と止まれの塗り直し

那覇警察署
横断歩道については、公安委員会の意思決定がないため、警察では
塗り直しができず。停止線については、確認検討中。
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95 松島小
那覇市首里末吉町4-6-4野原アパート前の停止線と止まれが消えてい
るので塗り直してほしい

那覇警察署 確認検討中。

96 松島小
那覇市古島2-16-28ロイヤルハイム前の「止まれ」と停止線が消えてい
るので塗り直してほしい

那覇警察署 確認検討中。

97 松島小
那覇市古島2-5-7ファミリーマンション仲本前の「止まれ」と停止線が消
えているので塗り直してほしい

那覇警察署 確認検討中。

98 上間小
長田2-27-18　アパートの角にある側溝の蓋が壊れているので補修し
てほしい

道路管理課 令和元年度にて修繕対応済みです。

99 上間小 長田1丁目14番9号　側溝の蓋が壊れているので補修してほしい 道路管理課 令和元年度にて修繕対応済みです。

100 石嶺小 児童相談所前交差点横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

101 石嶺小 石嶺ガーデン横横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

102 石嶺小 ファミリーマート石嶺小学校前店横の歩行者安全対策 道路建設課

石嶺線道路の舗装工事に合わせて、泡盛まさひろ酒造向けに外側線
の設置を検討いたします。また、死角となっているブロック塀について、
地主さんの了解を得たことから視認性のよいフェンスに今年度取替予
定です。

103 石嶺小 石嶺小学校正門前信号　停止線の位置変更 那覇警察署 警察本部に申請済み。

104 石嶺小 石嶺交差点（サンエーいしみね近く）の安全対策 道路建設課
道路照明については、今後予定しています無電柱化工事が完了後の
設置となることから、何らかの対策ができるかどうかを検討いたしま
す。

105 石嶺小 児童相談所前　停止線位置の変更 那覇警察署
不可です。
位置を下げると車両を確認する際、視認性が悪くなり事故に繋がりや
すい。

106 石嶺小 市道鳥堀石嶺線　横断歩道の復元 那覇警察署
不可です。
横断歩道を設置する場所ではない。

107 金城小
金城3丁目1-5・小禄金城公園の間　横断歩道指導線の標示　金城5丁
目7-9・金城5丁目8-16の間　横断歩道指導線の標示

豊見城警察署

金城3丁目1-5・小禄金城公園の間の横断歩道については塗装補修上
申中。
金城5丁目7-9・金城5丁目8-16の間　横断歩道設置については、交通
量等調査後に検討予定。

108 金城小 金城4丁目6-4・さくら公園の間　横断歩道指導線の標示 豊見城警察署
道路の構造及び周囲の状況、横断者数等を勘案すると横断歩道の設
置は難しい。

109 金城小 金城3丁目7-2・金城3丁目8-1の間　ゾーン30の設置 豊見城警察署
道路管理者によるハンプ・狭さく等の速度抑止対策ができるのであれ
ば設置を検討する。

110 金城小 字安次嶺1-7・字安次嶺6-18の間　ゾーン30の設置 豊見城警察署
道路管理者によるハンプ・狭さく等の速度抑止対策ができるのであれ
ば設置を検討する。

111 金城小 金城4丁目6-4から字安次嶺6-8付近　植え込みの剪定 道路管理課 令和元年度にて修繕対応済みです。

112
小禄南

小
「横断歩道」の塗り直し　小禄南小周辺（小禄南22号23号交差点） 豊見城警察署 警察本部へ塗り直し上申中

113
小禄南

小
「停止線」の塗り直し　小禄南小周辺（小禄南18号） 豊見城警察署 警察本部へ塗り直し上申中

114
小禄南

小
「止まれ」の塗り直し　小禄南小周辺（小禄南13号） 豊見城警察署 警察本部へ塗り直し上申中

115
小禄南

小
「止まれ」の塗り直し　小禄南小周辺（小禄南2号） 豊見城警察署 警察本部へ塗り直し上申中

116
小禄南

小
「停止線」の塗り直し　小禄南小周辺（小禄南12号） 豊見城警察署 警察本部へ塗り直し上申中

117
小禄南

小
「停止線」の塗り直し　小禄南小周辺（小禄南19号） 豊見城警察署 警察本部へ塗り直し上申中

118
小禄南

小
「ひし形マーク」の塗り直し　小禄南小周辺（小禄南2号） 豊見城警察署 警察本部へ塗り直し上申中

119
小禄南

小
「シルバーゾーン」の塗り直し　小禄南小周辺（小禄南11号） 市民生活安全課

本協議会の目的が、通学路における児童生徒の交通安全の確保とい
うことから、スクールゾーン路面標示の整備を中心とし、シルバーゾー
ン路面標示は保留しています。シルバーゾーンの整備を開始する際
は、改めてアナウンスさせていただきますので、ご了承ください。

120
小禄南

小
ソウシジュ前門（こども園側）の道路が、歩道と車道の区別がないた
め、グリーンレーンの表示希望

道路建設課
道路管理課

路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望があるため、予
算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。

121
小禄南

小

弱視の児童の通学路になっているため、信号機の色が見にくいことか
ら、ファミリーマート前の交差点の歩行者用信号機を音の出る信号機
にして欲しい。

豊見城警察署 警察本部へ設置を上申中

122
小禄南

小
県道7号線と市道小禄南1号交差点から、小禄南22号までの間、歩道
が狭く危険なため、ガードレールを設置してほしい。

道路建設課
道路管理課

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙの設置については、現況歩道幅が狭いことから設置が困難
であるため、児童のはみ出しについては、小学校、こども園等で歩道を
歩くよう交通安全指導をお願いいたします。
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123
小禄南

小

県道7号線と市道小禄南1号交差点、歩道のコーナーにポール等の設
置してほしい。登下校時、信号待ちをしている児童の集団へ自動車が
突っ込む不安があります。

道路管理課
南部土木事務所

道路管理課：同様な相談内容が、市内の他の箇所でもあることから、
令和2年度以降に優先度を設けて、車止め設置等の対策を検討してい
きます。
南部土木事務所：交差点で待機する歩行者の保護対策については、
ポール等の設置の検討を行う予定です。

124
さつき

小
道路標示（車線）の補修① 道路管理課

現地を確認したところ、中央線や外側線（路肩）が一部消えかかってい
る箇所がありました。令和2年度以降、優先度をつけて対応していきま
す。

125
さつき

小
道路標示（車線）の補修② 道路管理課 令和元年度中に修繕工事で対応予定です。

126
さつき

小
道路標示（車線）の補修③ 道路管理課 令和元年度中に修繕工事で対応予定です。

127
さつき

小
道路標示（車線）の補修④ 道路管理課

現地を確認したところ、中央線や外側線（路肩）が一部消えかかってい
る箇所がありました。令和2年度以降、優先度をつけて対応していきま
す。

128
さつき

小
道路標示（車線）の補修⑤ 豊見城警察署 警察本部へ設置を上申中

129
さつき

小
既存の街灯の電球が切れてますので交換をお願いします。 道路管理課 令和元年度にて修繕対応済みです。

130 銘苅小 歩道の境界線の塗り直し 道路管理課
現地を確認したところ、路線全体的に外側線が消えかかっている状況
でした。令和2年度以降、優先度をつけて対応していきます。

131 銘苅小 停止線の塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

132 銘苅小 横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部に申請済み。

133 銘苅小 横断歩道の追加設置　琉球銀行那覇新都心支店前 那覇警察署 確認検討中。

134 銘苅小 横断歩道の追加設置　まきし眼科前 那覇警察署 確認検討中。

135 銘苅小 横断歩道の追加設置　モスバーガー前 那覇警察署 確認検討中。

136 銘苅小 横断歩道の追加設置　新都心銘苅市営住宅前 那覇警察署

不可である。※但し、条件によっては可能。
市営住宅側に歩行者の滞留スペース（歩道）がないため。
道路管理者が、歩道等を設置できれば可能である。
一見して歩道に見える部分はあるが、市営住宅の敷地でありチェーン
が張られている。

137 銘苅小 カーブミラーの追加設置　童の城保育園前 道路管理課
現地を確認したところ、見通しが特に悪い箇所ではないため、カーブミ
ラー設置は必要ないと考えております。

138 銘苅小 優先を示す白線の追加　銘苅てんとうむし公園十字路 那覇警察署
不可である。
図のような白線は、運転手の混乱を招き危険である。
減速舗装等の道路整備（道路管理者）の対策を検討してもらいたい。

139 銘苅小 横断歩道の追加設置　銘苅じんじん広場入口T字路 那覇警察署

不可である。
民家の車庫前であり、車両の出入妨害となり、また歩行者が歩道で横
断待ちをしている際も、車両の出入が考えられるため、大変危険であ
る。

140 天久小 止まれ道路標示・停止線の塗り直し（そろばん塾裏手交差点　西側） 那覇警察署 警察本部に申請済み。

141 天久小 止まれ道路標示・停止線の塗り直し（そろばん塾裏手交差点　東側） 那覇警察署 警察本部に申請済み。

142 天久小 止まれ道路標示・停止線の塗り直し（BBS前交差点　西側） 那覇警察署 警察本部に申請済み。

143 天久小 止まれ道路標示・停止線の塗り直し（BBS前交差点　東側） 那覇警察署 警察本部に申請済み。

144 天久小
止まれ道路標示・停止線の塗り直し（たかえす歯科クリニック前交差点
北側）

那覇警察署 警察本部に申請済み。

145 天久小
止まれ道路標示・停止線の塗り直し（たかえす歯科クリニック前交差
点）

那覇警察署 警察本部に申請済み。

146 天久小 横断歩道設置（ローソン那覇国際高校前店そばT字路） 那覇警察署 警察本部に申請済み。

147 天久小 横断歩道設置（Café　One　or　EightそばT字路） 那覇警察署 警察本部に申請済み。

148 天久小 横断歩道設置（楽市　デポ裏T字路） 那覇警察署
警察本部に申請済み。※但し、公園側は天久小側に横断歩道が設置
されているため、設置できない。

149 天久小 横断歩道設置（ちゅらまち公園南西側T字路） 那覇警察署 警察本部に申請済み。

150 天久小 横断歩道設置（楽市　デポ西側出入口付近T字路） 那覇警察署 警察本部に申請済み。

151 天久小 横断歩道設置（ハンコ流通センター裏T字路） 那覇警察署

不可である。※但し、条件によっては可能。
駐車場出入口の直近のため、車両の出入妨害となり、また歩行者が
歩道で横断待ちをしている際も、車両の出入が考えられるため、大変
危険である。
但し、道路管理者が歩道を改善（拡張等）した際は、設置可能である。
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152 天久小 横断歩道設置（そろばん塾前T字路） 那覇警察署
不可である。
直近に横断歩道があり、そこで横断可能である。

153 天久小 横断歩道設置（楽市　リーガルシューズ前T字路交差点） 那覇警察署

不可である。※但し、条件によっては可能。
駐車場出入口の直近のため、車両の出入妨害となり、また歩行者が
歩道で横断待ちをしている際も、車両の出入が考えられるため、大変
危険である。
但し、道路管理者が歩道を改善（拡張等）した際は、設置可能である。

154 天久小
見通しの悪い交差点につき、何らかの対応を願う。（那覇国際高校体
育館裏手　住宅地内交差点）

那覇警察署
道路管理課
道路建設課

道路建設課・道路管理課：見通しの悪い交差点については、何らかの
効果的な対策ができるのか検討いたします。
那覇警察署：カーブミラー設置が適切です（道路管理者対応）

155 天久小
見通しの悪い交差点につき、もう一方にカーブミラーを設置するなど対
応を願う。（てるクリニック近くT字路）

道路管理課
現地を確認したところ、見通しが特に悪い箇所ではないため、カーブミ
ラー設置は必要ないと考えております。

156 天久小
横断歩道のない交差点を横切る歩行者が多く、児童の登下校時も横
断することが度々見られることから、何らかの対応を願う。（真如苑沖
縄支部　南側交差点）

那覇警察署

横断歩道の新設は不可である。※柵を設置する等の対策が妥当。
同場所は、信号機のある横断歩道が直近に設置されている事から、同
横断歩道から横断させることが安全である。
直近に多数の横断歩道は設置できない。
また、あっぷるタウン側は右折帯の関係で設置できず。

157 那覇小 牧志２丁目19-13付近の横断歩道の修復 那覇警察署
不可である。
公安委員会の意思決定がないため、警察では塗り直しできず。

158 那覇小 牧志２丁目18-27付近の横断歩道・停止線・止まれの路面表示の修復 那覇警察署 警察本部に申請済み。

159 那覇小 前島1丁目2-1付近の横断歩道の修復 那覇警察署 警察本部に申請済み。

160 那覇小 前島1丁目1-15付近の横断歩道の修復 那覇警察署 警察本部に申請済み。

161 曙小
安謝天久線　大源畳店の前　歩行者用路側帯（グリーンレーン）の表
示をしてほしい

道路建設課
道路管理課

路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望があるため、予
算や優先度を考慮しながら整備について検討します。

162 曙小
市道曙9号線　海邦銀行前　曙小正門前　横断歩道を正門前にずらし
て欲しい。

那覇警察署
不可です。
現場確認した結果、既存する場所が妥当です。

163 曙小
市道曙27号線曙公園前通り　運転手注意のカラー化と横断防止柵を
お願いしたい。

道路建設課
道路管理課

道路建設課：路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望が
あるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討します。
道路管理課：現在は小学校、幼稚園の学校周囲のみ横断防止柵を設
置することとしており、要請箇所は学校周囲ではないので、設置の予
定はありません。

164 曙小 市道曙25号　シャープ裏通りの十字路　十字路中央のカラー化
道路建設課
道路管理課

交差点のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望があるため、
予算や優先度を考慮しながら整備について検討します。

165 曙小
曙小学校教材園側通り　路側帯のカラー化とスクールゾーンの塗り直
し

道路建設課
道路管理課

市民生活安全課

道路建設課・道路管理課：路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から
多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検
討します。
市民生活安全課：各小学校の要望との調整の末、本件につきまして
は、軽微な摩耗であるため、対応を見送らせていただきました。

166 曙小 給食室側裏通り　注意喚起のカラー化とスクールゾーンの塗り直し
道路建設課
道路管理課

市民生活安全課

道路建設課・道路管理課：路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から
多くの要望があるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検
討します。
市民生活安全課：当該通りのファミリマート側のスクールゾーン路面標
示は、令和元年度交通安全スクールゾーン路面標示業務委託におい
て、修繕致しました。
残り1箇所につきましては、次年度以降再度申請していただきますよう
お願い致します。

167 真地小 歩行者専用道路の取り締まりの強化について 那覇警察署 交通取り締まり担当係や受持区の交番長へ引き継ぎ。

168 真地小 ゾーン30とグリーンレーンの設置
那覇警察署
道路建設課

道路建設課：路肩のｶﾗｰﾘﾝｸﾞについては、各小学校から多くの要望が
あるため、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたしま
す。
那覇警察署：グリーンレーンにあっては、道路管理者対応である。
またゾーン30規制にあっては、規制のみでは効果がないため、事前に
道路整備を実施し、物理的な抑制を図る。
また、ゾーン30は規制範囲が広域となるため、地域住民の不利益とな
らないよう、事前に地域住民の同意形成が必要である。
その状況が整えば、警察としても検討できる。

169 真地小 市道真地7号（真地小→真和志高校）道路（歩道）補修 道路管理課 現地を再度確認し、令和2年度以降補修について検討いたします。

170 真地小 道路標示の塗り直し 那覇警察署
現場を確認し、順次実施予定。
しかし、危険箇所の優先等の理由から、要請する箇所全てが、同時に
改善できるという訳ではない事を理解して頂きたい。


