
 　　 平成３０年度（２０１８）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

1 安謝小
安謝小周辺　道路に色をつけてほしい　「スクールゾーン20」の文字を
入れてほしい

那覇警察署

道路管理者と連携し、ゾーン30の設置を検討する。道路
交通法にかかる標識・標示および交通規制については、警
察の管轄となるが、カラー舗装化等道路の構造自体を替え
ることについては、道路管理者の所管となるため、相互の
連携が必要となります。

2 安謝小
安謝小周辺　交通量が多く、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
通学路の安全対策等については、ガードレールの設置も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

3 安謝小
安謝小周辺　見通しが悪く、公民館側から来る車が歩道まで出てくるの
で、カーブミラーを設置してほしい

道路管理課

現地を確認したところ、要請箇所の交差点ではカーブミ
ラーが必要箇所に設置されており新規で設置する必要はな
いと考えております。
なお、カーブミラーは主に運転手の目視を補助することを
目的に、減速しても見えにくい箇所に設置しています。

4 安謝小 安謝小周辺　車の往来が多いため徐行の文字を入れてほしい 那覇警察署

同所の交通規制については、現在20キロ規制となってお
り、徐行規制でないことから公安委員会にて徐行と路面標
示することは出来ません。前述の通り、ゾーン30新設に
つき、道路管理者と連携して取り組みます。

5 安謝小
安謝小周辺　中道の車の通りが思ったより多いのでカーブミラーを設置
してほしい

道路管理課

現地を確認したところ、要請箇所の交差点ではカーブミ
ラーが必要箇所に設置されており新規で設置する必要はな
いと考えております。
なお、カーブミラーは主に運転手の目視を補助することを
目的に、減速しても見えにくい箇所に設置しています。

6 安謝小 安謝小周辺　大型車が通るので、大型車を通行禁止にしてほしい 那覇警察署

通行禁止規制については、一般車両運転者の権利を著しく
阻害するものであり、それが真に必要であることを具体的
に示す必要があります。大型車通行禁止に関し、地域住
民・法人等との合意形成を行ってください。

7 安謝小
安謝小周辺　道幅が狭く見通しも悪い　カーブミラーを設置する等して
ほしい

道路管理課

現地を確認したところ、要請箇所の交差点ではカーブミ
ラーが必要箇所に設置されており新規で設置する必要はな
いと考えております。
なお、カーブミラーは主に運転手の目視を補助することを
目的に、減速しても見えにくい箇所に設置しています。

8 安謝小 安謝小周辺　道が狭いが車はよく通るので歩道を作ってほしい 道路建設課
通学路の安全対策等については、歩道の設置も含め、対策
案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備していく予
定となっております。

9 安謝小
安謝小周辺　排水溝のコンクリートが割れて穴が開いているところがあ
ります　落ちないか心配なので塗装してほしい

道路管理課

現地を確認したところ、側溝蓋の経年劣化が見受けられま
したが、危険とまでは言えない状態であり、今のところ修
繕は不要と思われます。危険個所については随時対応致し
ますので本市道路管理課までご連絡ください。

10 安謝小
安謝小周辺　道路幅が狭くスピードを出す車が多い。保育園もあり車の
通りが多い。スクールゾーンの色を道路に塗ってほしい。歩道も狭いの
で白線を引いてほしい

那覇警察署
道路建設課

道路建設課：通学路の安全対策等については、区画線の設
置も含め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次
整備していく予定となっております。

那覇警察署：道路管理者と連携し、ゾーン30の設置を検
討する。道路交通法にかかる標識・標示および交通規制に
ついては、警察の管轄となるが、カラー舗装化等道路の構
造自体を変えることについては、道路管理者の所管となる
ため、相互の連携が必要となります。道路管理者と連携の
もと対応させてください。

11 安謝小
安謝小周辺　坂を上った所、左右、正面からの車が多い。上った所に一
時停止（止まれ）の看板を立ててほしい

那覇警察署 県警本部交通規制課へ設置要請をいたしました。

12 安謝小
安謝小周辺　ワンズホームアパートの前の横断歩道を塗りなおしてほし
い

那覇警察署 県警本部交通規制課へ設置要請をいたしました。

13 安謝小
安謝小周辺　学校の給食室から正門までの道のりの壁が崩れそうで危険
網で補強するなどしてほしい

事務局

施設課：現地を確認したところ、ブロック塀に一部破損等
が見られたました。当該市道沿いのブロック塀について
は、平成31年度末までに撤去等の対策を図る予定として
おります。

14 安謝小
東原公園周辺　東原公園への飛び出しが多いのでミラーを設置してほし
い

道路管理課

現地を確認したところ、安謝東原公園付近のT字路は左右
の隅切りが十分にあるため見通しが良く、カーブミラー設
置は必要ないと考えております。
児童の飛び出しについては、小学校、幼稚園等での交通安
全教育の指導をお願いします。

15 安謝小
東原公園周辺　東原公園の南東の十字路付近に横断歩道を設置してほし
い

那覇警察署 県警本部交通規制課へ設置要請をいたしました。

16 安謝小 東原公園周辺　信号機を設置してほしい 那覇警察署
現時点では、信号機設置指針に該当しません。要請箇所と
して把握します。

17 安謝小 ローソン交差点周辺　路面に「スクールゾーン」と色を塗ってほしい 市民生活安全課
別途スクールゾーン路面標示要請として、再提出いただき
ました。対応可否を検討の上、別途ご連絡致します。

18 安謝小 こなや周辺　子どもが横断するための旗を設置してほしい 道路管理課
道路管理課では、横断旗の設置を行っておりません。ま
た、歩道上に横断旗等を常時設置することは通行人の安全
な歩行空間の妨げになるため設置できません。

19 安謝小 花曜日周辺　オゼック前の横断歩道での速度規制（30㎞）をしてほしい 那覇警察署 既に、速度規制（30km）を実施しています。
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20 安謝小
58号線高架下周辺　道幅が狭いのに路駐する車が多いので、線のみでも
歩道を作ってほしい

道路建設課
通学路の安全対策等については、歩道の設置も含め、対策
案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備していく予
定となっております。

21 安謝小
58号線高架下周辺　道路が狭く、歩道がないので、一方通行にするなど
して歩道を作ってほしい

道路建設課
那覇警察署

道路建設課：通学路の安全対策等については、歩道の設置
も含め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整
備していく予定となっております。

那覇警察署：現時点、一方通行の箇所と両側交通箇所が混
在している状況です。大幅な交通規制の変更を実施する際
には、地域住民の皆様からの合意を得ることが第一条件で
あります。まず、地域の自治会長さん等と相談し、住民の
皆様からの多くの質問をいただいた時点で、当署にご通知
ください。歩道を作ることに関しては、道路管理者と相談
することをお勧めします。

22 城西小 こざくら保育園正面　草刈 道路管理課
現地を確認したところ、民地側から草が繁茂して路肩を塞
いでいる状況でした。道路管理課で所有者の方へ撤去指導
を行っていきます。

23 城西小 一中健児の塔付近の路地　外壁の撤去 事務局 撤去済み確認をしています。

24 城西小 一中健児の塔付近の路地　横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申しました。

25 城西小 首里城駐車場付近　横断歩道菱形マークの塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申しました。

26 城西小 正門前から桃原、山川へ抜ける道　一時ストップの標識の設置 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申しました。

27 城西小
正門前から桃原、山川へ抜ける道　スクールゾーン区間の車両の通行規
制

那覇警察署

通行規制については、住民の通行する権利を阻害する要素
があり、住民の同意を要します。地区スクールゾーン委員
会で、当該沿線周辺の住民から同意を得ていただき、その
上で要請していただきたい。自治会長さん等との協議をお
勧めします。

28 城西小 一中健児の塔付近の三叉路　信号機の設置 那覇警察署 設置要件に該当しません。

29 城西小 龍潭周辺　街灯の設置 沖縄県南部土木事務所
龍潭線街路整備事業により、街灯（フットライト）を設置
する予定。整備時期については未定。

30 城西小 琉染から観音堂　歩道ラインの設置 沖縄県南部土木事務所
当該箇所は道路幅員が狭く、歩道が無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する予定。

31 城西小 正門付近　外国人観光客への看板の設置 事務局
首里城公園管理センターへ問い合わせたところ、看板の設
置が可能かどうかも含め、道路管理者等と現在調整してい
るとの事です。

32 城西小 当蔵LOWSON～首里公民館　ガードレールの設置 沖縄県南部土木事務所
龍潭線街路整備事業により、ボラード(琉球石灰岩角柱)を
設置する予定。
整備時期については未定。

33 城西小 山川交差点から琉染へ抜ける道　許可車両以外の車の通行規制 那覇警察署
既に、許可車両以外通行できない交通規制がされていま
す。

34 城西小 芸大から儀保へ抜ける道　許可車両以外の車の通行規制 那覇警察署
既に、通学路としての交通規制（時間規制）が敷かれてい
ます。

35 城南小 崎山馬場通りの瑞泉酒造前の十字路の横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課へ補修上申済。

36 城南小 沖縄タイムス首里第一販売店前十字路の横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課へ補修上申済。

37 真嘉比小 真嘉比56号付近のスクールゾーン区域のカラー塗装 市民生活安全課

ご要請いただいたスクールゾーン路面標示のカラー化につ
きましては、調査したところ、現在の白地のスクールゾー
ン路面標示に比べ工事費が高額になることが分かっており
ます。また、現在の白地スクールゾーン路面標示に対する
要望も例年、多数の応募があり、要望のすべてを実施でき
ていない状況がございます。つきましては、ご要請いただ
いたスクールゾーン路面標示のカラー化につきましては、
対応を見送らせていただきます。なお、道路の安全措置に
は、路面の「グリーンレーン」や速度規制をともなった
「ゾーン30」、「時間帯進入規制」などの複数の措置が
ございますので、同地域の状況に合わせて、ご検討くださ
いますようお願い致します。

38 真嘉比小 校門前への横断歩道設置 那覇警察署
校門前直近は、カーブしている状況から、少し離れた場所
へ横断歩道設置を検討中。

39 真嘉比小
信号機の設置（真嘉比小→大道209付近、真嘉比2-30-17付近→対向
側）

那覇警察署
警察本部上申済。しかし、南側の殆どが大道小学校校区で
あり、通学路としての必要性を吟味する必要がある。

40 泊小 「富士屋」前の交差点の横断歩道と「止まれ」道路標示の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申しました。

41 泊小 「うえはら小児科」前の三叉路の横断歩道と一時停止ラインの塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申しました。

42 泊小 ナハテラス横の坂道　一時停止ラインを設けて欲しい 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申しました。

43 泊小
「黄金森公園」の歩道前の横断歩道が少なすぎる　横断歩道を増やして
欲しい

那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申しました。



 　　 平成３０年度（２０１８）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

44 泊小 黄金通り　歩道にガードレールを設置して欲しい 道路建設課
通学路の安全対策等については、ガードレールの設置も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

45 大道小
朝の通学時間　スクールゾーン内「歩行者専用道路」の警察による見回
りや取り締まりなどを行って頂きたい

那覇警察署 要請のとおり実施予定。

46 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　危険な状態ですので
早急に修復お願いします

那覇警察署 警察本部交通規制課へ補修上申しました。

47 識名小 大通りでの路側帯の白線の塗り直し 道路管理課
平成31年度に現場の状況を確認しながら随時路側帯（白
線）の補修（塗り直し）を行います。

48 識名小 大通りでのスピード標示の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課へ補修上申しました。

49 識名小 大通りでの中央線（オレンジ）の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課へ補修上申しました。

50 識名小 大通り2か所の横断歩道の塗り直し 那覇警察署 ①警察本部へ補修上申しました。②すでに補修済み。

51 壺屋小
ゆいレール牧志駅近く（ひめゆり通りから国際通りへの道）の横断歩道
信号の停止線が消えかかっており見えにくい　白線の塗りなおしをして
欲しい

那覇警察署
横断歩道および停止線の塗りなおしにつき、県警本部に補
修上申済み。

52 壺屋小

ゆいレール牧志駅近く（ひめゆり通りから国際通りへの道）の横断歩道
は、児童が横断していても、車の運転手が停止線に気が付かず、横断歩
道に侵入してくることが非常に多い　白線の手前に、「横断歩道あり」
の道路への標示を新たにして欲しい

道路建設課
通学路の安全対策等については、路面表示の設置も含め、
対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備してい
く予定となっております。

53 壺屋小
ゆいレール牧志駅から続く国際通りの「蔡温橋交差点の信号機」にルー
バーの設置要求

那覇警察署
ルーバーによる信号灯の視認性の阻害が必ずしも車両の原
則を促すものではないことから、全国的な事例も鑑みて対
応することとしたい。

54 若狭小 若狭小学校プール側門前横断歩道「止まれ」の標示の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

55 若狭小 若狭公民館前、横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

56 真和志小
エミール保育園付近通学路の路側帯にカラーリング（黄色）をしてほし
い。

道路建設課
通学路の安全対策等については、路側帯のカラー化も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

57 真和志小
黒丸宗通りと大石公園から下ってくる坂との交差点（コインランドリー
やパンや「ガフの部屋」向かいの角の郵便ポストの移設

事務局
那覇東郵便局へ確認しましたところ、平成31年3月中に撤
去を行うとの事です。

58 城岳小
長浜企業グループビル横からマエダ電機工事付近に繋がる墓地を通り抜
ける道への注意喚起の標識2ヶ所設置

事務局
当該道路は那覇市管理となり、看板設置は可能です。看板
の設置、内容については、道路管理課、都市デザイン室と
調整が必要となります。

59 城岳小
那覇市楚辺二丁目の坂壺側通りから楚辺へ抜ける市道について歩道幅確
保のため電柱の撤去・移動

道路管理課
電柱の移設につきましては、供給や安全性などの問題があ
ると考えられることから、直接電柱管理者あてお問い合わ
せください。

60 松島小 県道82号線横たなはら歯科横の横断歩道の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

61 松島小 沖縄設計サービス株式会社横の路面表示「止まれ」の塗り直し 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

62 松島小
松島小学校周辺の生活道路が集積している地域（古島2丁目）にゾーン
30を設定して欲しい

那覇警察署 道路管理者と連携し、ゾーン30の設置を検討する。

63 松島小
那覇市古島2丁目19番地-9　糸洲アパート横にカーブミラーを設置して
欲しい

道路管理課
現地を確認したところ、糸洲アパート付近のT字路は左側
の隅切りが十分にあるため見通しが良く、カーブミラーの
増設は必要ないと考えております。

64 上間小
学校に続く裏道で交通量が多いため、「ゾーン３０」を設置して欲し
い。

那覇警察署 道路管理者と連携し、ゾーン30の設置を検討する。

65 石嶺小 もりやま小児科横縁石設置区間の延長 道路建設課 今年度対応予定です。

66 石嶺小 ファミリーマート石嶺小学校前店交差点前後における中央分離帯の開放 道路建設課
モノレール支柱等の工事完了後、中央分離帯工事を予定し
ておりますが、要望箇所については開放予定となっていま
す。

67 石嶺小
まさひろ酒造からファミリーマート石嶺小学校へ抜ける道路にラバー
ポールの設置

道路建設課
通学路の安全対策等については、ラバーポールの設置も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

68 石嶺小
児童相談所前交差点からみどり保育園側へ入る道路にラバーポールの設
置

道路建設課
通学路の安全対策等については、ラバーポールの設置も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

69 仲井真小 仲井真小学校正門横の歩道の補修依頼 沖縄県南部土木事務所

・仲井真小学校正門横の歩道については、昨年１１月末に
歩道と車道の間にある歩車道境界ブロックに穴を開けて、
雨水が車道に流れるよう対応済。
・歩道橋階段部ブロック剥離箇所、階段部横壁穴等につい
ては、昨年１１月に補修対応済。

70 仲井真小 松本歯科側の停止線の依頼と横断歩道線の依頼 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

71 仲井真小 仲井真小学校正門向かい（交番側）の停止線と横断歩道線の依頼 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

72 金城小 赤嶺2丁目９－３前　カーブミラー設置 道路管理課
現地を確認したところ、赤白タンク沿いの角に隅切りが十
分あるため見通しが悪いとは言えず、カーブミラー設置は
必要ないと考えております。
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73 金城小 田原1丁目5－1、田原1丁目4－9付近　電柱移設 道路管理課
電柱の移設につきましては、供給や安全性などの問題があ
ると考えられることから、直接電柱管理者あてお問い合わ
せください。

74 金城小 金城5丁目7－1　ゾーン30の設置 豊見城警察署
現場確認、学校関係者からの聞き取り、自治会からの聞き
取り等、所要の調査を行い、ゾーン30の設置又はその他
の交通規制の設置について検討する。

75 金城小 金城5丁目8-16、金城5丁目7-9の間　ゾーン30の設置 豊見城警察署
現場確認、学校関係者からの聞き取り、自治会からの聞き
取り等、所要の調査を行い、ゾーン30の設置又はその他
の交通規制の設置について検討する。

76 金城小 金城5丁目8-6、金城5丁目4-6の間　ゾーン30の設置 豊見城警察署
現場確認、学校関係者からの聞き取り、自治会からの聞き
取り等、所要の調査を行い、ゾーン30の設置又はその他
の交通規制の設置について検討する。

77 金城小
金城4丁目6-4、金城4丁目7-9の間　路側帯を確保するなど歩行者保護
対策

道路建設課
通学路の安全対策等については、区画線の設置含め、対策
案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備していく予
定となっております。

78 曙小
安謝天久線　大源たたみ店の前　歩行者用路側帯（グリーンレーン）を
表示してほしい

道路建設課
通学路の安全対策等については、路側帯のカラー化も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

79 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 警察本部交通規制課に補修上申済。

80 曙小 市道曙27号線曙公園前通り　運転手注意喚起のカラー化をして欲しい 道路建設課
通学路の安全対策等については、注意喚起のカラー化も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

81 曙小 市道曙27号線曙公園前通り　グリーンレーンを表示して欲しい 道路建設課
通学路の安全対策等については、路側帯のカラー化も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

82 曙小
市道曙27号線曙公園前通り　小学校、幼稚園周囲横断防止柵の早めの設
置

道路管理課
現在では小学校、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、要請箇所は学校周辺ではないので、
設置の予定はありません。

83 曙小 市道曙25号　シャープ裏通りの十字路　グリーンレーンの表示 道路建設課
通学路の安全対策等については、路側帯のカラー化も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

84 曙小 曙小学校沿いのスクールゾーン　路側帯をカラー化して欲しい 道路建設課
通学路の安全対策等については、路側帯のカラー化も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

85 曙小 曙小駐車場裏通り　注意喚起のカラー化をして欲しい 道路建設課
通学路の安全対策等については、注意喚起のカラー化も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

86 真地小
真和志高校から真地小へ下りていく坂及び、県道329号へ通じる道路の
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 要請のとおり実施予定。

87 真地小
真和志高校から真地小へ下りていく坂、おおぞら公園近隣に道路ゾーン
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：通学路の安全対策等については、路側帯のカ
ラー化も含め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め
順次整備していく予定となっております。

那覇警察署：道路管理者と連携し、ゾーン30の設置を検
討する。道路交通法にかかる標識・標示および交通規制に
ついては、警察の管轄となるが、カラー舗装化等道路の構
造自体を変えることについては、道路管理者の所管となる
ため、相互の連携が必要となります。

88 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 平成３０年度補修工事にて対応済みです。

89 さつき小
道路標示の補修　県道221号　（中央線、路肩の白線が消えかかってい
る）

沖縄県南部土木事務所
中央線及び外側線の補修について、平成31 年度中には対
応する予定。

90 さつき小
道路標示の補修　県道221号　（中央線、路肩の白線が消えかかってい
る）

沖縄県南部土木事務所
中央線及び外側線の補修について、平成31 年度中には対
応する予定。

91 さつき小
道路標示の補修　宇栄原52号　（中央線、路肩の白線が消えかかってい
る）

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。平成31年度以降に中
央線を優先に補修を行っていきます。

92 さつき小
道路標示の補修　宇栄原田原線　（中央線、路肩の白線が消えかかって
いる）

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。平成31年度に中央線
の補修工事を行っていきます。また、市内全体で外側線
（路肩）補修の箇所が多く、平成30年度での対応は難し
いため、平成31年度以降に対応していきます。

93 さつき小
道路標示の補修　宇栄原田原線　（中央線、路肩の白線が消えかかって
いる）

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。平成31年度に中央線
の補修工事を行っていきます。また、市内全体で外側線
（路肩）補修の箇所が多く、平成30年度での対応は難し
いため、平成31年度以降に対応していきます。

94 さつき小
道路標示の補修　宇栄原52号　（中央線、路肩の白線が消えかかってい
る）

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。平成31年度以降に中
央線を優先に補修を行っていきます。

95 さつき小
道路標示の補修　宇栄原中央南線　（中央線、路肩の白線が消えかかっ
ている）

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。平成31年度以降に中
央線を優先に補修を行っていきます。

96 天久小 横断歩道の塗り直し（割烹いわい前　歩車分離信号の横断歩道） 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

97 天久小 停止線の塗り直し（タイムズコインパーキング横交差点） 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。
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98 天久小 停止線の塗り直し（天久小学校　北東側交差点） 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

99 天久小 停止線の塗り直し（天久小学校　南門近く（運動場トイレ近く）T字路 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

100 天久小 横断歩道、停止線の塗り直し（パスタパスタ前交差点） 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

101 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） 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

102 天久小 止まれ道路標示・停止線の塗り直し（そろばん塾裏手近く交差点） 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

103 天久小 止まれ道路標示・停止線の塗り直し（てるクリニック前交差点） 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

104 天久小
横断歩道設置　止まれ標識または、道路標示の新設（コインパーキング
裏手交差点）

那覇警察署 警察本部交通規制課に横断歩道設置要請済。

105 天久小
横断歩道設置　止まれ標識または、道路標示の新設（コインパーキング
斜め向かい交差点）

那覇警察署 警察本部交通規制課に止まれ標識等要請済。

106 天久小
横断歩道設置　止まれ標識または、道路標示の新設（タイムズコイン
パーキング横交差点）

那覇警察署 警察本部交通規制課に止まれ標識等要請済。

107 天久小
横断歩道設置　止まれ標識または、道路標示の新設（天久小学校　北東
側交差点）

那覇警察署 警察本部交通規制課に止まれ標識等要請済。

108 天久小
横断歩道設置　止まれ標識または、道路標示の新設（天久小学校　南門
近く（運動場トイレ近く）T字路）

那覇警察署 警察本部交通規制課に止まれ標識等要請済。

109 天久小
横断歩道設置　止まれ標識または、道路標示の新設（天久小学校北門前
の公文横Ｔ字路）

那覇警察署 警察本部交通規制課に止まれ標識等要請済。

110 天久小 横断歩道設置の新設（天久幼稚園向かいそろばん塾前交差点） 那覇警察署 警察本部交通規制課に横断歩道設置要請済。

111 天久小
横断歩道設置　止まれ標識または、道路標示の新設（ちゅらまち公園正
面T字路）

那覇警察署 警察本部交通規制課に止まれ標識等要請済。

112 天久小
横断歩道設置　止まれ標識または、道路標示の新設（ちゅらまち公園南
西側T字路）

那覇警察署 警察本部交通規制課に止まれ標識等要請済。

113 天久小

その他学校周辺道路の「スクールゾーン」と道路標示された表示に付
き、グリーンレーンの拡大や塗装の検討

※学路安全対策会議時に具体的な要請については、今後天久小学校ス
クールゾーン委員会で検討し、改めて要請を行うと確認済み。今回は市
民生活安全課へ直接要請があった「スクールゾーン路面標示の要請」３
箇所についてのみ要請を行う。

市民生活安全課

天久小学校スクールゾーン委員会より8月17日付で受け付
けた新規スクールゾーン路面標示3か所の設置につきまし
ては、平成30年度スクールゾーン路面標示入札を実施
し、３か所のうち２箇所につきましては、平成30年度内
に設置が完了する予定です。残り１箇所につきましては、
事業者と実施可否を現在調整しておりますが、年度内に対
応ができない場合は、次年度再度、ご要請ください。

114 那覇小
那覇市牧志2丁目22－2付近　路面の横断歩道及び道路標示がほとんど
消えていて見えないので補修を要望します

那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

115 那覇小
那覇市牧志1丁目ニューパラダイス通り　道路幅員が狭小のため通学路と
して危険。歩道スペースを明確にしたい　歩道スペースの色塗りを要望
します

道路建設課
通学路の安全対策等については、路側帯のカラー化も含
め、対策案や基準等を作成し、優先順位を定め順次整備し
ていく予定となっております。

116 神原小 知事公舎向け道路　横断歩道の引き直し 那覇警察署 警察本部交通規制課に補修上申済。

117 神原小
母子センター通り　信号機を設置してほしい　ガードレールの設置等を
検討してほしい

那覇警察署
道路管理課

道路管理課：現状の幅員において、ガードレールを設ける
と車両の相互通行に支障をきたす可能性があることから、
設置することは困難と考えております。しかし、要請箇所
の安全対策として、カラー舗装による交差点の着色を検討
しており、平成30年度に対応する予定です。

那覇警察署：現時点では、信号機設置要件に該当せず、設
置予定はありません。信号機設置希望地点として交通管制
センターへ報告します。ガードレールの設置については道
路管理者の所掌業務となります。

118 神原小 県道222号線　仮歩道の設置をして欲しい 沖縄県南部土木事務所

・当該箇所については、農連市場地区と隣接しており、工
事の錯綜をさけるため、農連市場地区整備事業を先行施工
させている。
同事業の完了予定が平成３２年３月であり、その後の平成
３２年度に歩道整備を行う予定。


