
№ 学校名 事　　　 項 関係部署 回答

1 安謝小
安謝２丁目４－１２　KO菜YA前の横断歩道が消えて
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
天久２丁目２９－１６　たかえす歯科横の停止線の塗り
直してほしい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

3 安謝小 あがりばる公園前の停止線の塗り直し 那覇警察署 　警察本部に申請済み。

4 安謝小 事故の多い交差点の横断歩道の塗り直し 那覇警察署
　小学校周辺の横断歩道の摩耗箇所について警察本部
に申請済み。

5 安謝小 花曜日横の停止線の塗り直し 那覇警察署 　警察本部に申請済み。

6 安謝小

安謝小学校周辺道路は道幅が狭く歩道がないところ
が多々あります。車との接触事故もあり危険です。路
肩のカラーリングをしてほしい。
・安謝２丁目１５－１４　・安謝１０１－１１　・安謝２９２
－３　・安謝２丁目２９－２６　・安謝１８６　・天久１０４５
－１　・安謝２丁目２９－６

道路管理課
道路建設課

　路肩のカラーリングについては、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。
　なお、安謝小学校北側線の一部区間につきましては、
令和元年度に道路改良工事と併せて路肩のカラーリング
を実施いたしました。

7 安謝小

安謝小学校周辺道路は道幅が狭く歩道がないところ
が多々あります。車との接触事故あり危険です。ガー
ドレールを設置してほしい。
・安謝２丁目１５－１４　・安謝１０１－１１　・安謝２９２
－３　・安謝２丁目２９－２６　・安謝１８６　・天久１０４５
－１　・安謝２丁目２９－６

道路管理課
道路建設課

　ガード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、必要に応じて他の安全対策
について検討いたします。

8 安謝小

安謝９８番地のT字路は見通しが悪く抜け道になって
いる、さらに交通量も多いのでカーブミラーを設置して
ほしい。

道路管理課
　道路管理者である南部国道事務所とカーブミラーの協
議を行いましたが設置は難しい状況です。

9 安謝小

安謝２丁目２９－６の道からワンズホーム前（安謝２丁
目１７－１）への道は車が多くどちらが優先なのかわか
りにくいので停止線を書き、停止標識を設置してほし
い。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

10 安謝小

安謝２４５－１のコインパーキングの車がはみ出して駐
車していたり、軽自動車のところに普通乗用車駐車し
ていることがある。子供たちが道路にはみ出して通学
しているので事業者への指導をお願いしたい。

那覇警察署
道路管理課

那覇警察署：
　要請箇所は、コインパーキングになっており不特定多数
の車が駐車できる状況。事業者に対し、看板等を活用し
た注意喚起や巡回の際でのチラシ配布を指導済み。
道路管理課：
　現地を確認したところ、道路にはみ出して、駐車してい
る車が見受けられたので、駐車場管理者に指導を行いま
した。また、定期的にパトロールを行い道路にはみ出して
駐車を行い、通行の妨げになる場合は、指導を行いま
す。

11 安謝小

安謝２丁目１５－１４からの58号線高架下トンネルは
見通しも悪くホームレスがいることもあるのでパトロー
ルを強化してほしい。

那覇警察署
道路管理課

那覇警察署：
　警ら活動及び早朝の交通取締まり等を実施している。
道路管理課：
　定期的にパトロールを行い、路上にごみを散乱させるな
ど通行の妨げになる場合は、指導を行います。

12 安謝小

５８号線ローソン（天久２丁目３１－１０）と安謝２丁目６
－２０の横断歩道の青信号時間も短く車のとおりも多く
危険、信号無視や交差点内での車線変更、青に変
わってからの急加速、発進が多い。巻き込み事故も多
いので取り締まり及びパトロールをしてほしい。

那覇警察署 　警ら活動及び早朝の交通取締まり等を実施している。

13 安謝小

安謝１丁目１６　あがりばる公園トイレ前の道路は事故
が多く最近も大きな衝突事故が発生しています。横断
歩道を設置してほしい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

14 安謝小

イチロー歯科から花曜日までの下り坂に横断歩道が
ないので途中で渡ったり渋滞の車の間をすり抜けたり
して危険なので横断歩道を設置してほしい。

那覇警察署
　横断歩道の要請箇所の直近に横断歩道があり、設置基
準に該当せず。
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15 安謝小
まるたま（曙２丁目１５－１２）前の道路に横断歩道が
ないので設置してほしい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

16 安謝小
スクールゾーン内の許可証のない通行者のパトロー
ルをしてほしい。

那覇警察署 　警ら活動及び早朝の交通取締まり等を実施している。

17 安謝小
安謝２丁目２９－２６の青アート駐車場横の側溝の蓋
がガタガタで危ないので直してほしい。

道路管理課
　現地を確認したところ、側溝の蓋がガタついている箇所
を確認しましたので今年度内で修繕を行います。

18 城西小
南部道路事務所看板を撤去または移動
池端町１１番地　ぶくぶく茶前　２９号合流地点

南部土木事務所
　今年度中に撤去する予定です。
　（担当：街路公園班）

19 城西小

交差角度を鈍角化してほしい
池端町１１番地　ぶくぶく茶前　２９号合流地点鳥堀向
け

道路建設課

　交差角については、道路構造令の基準に適合しており
（７５°以上）、用地取得を行い道路の線形を変更するに
は多くの費用が必要となってしまいます。車からの見通し
については、民有地にあるフクギが影響していると思いま
すので、所有者に相談してみてはいかがでしょうか。

20 城西小
夕刻に信号機認識しづらいので改修要望
龍潭前

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

21 城西小
通学時間帯の一方通行化を要望
当蔵から環状２号赤平へ抜ける道

那覇警察署

　要請箇所は、現在７：００～９：００までの間歩行者専用
道路の規制により児童の通学路になっており、現時点交
通トラブルはない。通学時間帯の一方通行化にすること
は、児童の交通事故防止が懸念されるのと付近住民の
同意が必要になるため検討していく。

22 城西小
中央線の抹消
寒川町１－５　琉染-観音堂

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行う予定です。併せて中央線を
なくす計画となっております。
（担当：維持管理班）

23 城西小
道路幅員拡張要望
寒川町１－５　琉染-観音堂

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行う予定です。
（担当：維持管理班）

24 城西小
外壁の改修
赤マルソウ通り芸大第３キャンパス外壁

建築指導課

　那覇市道赤田寒川線沿いにある、沖縄県立芸術大学
第３キャンパス「首里金城町３丁目３６」の石積コンクリー
ト塀及び歩道の亀裂、また対面するバショウ畑「首里金城
町１丁目３８」の石積間知ブロックの土圧による目地ズレ
を、芸大事務局立ち合いの上、現場確認を行いました。
　今後、芸大施設改善計画に含め、予算確保に努めつつ
改善に向けて検討をしていきたいとの回答がありました。

25 城西小
中央線の抹消
赤マルソウ通り

那覇警察署
　要望箇所は、追い越し禁止の黄色実線になっており歩
行者の安全面上、現状のままが妥当だと考えられる。

26 城西小
横断歩道信号機横断時間の延長
城下保育園前

那覇警察署 　横断時間の延長について警察本部に申請済み。

27 城西小
押しボタン式信号２カ所が連動しているのを分離
城下保育園前

那覇警察署
　交通事故防止や信号機のシステム上、押しボタン式信
号２カ所を分離することは難しいと考えられます。

28 城西小
信号機点滅時間変更
城下保育園前信号機

那覇警察署
　要請事項９の対応のとおり横断時間の延長について警
察本部に申請済み。

29 城西小

首里当蔵２丁目琉球新報城西販売店前の歩道と車道
の間にあるチェーンがついたポールが交通事故により
なぎ倒されている。１本は回収されているが、もう1本
は折れたままになっているので、修理をお願いした
い。また、劣化している様子もあるため強度をチェック
してもらいたい。

南部土木事務所
　劣化している箇所も含めて修繕を完了しました。
　（担当：維持管理班）
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30 城西小

首里大中町１丁目の旧博物館横の横断歩道に設置さ
れた側溝のコンクリート蓋が壊れてでこぼこになってい
る。小中学生がよくつまづいているので直してもらいた
い。

南部土木事務所
　今年度中に修繕を行う予定です。
　（担当：街路公園班）

31 城西小

首里池端町の県道２９号線、ポケットパーク前近辺の
塗装について。滑りやすい、雨の日にすごい音がして
こわい、濡れるとすごく反射して見えないなど意見があ
るため、塗り直してもらいたい。

南部土木事務所
　今後、再塗装を行う予定です。（時期については未定）
　（担当：街路公園班）

32 城西小

池端三叉路の信号について。県道２９号線を山川方面
から当蔵方面へ走る際、池端三叉路の信号と横断歩
道までの距離が離れており、黄色信号で車が進入す
ると歩行者と事故になる可能性が高い。

南部土木事務所
那覇警察署

南部土木事務所：
　街灯やボラードなど既設構造物の移設や、乗入口があ
ることから横断歩道の位置を変更することは厳しいと考え
ております。（担当：街路公園班）
那覇警察署：
　横断歩道の移動は難しいと考えられます。黄色信号で
交差点に進入することは信号無視になる可能性がある。
横断歩道標示については、警察本部に申請済み。

33 城西小
ガードレール設置
池端三叉路付近

南部土木事務所

　龍潭線街路整備事業により車両用防護柵の役割として
ボラード（琉球石灰岩角柱）を設置しているところですが、
当該箇所は乗入口に支障となることから、これ以上ガード
レール（ボラード等）を設置することは困難な状況でありま
す。（担当：街路公園班）

34 城西小
信号機に違反取締用カメラの設置
龍潭前

那覇警察署 　設置については困難。

35 城西小
一時停止線の設置およびフクギの剪定
池端町１１番地　ぶくぶく茶前　２９号線合流地点

関連部署なし
　当該フクギは民地にあることから、南部土木事務所対
応ではないと考えます（事務局了承済み）。
　（担当：維持管理班）

36 城西小
外側帯カラー舗装
池端町１１番地　ぶくぶく茶前　２９号線合流地点

道路管理課
道路建設課

　路肩のカラーリングについては、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。

37 城西小
カーブミラーの設置
グランドキャッスル出口と２９号線合流地点

38 城西小
一旦停止線の設置
グランドキャッスル出口と２９号線合流地点

39 城西小
運転手へ注意喚起看板の設置
グランドキャッスル出口と２９号線合流地点

40 城西小
ガードレール設置もしくは外側帯設置
グランドキャッスル出口と２９号線合流地点

41 城西小
柵の設置
那覇市２級市道0284（桃原中央線）の崖側

道路管理課
　現地を確認したところ、ガードレールがない箇所を確認
しました。当該箇所の土地所有者とガードレールの設置
について令和３年度以降調整を行います。

42 城西小
カーブミラー設置
大中町２丁目　光の子幼稚園駐車場入り口

道路管理課
　個人所有地(光の子幼稚園）から市道に出る箇所のカー
ブミラー設置は行っておりません。

43 城西小
街灯の設置
寒川町１－５　琉染-観音堂

南部土木事務所
　設置目的や範囲等が不明のため城西小側と調整中で
あり、今後、対応を検討いたします。
　（担当：維持管理班）

44 城西小
ガードレール設置もしくは外側帯設置
寒川町１－５　琉染-観音堂

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行う予定です。
　（担当：維持管理班）

関連部署なし

　課題が山積している箇所で、要請事項の再確認、関係
機関との調整を要するため、次年度への継続事項としま
す。
　（城西小スクールゾーン委員会委員長へ確認済み）
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45 城西小
カーブミラーの設置
寒川町１－５　琉染-観音堂

道路管理課

　現地を確認したところ、当該県道へ流入する道路は私
道や市道があり、私道からの流入する道路にはカーブミ
ラーの設置は行っておりません。市道については現地の
状況に応じて設置可能か県と協議いたします。

46 城西小
ガードレール設置もしくは外側帯設置
一中健児通り

道路管理課
道路建設課

　ガード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、必要に応じて他の安全対策
について検討いたします。なお、外側線が消えかかってい
る箇所については、令和３年度以降優先度をつけて対応
いたします。

47 城西小
ガードパイプの設置
赤マルソウ通り

道路管理課
道路建設課

　ガードパイプの設置については、現地の状況に応じて設
置可能か検討いたします。また、必要に応じて他の安全
対策について検討いたします。

48 城西小
ガードレール設置
赤マルソウ通り

道路管理課
道路建設課

　ガードレールの設置については、現地の状況に応じて
設置可能か検討いたします。また、必要に応じて他の安
全対策について検討いたします。

49 城西小
進入禁止看板設置
城西小学校正面前

道路管理課
　進入禁止等の規制の看板設置は道路管理者では行っ
ておりません。規制の看板設置については、警察との調
整をお願いします。

50 城西小
ポストコーン設置
城西小学校正面前

道路管理課
道路建設課

　現状の道路幅において、ポストコーンを連続で設けると
車両の相互通行に支障をきたす可能性があるため、部分
的な設置が可能か検討いたします。路上駐車の対応につ
いては、警察との調整をお願いいたします。

51 城西小
カーブミラーの設置
城下保育園前

道路管理課
　個人有地(城下保育園）から市道に出る箇所のカーブミ
ラーの設置は行っておりません。

52 城西小
ポストコーン設置
首里城前ストアー前（タクシー客待ち防止策）

南部土木事務所
　タクシー客待ちの路上駐車対策は道路管理者では対応
できません。（担当：維持管理班）

53 城西小
タクシープール設置
首里城前ストアー前（タクシー客待ち防止策）

南部土木事務所

　平成１３年度に公園管理センター内駐車場にタクシー乗
降場を設置していましたが、客引き行為や一部のタク
シーによる独占使用が確認されたため、平成１４年度に
廃止しています。再整備にあたりタクシー協会に意見を求
めているところであり、今後、対応を検討いたします。（担
当：維持管理班）

54 城南小

崎山４５－５前の道（城南小学校正門から子ども園前
の道）登下校時もスピードを出す車が多く、園児・児童
の安全のため看板等を設置したが効果がないため、
スピード抑制のための体感できる路面対策を設置希
望

道路管理課
　ハンプ設置（暫定的含む）に向けて関係者と調整してお
ります。

55 城南小

町田商店前（馬場通り）、交通量が多く、交差点内を止
まらず侵入する車が多く児童の登下校時の安全確保
のため、一時停止・標識路面設置希望　※同交差点
に設置されているカーブミラーも見えにくいため改善を
希望（地図箇所③）

那覇警察署
道路管理課

那覇警察署：
　町田商店前十字路交差点は、北側と南側は一時停止
規制が設けられており、東側と西側の一時停止規制を新
設した場合、優先道路がはっきりしないことから検討す
る。
道路管理課：
　現地を確認したところ、カーブミラーとしての機能を果た
しており、改修の必要はないと考えております。

56
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 　警察本部に申請済み。

57
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
道路管理課

那覇警察署：
　警察本部に申請済み。
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、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。

58
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
道路管理課

那覇警察署：
　警察本部に申請済み。
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、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。
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59 松川小
キッズゾーンを推奨する政府の動きがあるため、新設
する路面標示は「キッズゾーン」の表示にして欲しい。

こども教育保育課
市民生活安全課

こども教育保育課：
　国の定めるキッズゾーンの創設の趣旨及び現状を
踏まえて、保育所等や関係機関と連携し、交通安全
対策を検討して参ります。
市民生活安全課：
　現在、当課ではスクールゾーン路面標示をおこ
なっております。キッズゾーンについては、令和元
年１１月の国通知によると、保育所等の周辺で園児
等の安全を確保することを目的に、原則、保育所等
の周囲半径５００ｍの範囲で、保育所等、道路管理
者及び警察が協議し設定するとあります。

60 松川小

松川小校区は交通量が多く、白い文字だとキッズゾー
ンである事が分かりにくいため、別紙の表示のような
カラー表示を希望します。

こども教育保育課
市民生活安全課

こども教育保育課：
　国の定めるキッズゾーンの創設の趣旨及び現状を
踏まえて、保育所等や関係機関と連携し、交通安全
対策を検討して参ります。
市民生活安全課：
　カラーの路面標示は、白文字のみの標示に比べ工
事費が高額となり、厳しい財政状況の折、当課では
できるだけ多くのスクールゾーン路面標示要請にお
応えするため、現在スクールゾーン路面標示のカ
ラー化には至っておりません。

61 松川小

下記に示すように（資料省略）、政府も滋賀県大津市
の事故を受け、危険箇所は早急に対応するといってい
ます。歩道の無い松川小校区は大変危険です。毎日
のように通学路でヒヤリハット（車の事故や人身事故
が起きそうになる事が多い）が起きています。警察・行
政に相談しましたが協力的ではありません。何故で
しょうか？担当者の方へ是非一度、松川小校区の通
学路の現状を確認して欲しいと思います。安全な通学
路についてのアドバイスをお願いします。

道路管理課
道路建設課

　未就学児緊急合同点検において、松川こども園からの
要請対応としまして、令和３年度に松川小校門入口付近
に注意喚起の路面標示の設置及び外側線の引直しを予
定しております。
　また、今年度より全３６校を４ブロックに分けて、警察や
道路管理者、学校関係者等による合同点検を毎年実施
し、交通安全対策について検討していくことになりました。
なお、松川小学校は、令和３年度に合同点検を行う予定
です。

62 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４０m
ほど先の交差点。６本の道が交差しており、かなりの
スピードで走行する車があり、危険である。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

63 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となっている。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

64 識名小

歩道の塗装について
本校の通学路、特に学校周辺については、歩道が狭
く、車が通ると、子どもと車がいつ接触してもおかしくな
いほど登下校時は混み合っている。

道路管理課
道路建設課

　路肩のカラーリングについては、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
て検討しており、令和３年度に識名小学校周辺道路の路
肩のカラーリングを予定しております。(琉銀石田支店付
近から識名小学校を通り繁多川交番までの時間帯一方
通行区間)

65 壺屋小

横断歩道の塗り直し（小学校前）
小学校前の横断歩道がほぼ消えていて、歩道と車道
の認識があいまいになり危険な為、歩道表示の塗り直
しを希望します。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

66 壺屋小

横断歩道の塗り直し（柳通り、安里駅向けの一方通行
の筋道）
さいおんスクエア裏、「ダイワロイヤルネットホテル国
際通り」沿いのT字路の横断歩道が消えていて、登下
校の児童や歩行者が危険な為、歩道表示の塗り直し
を希望します。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

67 壺屋小

横断歩道の塗り直し（希望ヶ丘付近の十字路付近）
「公園側⇔竜宮通り社交街」の通りの横断歩道が薄く
なっていて、登下校で毎日利用する児童が横断の際、
危険である為、歩道表示の塗り直しを希望します。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

68 壺屋小

信号機新設（希望ヶ丘付近の十字路付近）
要請事項の１の３と同じ場所。小学校の通学路として
利用しているが、ホテルなどの観光施設が増えると同
時に交通量も増え、危険度が高まっている為、信号機
の設置を希望します。

那覇警察署

　警察本部に申請済み。
　信号機の設置については、予算の範囲内かつ県内の
信号機設置の必要性が高い場所から設置していくことに
なる。
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69 神原小

那覇市寄宮１－１６－１付近（みやぎ原保育園）横断
歩道が消えかかっている。児童の通学路朝の通勤ラッ
シュに係る時間帯は非常に危険

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

70 神原小

那覇市寄宮１－１２－１（かねひで付近）の交差点　横
断歩道が消えかかっている。児童の通学路朝の通勤
ラッシュに係る時間帯は非常に危険　以前、交通事故
発生し、非常に危険

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

71 神原小
那覇市寄宮１－１０－１７　信号のある交差点（海邦銀
行付近）交差点の横断歩道の線が消えている

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

72 神原小

那覇市壺屋１－５－１　ファミリーマートが近くにある。
横断歩道が消えかかっている。昨年度、依頼したが改
善されていない。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

73 神原小

那覇市樋川２－７番地　のうれんプラザ付近の交差点
から那覇市営住宅に行く新道路　直線距離で横断歩
道間の距離がある。新規の信号または横断歩道の新
設を依頼

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

74
真和志

小

那覇市寄宮２丁目２９　みはら子供学園前の三叉路
一時停止線及び横断歩道が消えている。スクール
ゾーンであり近隣には保育園も多数あるため子供の
往来が多いので補修してほしい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

75
真和志

小

那覇市三原３丁目１６－２　ファミリーマート三原大石
通り店前交差点
通り抜け道路になっているが一時停止線がないため
車が減速せずに交差点に進入してくるので危ない。停
止線を新設してほしい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

76
真和志

小

那覇市寄宮１丁目７３－１　ひろ整骨院前交差点
信号がないため国場からの通り抜け車両が多いが交
差点前建物が歩道に迫っており見通しが悪い。一時
停止線もないため減速せずに車両が交差点に進入し
てくるので危ない。停止線を新設してほしい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

77 城岳小
城岳小正門近く、joyfull横のT字路の横断歩道３か所
の標示が所々はげているので、補修して欲しい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

78 城岳小

城岳小ガジュマル近く、長濱ビル前のT字路の横断歩
道3か所の標示が所々はげているので、補修して欲し
い。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

79 城岳小

那覇高校から城岳小学校への裁判所通りの道、最初
のT字路の横断歩道の３か所の標示が所々はげてい
るので補修して欲しい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

80 城岳小

城岳小から与儀小へ下りる坂道の手前、横断歩道が
なく児童や年配の方が横断していてとても危険な場所
で、横断歩道の新設をお願いします。

那覇警察署
　横断歩道の要望箇所の直近に横断歩道があり、設置基
準に該当せず。

81 開南小

保護者から、「見通しが悪く、車も徐行せず出てくる。
ブロック塀で車からも人からもかなり見えにくく危ない」
との情報がありました。現場を確認すると、道路の「停
止線」と「止まれ」の文字が消えていました。そのため、
道路標示の塗り直しを要請します。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

82 開南小

保護者から、「見通しが悪く、車も徐行せず出てくる。
ブロック塀で車からも人からもかなり見えにくく危ない」
との情報がありました。現場を確認すると、道路の「停
止線」と「止まれ」の路面標示がありませんでした。そ
のため、道路標示の新規設置を要請します。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

83 開南小

通学路の安全点検において保護者から、「道は狭い
が交通量が多い。スピードを出す車が多い。歩道もな
く、歩行者に注意が必要」との情報がありました。現場
を確認したところ、道は狭いが交通量が多く、車の側を
人が歩いていました。そのため、添付した見取り図の
区間の道路に歩道ラインを引き、歩道部分（ラインの
内側）に色を塗ることを要請します。

道路管理課
道路建設課

　路肩のカラーリングについては、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。
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84 垣花小

学校校門付近三叉路にカーブミラーの設置を要望（２
か所）　一方通行からの右折車と一方通行へ抜ける右
折車の交差が確認しずらく、危険と感じることがある。
スクールゾーンであり、たくさんの子どもたちが通る場
所であることから早急な対応をお願いしたい。

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、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。

85 小禄小

小禄小学校正門前は、横断歩道や信号機はあるもの
の、それがカーブを曲がった直後にある事や脇道との
合流部にある事、そして、道路の道幅が狭いことや坂
道の途中にある事等の条件により、見通しが悪くなっ
てます。そのため、ドライバーが横断歩道を見逃してし
まったり、坂の下りの勢いでスピードを出しすぎたりし
て危ない状況がよくあります。
保護者や地域の方からも「対策を考えて欲しい」という
声も少なくありません。ドライバーに信号機や横断歩
道がすぐ近くにある事をもっと手前から気付かせる必
要があります。「注意の看板」や「スクールゾーンの道
路標示」は設置出来ないという事ですので、せめて電
柱に巻き付けるタイプの注意喚起を促す表示(前方信
号機有り、等）があればと考えます。是非、設置をして
欲しいです。

南部土木事務所

　減速をうながす路面標示（減速マーク、速度落せ、横断
歩道あり等）やすべり止め舗装の設置の検討を行う予定
です。
　（担当：維持管理班）

86 高良小

高良２丁目小禄南公民館近くスクールゾーン入口の交
差点から路側帯の白線が消えているため、安全な歩
行に支障をきたしています。白線を引き直す補修をし
てほしい。

道路管理課
　現地を確認したところ、外側線が全体的に消えかかって
いる個所がありました。令和３年度以降、予算や優先度を
考慮しながら対応いたします。

87 高良小

島袋歯科医院からスクールゾーン内に白線がないた
め、安全な歩行に支障をきたしています。白線を引き
路側帯を確保し安全に歩行できるよう補修をしてほし
い。

道路管理課
　外側線（白線）の新設については、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。

88
宇栄原

小
宇栄原小学校正門から月光公園へ坂道　道路が細い
為、歩道のカラーリングをしてほしい。

道路管理課
道路建設課

　路肩のカラーリングについては、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。

89
宇栄原

小 道路が細い為、歩道のカラーリングをしてほしい。 道路管理課 　令和３年度に路肩のカラーリングを予定しております。

90 松島小

横断歩道の道路標示塗り直し
松島中学校正門（南側）前の横断歩道の道路標示が
完全に消えているので、早急に塗り直して欲しい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

91 松島小

横断歩道の「停止線」の道路標示塗り直し
「ポスティングセンター沖縄」（那覇市古島２－２６－１
５津嘉山ビル）前の横断歩道の「停止線」が道路標示
完全に消えているので、早急に塗り直して欲しい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

92 松島小

一時停止の「停止線」と「止まれ」の道路標示塗り直し
「いまいパン古島店」（那覇市古島１－２８－５）付近３
箇所の一時停止の「停止線」と「止まれ」の道路標示
が完全に消えているので、早急に塗り直して欲しい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

93 松島小

一時停止の「停止線」と「止まれ」の道路標示塗り直し
「サントピア首里末吉」（那覇市首里末吉町３－７２－１
２）付近の一時停止の「停止線」と「止まれ」の道路標
示が完全に消えているので、早急に塗り直して欲し
い。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

94 松島小

路側帯の塗り直し
「シャトレ比嘉」（那覇市首里末吉町３－３２－４）から
「コーポ新垣」（那覇市首里末吉町２－６－１）の間の
那覇市道の路側帯が完全に消えているので塗り直し
て欲しい。

道路管理課
　現地を確認したところ、外側線が全体的に消えかかって
いる個所がありました。令和３年度以降、予算や優先度を
考慮しながら対応いたします。

95 松島小

横断歩道の「ひし形」道路標示の塗り直し
「沖縄銀行古島支店」（那覇市古島１－２４－１８）から
「ぼんぢりや古島店」（那覇市古島１－１－１１）までの
間に横断歩道が２箇所ありますが、それぞれ「ひし形」
の道路標示が完全に消えています。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。
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96 松島小

一時停止の標識がなくなっている
「訪問入浴がんじゅう湯」（那覇市首里末吉町４－６－
４）付近の一時停止の標識がいつの間にか無くなって
いるので早期に設置して欲しい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

97 松島小

横断歩道の道路標示の塗り直し
「瑞穂酒造」（那覇市首里末吉町４－５－１６）付近の
横断歩道の道路標示が完全に消えているので早急に
塗り直して欲しい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

98 松島小

「ゾーン３０」の設定
松島小校区の内、那覇市古島２丁目１番から３１番ま
でのブロックをゾーン３０に設定して欲しい。

那覇警察署
　ゾーン３０の規制は、道路管理者と連携しながら道路整
備を行い物理的な対策が必要になるので、今後検討して
いく。

99 松島小

横断歩道の新規設置
「たなはら歯科」（那覇市古島２－２９－１）前のT字路
交差点に横断歩道を新規設置して欲しい。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

100 松島小

ボラード又はポールコーンの設置
「いまいパン古島店」（那覇市古島１－２８－５）の近く
にある安謝川の「川崎橋」は変形交差点にあることか
ら、交通事故等で車両が同橋に突っ込んできて児童
等が危険であることから歩行者の安全対策として同橋
にボラードかポールコーンを設置して欲しい。

道路管理課
道路建設課

　ボラードの設置については、川崎橋の構造や予算を考
慮しながら整備について検討いたします。

101 松島小

ポストコーンの設置
「松島小学校」に面した西側道路一帯に駐停車禁止等
を目的とするポストコーン等を設置して欲しい。

道路管理課
道路建設課

　現状の道路幅において、ポストコーンを連続で設けると
車両の相互通行に支障をきたす可能性があるため、部分
的な設置が可能か検討いたします。路上駐車の対応につ
いては、警察との調整をお願いいたします。

102 上間小

学校に続く裏道で交通量が非常に多く、比較的高いス
ピードで通行する車両も見られる。最近道路そばに大
学の駐車場が新設され、ますます交通量が増加傾向
にある。交差点をスクールゾーンに設定して立哨を
行っているが、さらなる効果を高めるため道路に青い
ラインを設定することはできないか。（参考：西原の工
業地帯から中城北浜～泊へ続く裏道）

道路管理課
道路建設課

　路肩のカラーリングについては、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。

103 大名小

第二団地（若杉保育園近く）の交差点は交通量が多い
が、停止マークがないため、危険。停止マークをつけ
てほしい。

那覇警察署

　要望箇所周辺一帯は、基盤目状の道路になっており、
優先道路はないため交通ルールに従って通行している。
要望箇所に一時停止規制を設けて優先道路を設定した
場合、直近の交差点にも支障が出ることから現時点、難
しい。

104
仲井真

小
松本歯科側（スクールゾーン）停止線の依頼と歩道線
の依頼

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

105
仲井真

小
仲井真小学校正門向かい（交番側）の停止線と歩道
線の依頼

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

106 金城小

横断歩道の塗り直し
金城３丁目４－１０、金城２丁目１１－３、那覇西高校、
ファミリーマート交差点

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申。

107 金城小
横断歩道の塗り直し
金城３丁目４－７、金城３丁目３－１５の間

豊見城警察署
　設置されているのは一時停止規制のため、一時停止の
塗り直しを警察本部へ上申。

108 金城小
横断歩道の塗り直し
金城５丁目８－１６、小禄金城公園の間

豊見城警察署 　今年度実施予定。

109 金城小
横断歩道の塗り直し
金城５丁目７－９、金城３丁目１－５の間

豊見城警察署 　今年度実施予定。

110 金城小
横断歩道の塗り直し
田原１丁目１６－１４、金城２丁目１－１の間

豊見城警察署 　同所は横断歩道の規制なし。設置の予定なし。
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111 金城小
横断歩道の塗り直し
イオン那覇ショッピングセンター駐車場入口

豊見城警察署
　横断歩道の規制なし。
　駐車場の出入り口のため、設置の予定なし。

112 金城小
横断歩道の塗り直し
イオン那覇ショッピングセンター駐車場出口

豊見城警察署
　横断歩道の規制なし。
　駐車場の出入り口のため、設置の予定なし。

113 金城小
道路標示（止まれ）の塗り直し
金城２丁目１６－１　T字路

豊見城警察署 　今年度実施予定。

114 金城小
道路標示（止まれ）の塗り直し
田原３丁目２-１、守礼クリニック駐車場の間

豊見城警察署 　警察本部へ横断歩道及び停止線の塗り直し上申中。

115 金城小
道路標示（止まれ）の塗り直し
金城１丁目３－７、金城１丁目５－１５の間

豊見城警察署 　「止まれ」規制なし。設置予定なし。

116 金城小
道路標示（止まれ）の塗り直し
金城２丁目１５－１、金城２丁目８の空き地の間

豊見城警察署 　「止まれ」規制なし。設置予定なし。

117 金城小
停止線の位置の変更
金城３丁目１－５、小禄金城公園の間

豊見城警察署 　今年度実施予定。

118 金城小
停止線の位置の変更
金城５丁目７－９、金城５丁目８-１６の間

豊見城警察署 　今年度実施予定。

119 金城小
カーブミラーの設置願い
金城２丁目２１－１の角

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、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。

120 曙小

曙小学校南側通り
登下校時は通行禁止にもかかわらず、大通りへ抜け
るために進入する車やバイクがおおいので、路側帯の
カラー化とスクールゾーンの塗り直しをお願いしたい。
併せて進入禁止（スクールゾーンの時間帯）の標示板
が欲しい（反対も）。

道路管理課
道路建設課
那覇警察署

道路管理課・道路建設課：
　路肩のカラーリングについては、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：
　曙小学校南側通りは、７：３０から８：３０の間、歩行者用
道路になっており標識の設置場所等は問題ないと考えら
れる。

121 曙小

市道曙９号線　海邦銀行曙支店前
現在ある横断歩道が曙小学校正門正面に統合・移設
されるのに伴い、学校側から海邦銀行のあるブロック
に横断ができないので、新たに海邦銀行前に設置して
欲しい。

那覇警察署

　学校側と協議した結果、今後、海邦銀行の横断歩道を
廃止して曙小学校正門正面に横断歩道を設置することに
なっていることから、再度海邦銀行前に横断歩道を設置
するのは困難である。

122 曙小

市道曙２７号線曙公園前通り
大通りへの抜け道として利用する車が多いにもかかわ
らず、通りの歩道が狭いので児童の登下校の際に危
険。また、過去に公園で遊んでいた児童が飛び出して
しまい接触事故も起きているので、運転手注意のカ
ラー化と横断防止柵をお願いしたい。

道路管理課
道路建設課

　カラーリングについては、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。また、横断防止柵の設置についても併せて
検討いたします。

123
小禄南

小 「止まれ」の塗り直し 豊見城警察署 　今年度実施予定。

124
小禄南

小 「停止線」の塗り直し 豊見城警察署 　今年度実施予定。

125
小禄南

小 「ひし形マーク」の塗り直し 豊見城警察署
　信号機設置のため、ひし形マーク設置必要ないため、
塗り直し要請せず。停止線のみ警察本部へ塗り直し上申
中。

126
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、グリーンゾーンの表示希望

道路管理課
道路建設課

　路肩のカラーリングについては、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
て検討しており、令和３年度に小禄南小学校側(ソウシ
ジュ前門)の路肩のカラーリングを予定しております。
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127
小禄南

小

弱視の児童の通学路になっているが、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
者信号を音の出る信号機にして欲しい。

豊見城警察署 　昨年に引き続き、警察本部へ上申中。

128
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
にポール等の設置をしてほしい。登下校時、信号待ち
の歩行者の集団へ車が突っ込んでくる不安がある。

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
ル等の設置を行う予定です。
　（担当：維持管理班）

129 真地小

道路標示の塗り直し
校区内の（車両）停止線が消えかかっている場所が多
いので、児童が登下校で使用する道路の路面標示の
確認、塗り直しをして頂きたいです。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

130 真地小

歩行者用専用道路（７：３０～８：３０）道路の取り締まり
の強化について
真和志高校から真地小へと下りていく坂（通称　地獄
坂）及び、県道３２９号線へと通じる道路は、歩行者専
用道路（７：３０～８：３０）となっていますが、違反車両
が後を絶ちません。児童の登校時の安全確保の為、
取り締まりを強化していただきたいです。

那覇警察署 　警ら活動及び早朝の交通取締まり等を実施している。

131 真地小

ゾーン３０とグリーンレールの設置
道幅が狭く、児童が車両すれすれで歩かないといけず
大変危険です。ドライバーの注意を歩行者へ向ける為
にもグリーンレールの設置と、走行速度、通過交通の
抑制の為、ゾーン３０の設置をお願いしたいです。

那覇警察署
道路建設課
道路管理課

那覇警察署：
　グリーンレールについては道路管理者の対応になる。
ゾーン３０の規制は、道路管理者と連携しながら道路整備
を行い物理的な対策が必要になるので、今後検討してい
く。

道路建設課・道路管理課：
　路肩のカラーリングについては、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。
　なお、ゾーン３０と併せた道路管理者が行う交通安全対
策については、生活道路の対策としてエリア登録を行い、
交通量や事故発生件数などのデータを活用した面的な対
策を行う制度もあります。その場合には、地域協働で対
策を推進する必要がありますので、小学校区まちづくり協
議会の設立など、地域も一体となった取り組みが必要と
なりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

132 真地小

市道真地７号（真地小→真和志高校）道路（歩道）補
修
傾斜のきつい坂道であるが、道路の痛みが酷く、大変
危険な状態です。児童が登下校時に躓いたり、雨の日
には滑って転ぶ事があるので補修をお願いしたいで
す。児童の歩く道路端が特に滑りやすく危険な状況で
す。

道路管理課
　滑り止め舗装が、痛んで危険な個所を令和３年度以降
部分的に補修を行います。

133 銘苅小

歩道の境界線の塗り直し
歩道の境界線が、広い範囲にわたって、塗装が消えて
いる。

道路管理課
　現地を確認したところ、外側線が全体的に消えかかって
いる個所がありました。令和３年度以降、予算や優先度を
考慮しながら対応いたします。

134 銘苅小

横断歩道の塗り直し
のはら元気クリニック前　横断歩道の塗装が消えてい
る。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

135 銘苅小
横断歩道の追加設置　琉球銀行那覇新都心支店前、
まきし眼科、モスバーガー

那覇警察署
　警察本部に申請済み。（琉球銀行那覇新都心支店前、
モスバーガー）まきし眼科前については、歩道ではなく路
側帯のため設置できない。

136 那覇小

那覇小学校の校舎裏のガードレールが曲がっている、
またはレールがなくなっている箇所があるので補修し
て欲しい。

道路管理課
　現地を確認したところ、横断防止柵が曲がっている個
所、なくなっている個所については、現地の状況に応じ
て、令和３年度以降修繕を行います。

137 那覇小
横断歩道が消えかかっているので塗り直しをお願いし
ます。

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

138 城北小
添付の場所（地図上の黄色の線）の白線が、消えかけ
ている。塗り直して欲しい。

道路管理課
　現地を確認したところ、外側線が全体的に消えかかって
いる個所がありました。令和３年度以降、予算や優先度を
考慮しながら対応いたします。
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139 城北小

添付の場所（地図上の黄色の線）の白線が、消えかけ
ている。塗り直して欲しい。地図上の赤の線）に白線を
引いて欲しい。その前の道からの延長として。（那覇市
首里久場川町１丁目８５の横の道）

道路管理課
　外側線（白線）の新設については、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。

140 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
　昨年と同じ要望になっており、現場調査の結果、横断歩
道標示の劣化や摩耗箇所は見受けられない。

141 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。

142 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。

143 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
　昨年と同じ要望で昨年に警察本部に申請しており、現
在、警察本部と調整中である。

144 城東小
県立開邦高校側から那覇北中城線向けの車両スピー
ド緩和措置

道路建設課

　H３０年度にスピード抑制対策を実施しているが、それで
もスピードを出す車が多いのであれば、ハンプを設置（段
差を付ける）することも可能ですが道路側でできる対策も
限られており、警察による取り締まりの強化などの対策も
お願いしたいと考えております。

145 城東小
鳥堀１２号（そば処くぇぶぅ）前の横断歩道への信号機
設置

那覇警察署
　昨年と同じ要望で現在、首里高校石嶺球場交差点に信
号機設置を警察本部と調整中であり、調整中の場所と要
望箇所は直近にあるため困難である。

146 石嶺小
石嶺ガーデンの三叉路つきあたりのカーブミラーの角
度を調整してほしい

道路管理課
　現地を確認したところ、交差点の手前で視距が確認でき
ましたので、カーブミラーの調整は必要ないと考えており
ます。

147 石嶺小
中央児童相談所からみどり保育園向けの路側帯の塗
り直し

道路管理課
　現地を確認したところ、外側線が全体的に消えかかって
いる個所がありました。令和３年度以降、予算や優先度を
考慮しながら対応いたします。

148 石嶺小
まさひろ酒造前の道がでこぼこしているので改修して
ほしい

道路管理課
道路建設課

　道路で多少の段差が確認できましたが、でこぼこによる
通行の支障はなかったことから、現段階では改修の必要
性はないと考えております。なお、日常の管理で、危険な
個所や不具合等を確認次第、適宜改修等の対応をいた
します。

149 石嶺小 沖那ガス前交差点角のカーブミラー補修 道路管理課
　現地を確認したところ、カーブミラーの一部破損を確認し
ましたので今年度で修繕を予定しております。

150 石嶺小
沖銀石嶺支店かどの交差点の信号幾に右折用矢印
をつけてほしい

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

151 天久小
止まれ道路標示・停止線の塗り直し（県立那覇国際高
等学校裏手の道路）

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

152 天久小
止まれ道路標示・停止線、横断歩道の塗り直し（天久
小学校　校舎周辺道路すべて）

那覇警察署 　警察本部に申請済み。

153 天久小
中央線の塗り直し（天久小学校　校舎　周辺道路すべ
て）

道路管理課
　現地を確認したところ、中央線が全体的に消えかかって
いる個所がありました。令和３年度以降、予算や優先度を
考慮しながら対応いたします。

154 天久小
見通しの悪い交差点につき、カーブミラーの設置（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

那覇警察署：
　カーブミラーの設置が適切だと考えられます。
道路管理課：
　現地の状況を鑑み、どのような対策が必要か令和３年
度以降、検討いたします。

155 天久小

駐停車車両の多い時間帯に、見通しが悪いT字路に
つき、カーブミラーを追加設置（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、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。
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