
№ 学校名 事　　　 項 関係部署 回答

1 安謝小

グレーチングの取替え（安謝給食センター付近坂
道のガードレール内側にある）
安謝２丁目２９－１４

道路管理課
　グレーチングの滑り対策について、検討いたし
ます。

2 安謝小
カーブミラーの角度直し
安謝６２

道路管理課
　個人で設置したカーブミラーのため、当課での
対応は困難です。

3 安謝小

側溝のガタガタで修繕済みの箇所、やり直し依頼
中
安謝２丁目２９－２６

道路管理課
　側溝の修繕について、今年度内に対応予定で
す。

4 安謝小

登校時間帯のパトロール強化
安謝小学校周辺道路は道幅が狭く歩道がないと
ころが多々ある。抜け道にもなっており、今年６月
には車との接触事故もあり危険です。駐車車両も
多く、児童が車道を歩くことになってしまってい
る。

那覇警察署
　警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施して
いる。

5 安謝小

バンプなどの設置
保育園送迎のための車が多く、道も狭いなか駐
車車両も多く危険。スピードを結構出ている車も
ある。　安謝２丁目１５－１６

道路管理課
道路建設課

　当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっ
ているため、国へ予算要望しているところであり、
予算確保ができましたら設置に向けて検討いた
します。

6 安謝小

カーブミラーの設置か、止まれなど標識の設置
Ｔ字路は見通しが悪く抜け道になっている、さらに
交通量も多いので歩行者が危険。
安謝９７－３

那覇警察署
道路管理課

（那覇警察署）
　標識設置について警察本部に申請済み。
（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
ラーの設置について、協議を行いましたが、困難
との事です。

7 安謝小

登下校時の駐車禁止を促すパトロール等
商店街の駐車車両が多く、児童が車道を歩いて
危険です。数年前に、児童を巻き込む事故あり。
安謝１８４－４

那覇警察署
　警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施して
いる。

8 安謝小

街灯の設置
道も狭く、暗くて怖いです。
安謝６４９

市民生活安全課

　保安灯の設置及び管理は自治会や通り会など
地域住民の皆様が行っており、那覇市は、管理
する団体に対し補助金を交付しております。保安
灯の新規設置につきましては、まずは地域の自
治会へご相談ください。

9 安謝小
信号機の設置
事故の多い交差点　安謝２丁目２６－２１

那覇警察署 　信号機設置について警察本部に申請済み。

10 安謝小
スピード落とせの標識の設置
安謝１丁目２０－１３

道路管理課
　「スピード落とせ」標識や路面標示の設置を検
討いたします。

11 安謝小

カーブミラーの設置
車もスピードを出して走り、横断歩道を渡る自転
車なども周りを見ずに渡ることも多い。
安謝２丁目２８－１６（横断歩道付近）

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。なお、車の速度抑制対策につい
て、検討いたします。

12 安謝小

通学路の標識設置
登校時間帯の車の量が多く、信号機もないため
危険。
安謝２丁目４－１２（KO菜ＹA前の横断歩道付近）

市民生活安全課

　那覇市では現在、「スクールゾーン」標識設置で
はなく、路面標示を行っています。毎年市内各学
校から標示希望箇所の要請を受け付けておりま
すので、次年度以降要請してくださるようお願い
します。予算の範囲内で優先順位をつけて対応
いたします。
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13 安謝小

街灯の設置やパトロール強化
高い建物に囲まれ人通りも少なく、暗くて危険。
安謝２丁目５－１２

那覇警察署
市民生活安全課

（那覇警察署）
　警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施して
いる。
（市民生活安全課）
　保安灯の設置及び管理は自治会や通り会など
地域住民の皆様が行っており、那覇市は、管理
する団体に対し補助金を交付しております。保安
灯の新規設置につきましては、まずは地域の自
治会へご相談ください。

14 安謝小

街灯の設置
天久の琉球新報ビルの後ろ側の道、人通り少な
く暗くて怖いです。

市民生活安全課

　保安灯の設置及び管理は自治会や通り会など
地域住民の皆様が行っており、那覇市は、管理
する団体に対し補助金を交付しております。保安
灯の新規設置につきましては、まずは地域の自
治会へご相談ください。

15 安謝小

取り締まり及びパトロール
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。（５８号線ローソン（天久２丁目３１－１
０）と安謝２丁目６－２０）

那覇警察署
　横断歩道の青信号時間について現場確認した
ところ、問題なし。交通違反等については、警ら
活動及び早朝の交通取締り等を実施している。

16 城東小
赤嶺クリーニング店前横断歩道の塗り直し
首里石嶺町２丁目１６１番地

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

17 城東小
JAすいまーる付近横断歩道の塗り直し
首里石嶺町２丁目７２番地

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

18 城東小
歩行者が道を横断しにくいため、横断歩道新設し
て欲しい。　首里石嶺町２丁目６０番地付近

那覇警察署
　歩道がないことから、横断歩道の設置について
は検討を要する。

19 城東小

鳥堀１２号（そば処くぇぶぅ前）横断歩道に信号機
の新設設置もしくはハンプの新設設置をして欲し
い。
首里鳥堀町４丁目１２９番地付近

那覇警察署
道路管理課
道路建設課

（那覇警察署）
　信号機設置について警察本部に申請済み。
（道路管理課・道路建設課）
　ハンプ設置については、首里向けは見通しの悪
い下りカーブとなっておりオートバイ等に対して危
険であるため、横断歩道の強調着色等の安全対
策を検討いたします。

20 城西小
横断歩道の塗り直し
首里池端町４３（池端三叉路）

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

21 城西小
路面塗装の塗り直し
首里池端町４３（池端三叉路）

南部土木事務所
　他区間の道路状況を踏まえ、再塗装の検討を
行っていきます。　（担当：街路公園班）

22 城西小
車道停止線の塗り直し
首里池端町１０（城西小前信号機前）

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

23 城西小

路面塗装のカラーリング
首里金城町１丁目１０、首里寒川町１丁目１３（県
道５０号線から赤マルソウ通りへの一方通行）

道路管理課

　現地を確認したところ、カラー舗装がされてお
り、路面等のカラーリング補修については、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。

24 城西小
歩道の清掃頻度の増加
首里寒川町１丁目７８（寒川いろは坂）

道路管理課
　道路清掃については、予算内での対応になりま
すが、歩行者の支障にならないよう適宜対応する
よう努めます。

25 城西小
バスレーン取締まり強化
首里山川町１丁目６２（山川交差点）

那覇警察署
　警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施して
いる。
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26 城西小
信号切替タイミングの変更
首里真和志町１丁目９（首里城前交差点）

那覇警察署
　交通の渋滞等もないことから信号機改良につい
ては検討を要する。

27 城西小
後方フェンスの強化
首里大中町１丁目３６（中城御殿跡）

沖縄県
都市公園課

　中城御殿跡地後方フェンスについては、今年度
策定予定の中城御殿跡地整備基本計画を踏ま
え、次年度設計等を行い、順次、フェンス撤去及
び柵等の設置を行う予定としております。

28 城西小
工事で歩道と車道が近い
首里当蔵町２丁目１３（県道２９号線）

南部土木事務所

　現在、当該工事は完了しています。ご迷惑をお
掛けし、申し訳ございません。
　他区間の道路工事も行っていきますので、ご指
摘があったことを十分留意し、安全に配慮して道
路工事を行っていきたいと考えております。
（担当：街路公園班）

29 城西小

歩道、もしくは路側帯設置
首里金城町１丁目１０、首里寒川町１丁目１３（県
道５０号線から赤マルソウ通りへの一方通行）

道路管理課
道路建設課

　当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっ
ているため、国へ予算要望しているところであり、
予算確保ができましたら路肩のカラーリングなど
歩行空間の確保を検討いたします。

30 城西小

歩道、もしくは路側帯設置
首里金城町１丁目～首里寒川町１丁目（赤丸宗
通り）

道路管理課
道路建設課

　現地は景観に配慮したカラー舗装により車道と
路肩が区分されており、色の見直しの必要性を
含めて検討いたします。

31 城西小
歩道、もしくは路側帯設置
県道２８号桃原交差点から県道２９号合流地点

道路管理課
道路建設課

　道路幅員が狭いため、歩道設置が困難である
ことから、路肩のカラーリングなど歩行空間の確
保を検討いたします。

32 城西小

横断歩道の設置
首里寒川町１丁目７８（寒川いろは坂入口付近南
側）

那覇警察署 　横断歩道設置について警察本部に申請済み。

33 城西小

停止線の設置
首里寒川町１丁目７８（寒川いろは坂入口付近南
側）

那覇警察署 　停止線設置について警察本部に申請済み。

34 城西小

一時停止標識の設置
首里寒川町１丁目７８（寒川いろは坂入口付近南
側）

那覇警察署
　Ｔ字路の道路で主従関係がはっきりしているこ
とから設置については検討を要する。

35 城西小

停止禁止部分の設置
首里寒川町１丁目７８（寒川いろは坂入口付近南
側）

那覇警察署
　停止禁止部分は、緊急自動車等の箇所に設け
ることから検討を要する。

36 城南小

グリーンベルト等の色塗りを路側帯及び歩道に
施工し、安全対策を要望
小学校周辺（スクールゾーンエリア）は道幅が狭
く、登下校時の交通量も多いため危険である。

道路管理課
道路建設課

　路面等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 城南小

一時停止・標識路面の設置
町田商店前（馬場通り）、交通量が多く、一時停
止の表示がないため交差点内を止まらず侵入す
る車両によりお見合いをするケースが多く、危険
である。

那覇警察署

　町田商店前十字路交差点は、交差点の北側と
南側に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
がはっきりしなくなることから検討を要する。

38 城南小

バンプの増設
子どもたちの通学路でもあり、スクールゾーン内
であるにも関わらず、児童登園・登校の時間帯
に、スピードを落とさないで通過する車が多い。
一か所ハンプ設置により改善がみられるが、ハン
プ前後は相変わらずスピードを出す車が多い。
首里崎山町４５－５前の道（城南小学校正門横
道から、子ども園門前の道）

道路管理課
　今年度にバンプ１基を設置いたしました。
　今後、現場の状況等を確認しながら、設置の必
要性も含め検討いたします。
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39
真嘉比

小

おもろまち駅近くの校門前を子どもが渡る際、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
　校門前は曲がり角になって見通しが悪いため
校門前ではなく、校門南側の道路に横断歩道設
置について警察本部に申請済み。

40
真嘉比

小

学童前の校門を出て真っ直ぐ行ったところのＴ字
路は、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、見通しも悪いので「飛
び出し注意」などの表示が必要である。（Ｔ字路２
カ所）

道路管理課

　「飛び出し注意」の表示物については、スクール
ゾーン委員会など学校関係者にて設置の検討を
お願いしているところです。なお、道路に設置す
る場合には、道路占用許可が必要となりますの
で、道路管理課と事前調整をお願いいたします。

41 泊小
ガードレールの補修
那覇市泊１丁目１０－８　渡口矯正歯科医院

道路管理課
　ガードパイプの修繕については、今後、道路整
備を予定していることから、応急的な補修方法に
ついて検討しております。

42 泊小
止まれの塗り直し
那覇市泊１丁目１６ー４　ファミリーマート横

那覇警察署 　標識補修について警察本部に申請済み。

43 泊小

停止線の塗り直し
那覇市泊２丁目２３－９　泊小学校交差点（黄金
通り側）

那覇警察署 　標識補修について警察本部に申請済み。

44 泊小
ガードレールの補修
那覇市泊２丁目２３－９　泊小学校横

道路管理課
　ガードパイプの修繕については、今後、道路整
備を予定していることから、応急的な補修方法に
ついて検討しております。

45 泊小
ガードレールの補修
那覇市泊２丁目１８－１　ル・ジョンヌ泊店向かい

道路管理課
　ガードパイプの修繕については、今後、道路整
備を予定していることから、応急的な補修方法に
ついて検討しております。

46 泊小

階段の手すりの補修
那覇市上之屋1丁目１０　こがね森ハウス横（上
之屋から国道５８号に抜ける）

道路管理課
　転落防止柵の修繕については、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。

47 泊小

ガードレールの補修、横断歩道の塗り直し
那覇市泊２丁目１７－１　オリーブ弁当周辺の十
字路～国道５８号

那覇警察署
道路管理課

（那覇警察署）
　標識補修について警察本部に申請済み。
（道路管理課）
　ガードパイプの修繕については、今後、道路整
備を予定していることから、応急的な補修方法に
ついて検討しております。

48 泊小
ガードレールの補修
那覇市泊３丁目１９－２　県立泊高等学校横

道路管理課
　ガードレールの修繕については、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。

49 泊小
横断歩道の塗り直し
那覇市安里１３６番３　安里公園周辺

那覇警察署 　標識補修について警察本部に申請済み。

50 泊小

路側帯のカラー化、ガードレールやポールの設
置、一方通行化など歩行者保護の対策
那覇市上之屋１丁目４周辺（泊小学校運動場東
側周辺）はカーブ・坂道になっていて見通しが悪
いが、おもろまちからの抜け道となっており交通
量が多い。

那覇警察署
道路管理課
道路建設課

（那覇警察署）
　道路幅員が大きく、区画線もあることから、検討
を要する。
（道路管理課・道路建設課）
　ポストコーン等の設置について検討いたしま
す。

51 泊小

黄金森公園前の横断歩道に信号機設置または
「止まれ」標示の設置
NHKがある通り（ナハテラス～黄金森公園間）は
官公庁があり、通勤時の交通量が多いが、信号
機付きの横断歩道がない。

那覇警察署 　信号機設置について警察本部に申請済み。
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52 泊小

路面標示、歩行者を保護するポールや歩道のカ
ラー化
上之屋から那覇尚学院、オリーブ弁当（泊２丁目
１７－１）までが抜け道・坂道となっており、国道５
８、共産党方面からの車両も多く、見通しが悪
い。

道路管理課
道路建設課

　路面標示などの注意喚起については、今後、道
路整備を予定していることから、整備に合わせて
対策を検討いたします。

53 大道小

ガードレールの補修
スクールゾーン内道路のガードレールが壊れて
危険。見取り図（桃色）

道路管理課
　ガードレールの修繕については、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。

54 大道小

警察による見回りや取締り
スクールゾーン内「歩行者専用道路」を登校時間
（７：４０～８：０５）抜け道として通行する車両が多
く危険な状況です。見取り図（黄色）

那覇警察署
　警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施して
いる。

55 大道小
横断歩道の塗り直し
見取り図（青色）

那覇警察署 　標識補修について警察本部に申請済み。

56 識名小

信号機付き横断歩道の設置
繁多川バス通りは、サンエーの信号から識名園
まで信号機がありません。児童や地域の方が信
号や横断歩道以外の箇所を横断することがあ
り、大変危険を感じる。

那覇警察署

　識名園周辺の道路は、住宅地ではないことや
道路勾配があるため横断歩道の設置については
困難。既存の横断歩道について信号機設置を警
察本部に申請済み。

57 識名小

横断歩道か交通安全看板の設置
①繁多川４丁目（ざっくばらん食堂のT字路）、②
童夢こども園近くのT字路　どちらも交通量が多
いT字路のため、児童が渡る時に危険です。

那覇警察署
　横断歩道の設置について警察本部に申請済
み。

58 壺屋小

舗装の修繕
南西観光ホテル裏口前のマンホール周りのアス
ファルト

道路管理課 　舗装の修繕については、対応済みです。

59 壺屋小

道路標示の塗り直し
①那覇めがね前、②那覇めがね道向かい、③牧
志３－１６－２１ 丸永ビル前、④安里３丁目ス
ターヒル大興前の三叉路、⑤カギセンター壺屋前
信号、⑥牧志壺屋線沿いホテルコンドミニオマキ
シ前交差点

那覇警察署
　標示補修について警察本部に申請済み。③⑥
については交通量が少ないことや歩道がないた
め検討を要する。

60 壺屋小
老朽化したブロック塀の改善指導
③牧志３－１６－２１丸永ビル前

建築指導課

　現場確認により、当該ブロック塀が老朽化し、
ひび割れ等が生じている状況を確認いたしまし
た。その後、当該ブロック塀の所有者と面会し、
安全対策等必要な措置をとるよう依頼しておりま
す。

61 壺屋小

看板の取替「スクールゾーン　こどもに注意」
⑥牧志壺屋線沿いホテルコンドミニオマキシ前交
差点

市民生活安全課

　当該看板は、那覇市が設置したものかどうか確
認がとれませんでしたが、現状態では台風などに
よりはがれる危険性があったため撤去いたしまし
た。当課では現在、看板設置は行っておりませ
ん。

62 壺屋小
カーブミラーの取替え
沖縄タイムス販売センター安里店前三叉路

道路管理課
　今年度内にカーブミラーの修繕を行う予定で
す。

63 壺屋小
点字ブロックの補修
ひめゆり通り西側歩道の安里駅前バス停付近

南部土木事務所
　補修しました。
（担当：維持管理班）

64 壺屋小
カーブミラーの再設置
安里３丁目儀間アパート前十字路

道路管理課 　カーブミラーの再設置を検討いたします。
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65 壺屋小
交通安全指導及びパトロールの徹底
安里駅付近HOTELAZAT那覇前交差点

那覇警察署
　警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施して
いる。

66 壺屋小
横断歩道を新規塗布
カギセンター壺屋の３０メートル南東側

那覇警察署 　横断歩道設置について警察本部に申請済み。

67 壺屋小

飛び出し注意と前方行き止まりの塗布
那覇市道壺屋小学校南側線の壺屋小学校裏門
前

道路管理課

　「飛び出し注意」の表示物については、スクール
ゾーン委員会など学校関係者にて設置の検討を
お願いしているところです。なお、道路に設置す
る場合には、道路占用許可が必要となりますの
で、道路管理課と事前調整をお願いいたします。
また、行き止まりの路面標示については、設置を
検討いたします。

68 壺屋小
飛び出し注意の塗布もしくは看板の設置
牧志壺屋線オリオン通り（資）よしひろ前交差点

道路管理課

　「飛び出し注意」の表示物については、スクール
ゾーン委員会など学校関係者にて設置の検討を
お願いしているところです。なお、道路に設置す
る場合には、道路占用許可が必要となりますの
で、道路管理課と事前調整をお願いいたします。

69 壺屋小
停止線を新規塗布
那覇市牧志３０号沿い、壺屋焼博物館裏五叉路

那覇警察署
　車両の通行上、問題はなく一時停止標示の薄
い箇所については、警察本部に申請済み。

70 神原小

那覇市寄宮１－１２－１（かねひで裏）
横断歩道が消えかかっている。児童の通学路だ
が、朝の通勤ラッシュに係る時間帯は非常に危
険。以前は交通事故発生。

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

71 神原小

那覇市壺屋１－５－１（ファミリーマート近く）
横断歩道が消えかかっている。交通量も多いの
で、危ない。

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

72 神原小
歩行者用信号機の設置
のうれんプラザ横立体駐車場前横断歩道

那覇警察署
　直近に信号機があることや歩行者や車の交通
量を検討した結果、信号機設置は検討を要す
る。

73 神原小

カーブミラーの設置
カムイ建物横の路地から、近道としてオートバイ
や自転車が飛び出してくる。カムイ前を通る自動
車からは見えない。　那覇市壺屋１－４－１５

道路管理課

　カーブミラーの設置場所が私道となっていること
から、道路管理者での設置はできません。なお、
資材（カーブミラー）を提供できる場合があります
ので道路管理課まで問い合わせください。

74
真和志

小

一時停止線及び横断歩道の塗り直し
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。
那覇市寄宮２丁目２９　みはら子供学園前の三叉
路

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

75
真和志

小

停止線を新設
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。
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

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。
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76
真和志

小

停止線を新設
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せま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。
那覇市寄宮１丁目７３－１　ひろ整骨院前交差点

那覇警察署 　一時停止規制について警察本部に申請済み。

77 城岳小
横断歩道の塗り直し
城岳小学校および中央公園前の横断歩道

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

78 城岳小
横断歩道、停止線の塗り直し
地方裁判所前

那覇警察署
　現場調査済み。
　補修の必要性なし。

79 城岳小
横断歩道の塗り直し
チング家前

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

80 城岳小

一時停止線の新設
児童は合流側を歩き、合流地点が危険になるた
め。
通称あかさかに合流する道の合流地点

那覇警察署
　Ｔ字路の道路で主従関係がはっきりしているこ
とから設置については検討を要する。

81 城岳小

スピード落とせの標示
壷川東交差点から通称あかさかに向かう道で、
スピードを出して走る車が多い。

道路管理課 　注意喚起等の路面標示を検討いたします。

82 城岳小

歩道の端にポールを立てるなどの対策
ヨーガ・シャンティ辺りのカーブは、道幅のわりに
交通量が多く、カーブで車が交差すると南側の縁
石に乗り上げていく車が多くいる。

道路管理課
道路建設課

　カーブ巻込み部にポストコーンの設置を検討い
たします。

83 城岳小

横断歩道の新設
ヨーガ・シャンティの北側から通学する児童がお
り、歩道・道幅の関係でヨーガ・シャンティ側に横
断する形をとっている。

那覇警察署
　歩道がないことや、近くに横断歩道があること
から設置については検討を要する。

84 垣花小

横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し
「ホテルパークスタジアム那覇」前から山下町１１
－１「メゾンヒデ」前の通り

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

85 垣花小
横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し
「旧垣花幼稚園」前から「垣花小学校」前の通り

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

86 垣花小

横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し
「山下町自治会事務所」前から「琉球新報小禄販
売店」前の通り

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

87 垣花小

横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し
「〇〇さん宅」前の三叉路（洞穴公園前の坂を登
りきった突き当り）

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

88 垣花小

学校校門付近三叉路にカーブミラーの設置（２か
所）を要望。
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、危険です。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ます。前回、
必要ないとの回答をいただきましたが、時間帯に
よっては交通量も多く、大変危険です。

道路管理課
　通学路の合同点検で現地確認しましたところ、
見通しはよいことから注意喚起等の路面標示を
検討いたします。

7 ページ



№ 学校名 事　　　 項 関係部署 回答

 　　 令和３年度（２０２１）　スクールゾーン委員会要請事項一覧

89
宇栄原

小
横断歩道の塗り直し（強化色）
海軍壕公園入口

道路管理課
　路面等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。

90
宇栄原

小
横断歩道の塗り直し（強化色）
宇栄原こども園隣の三叉路

道路管理課
　路面等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。

91 松島小

中央線と外側帯の塗り直し
田舎居酒屋和（古島２－２３－１２）からママのリ
フォーム（古島１－１－２０）までの間の市道

道路管理課
　中央線、外側線の塗り直しについては、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。

92 松島小

「止まれ」と停止線の塗り直し
いまいパン古島店（古島１－２８－５）近くの交差
点

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

93 松島小
「止まれ」と停止線の塗り直し
株式会社全琉（古島１－２５－５）前の交差点

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

94 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（ハンプ、カラー
舗装等）が必要になるので、今後検討していく。

95 松島小

ボラードやポストコーンの設置
瑞穂酒造（首里末吉町４－５－１６）近くの安謝川
にかかっている橋の歩道

道路管理課
道路建設課

　巻き込み部において、ポストコーン等の設置を
検討いたします。

96 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（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
のため。

道路管理課
道路建設課

　巻き込み部において、ポストコーン等の設置を
検討いたします。

97 松島小

ボラード又はポールコーンの設置
ライオンズマンション松島（松島２－１－１）前の
歩道

道路管理課
道路建設課

　ボラード又はポストコーンの設置を検討いたし
ます。

98 松島小

ボラード又はポールコーンの設置
松島保育園（松島２－１－１２）前の歩道及び松
島中学校前の歩道

道路管理課
道路建設課

　ボラード又はポストコーンの設置を検討いたし
ます。

99 松島小

ポストコーンの設置
「松島小学校」に面した県道及び市道一帯に駐
停車禁止を目的とするポストコーン等を設置して
欲しい。

南部土木事務所
道路管理課
道路建設課

（南部土木事務所　担当：維持管理班）
　要望箇所へのポストコーン設置は建築限界を
守れず対応不可のため、保護者へ送迎等での駐
停車を禁止するよう周知を継続実施願います。
（道路管理課・道路建設課）
　ポストコーン等の設置について検討いたしま
す。

100 松島小

ガードパイプ等の設置
「松島小学校」直近の信号機付き横断歩道の歩
道側

南部土木事務所
　優先度検討し令和４年度以降に対応します。
（担当：維持管理班）

101 上間小
車線の塗り直し
上間小正門～ファミリーマート長田沖大前店裏

道路管理課 　外側線の塗り直しを検討いたします。

102 上間小

横断歩道とひし形の塗り直し
ファミリーマート長田沖大前店前の４６号線交差
点

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。
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103 上間小

植栽の伐採
沖大駐車場方面から４６号線に出るとき右折方
向の植栽で車が見えない
ファミリーマート長田沖大前店前の４６号線交差
点

南部土木事務所
　伐採・剪定しました。
（担当：維持管理班）

104 上間小

側溝の補修
長田保育園前　マンション側、側溝のコンクリート
蓋

道路管理課
　側溝の修繕については、令和３年１２月に対応
済みです。

105 上間小
草木の剪定（カーブミラーにかかる草木）
長田保育園前道路～２２２号線

道路管理課 　樹木の所有者へ剪定するよう指導いたします。

106 上間小
植栽の伐採
長田歯科ととんかつ長田の間の交差点

道路管理課
　現場を確認したところ、見通しは確保されている
ため、伐採の必要はないと考えます。

107 上間小
信号機の設置
丸大長田店前交差点

那覇警察署

　主道路に押しボタン式信号機、従道路に一時
停止規制が設けてある道路になっており、交通
量を確認した結果、従道路に信号機を設置する
ことについて検討を要する。

108 上間小
一時停止線または「止まれ」の路面標示
ファミリーマート長田沖大前店裏の交差点

那覇警察署 　一時停止規制について警察本部に申請済み。

109 上間小
ガードレール設置
ライオン歯科～上間郵便局

道路管理課
道路建設課

　車道の幅員が狭いことから、ガードレールの設
置が困難なため、外側線や路肩のカラーリングを
検討いたします。

110 上間小

ガードレールの設置または登下校時の２トン以上
車の進入禁止
上間小学校前スクールゾーン

道路管理課
道路建設課

　車道の幅員が狭いことから、ガードレールの設
置が困難なため、外側線や路肩のカラーリングを
検討いたします。

111 上間小
道路のカラーリング
上間小学校前スクールゾーン

道路管理課
道路建設課

　当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっ
ているため、国へ予算要望しているところであり、
予算確保ができましたら路肩のカラーリングの設
置に向けて検討いたします。

112
仲井真

小
歩道線の設置
松本歯科（上間５５９－１）付近

那覇警察署 　横断歩道規制について警察本部に申請済み。

113
仲井真

小
歩道線の設置
国場交番前（仲井真１１９番地）付近

那覇警察署 　横断歩道規制について警察本部に申請済み。

114 金城小
横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し
赤嶺１丁目１２－７付近

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

115 金城小
横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し
金城４丁目２－７付近

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

116 金城小
横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し
赤嶺２丁目１１－１付近

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

117 金城小
横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し
金城５丁目１－１４付近

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中
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118 金城小
横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し
金城５丁目８－８付近

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

119 金城小
横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し
金城３丁目１－１付近

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

120 金城小
横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し
金城３丁目８－１付近

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

121 金城小
横断歩道、停止線、道路標示の塗り直し
金城２丁目１２－１０付近

豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

122 曙小

スクールゾーンの塗り直し若しくは進入禁止（ス
クールゾーンの時間帯）の標示板
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多い。曙小
学校西側通り

那覇警察署
市民生活安全課

（那覇警察署）
　警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施して
いる。
（市民生活安全課）
　スクールゾーン路面標示につきましては、毎年
各学校から標示希望箇所の要請を受け付けてお
りますので、次年度以降要請してくださるようお願
いします。予算の範囲内で優先順位をつけて対
応いたします。

123 曙小

横断歩道の再設置
現在ある横断歩道が曙小学校正門正面に統合・
移設されたのに伴い、学校側から元海邦銀行の
あるブロックに横断ができない。市道曙９号線
海邦銀行曙支店前

那覇警察署

　令和元年８月、小学校正門前に新規の横断歩
道を新設するために道路管理課と調整しながら
直近の横断歩道と統合したため、再設置につい
ては検討を要する。

124 曙小

横断防止柵（ガードレール）の再設置
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。
市道曙２７号線曙公園前通り

道路管理課
　当面の措置として注意喚起の看板の設置など
の対策を行います。なお、横断防止柵の再設置
については、引き続き検討します。

125 曙小

道路のカラー化
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。
市道曙２７号線曙公園前通り

道路管理課
　片側に歩道があるので歩道を歩くよう学校側か
ら交通安全指導をお願いいたします。

126 曙小

横断歩道の設置
曙２丁目２１番に新しくマンションが建設されてお
り、２０番のブロックから１９番のブロックに渡る児
童の往来が増えている。市道曙９号線　沖縄太
平総業（株）前

那覇警察署 　横断歩道規制について警察本部に申請済み。

127
小禄南

小 道路白線（路側帯）の塗り直し 道路管理課
　当該箇所は、未就学児童安全対策箇所となっ
ていることから、外側線の塗り直し、路肩のカラ
－リングを予定しております。

128
小禄南

小 横断歩道の塗り直し 豊見城警察署 　警察本部へ塗り直し上申中

129
小禄南

小 道路の陥没穴の補修 道路管理課 　道路の陥没補修について、対応済みです。
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130 真地小

道路標示の確認、塗り直し（児童が登下校で使
用する道路）
校区内の（車両）停止線が消えかかっている場所
が多い。

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

131 真地小

市道真地７号（真地小→真和志高校）道路（歩
道）補修　地図①
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。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

　当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっ
ているため、国へ予算要望しているところであり、
予算確保ができましたら路肩のカラーリングの設
置に併せて舗装修繕を検討いたします。

132 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　地図①②
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。

那覇警察署
　警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施して
いる。

133 真地小

ゾーン３０とグリーンレールの設置　地図①②③
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
道路管理課
道路建設課

（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（ハンプ、カラー
舗装等）が必要になるので、今後検討していく。
（道路管理課・道路建設課）
　当該箇所は、通学路合同点検要請箇所となっ
ているため、国へ予算要望しているところであり、
予算確保ができましたら路肩のカラーリングの設
置を検討いたします。

134 銘苅小

道路標示の塗り直し（横断歩道、左折のみ矢印）
銘苅２丁目１－２２モスバーガーと銘苅２丁目４
－５１ジェイツービル間。

那覇警察署
道路管理課

（那覇警察署）
　直近の横断歩道があるため横断歩道設置につ
いては検討を要する。左折矢印の設置につい
て、中央分離帯があり、通行方法がはっきりして
いることから左折矢印については検討を要する。
（道路管理課）
　路面標示の塗り直しについては、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。

135 銘苅小
道路標示の塗り直し（歩道、路側帯の白線）
銘苅２丁目４－３１マックハウス裏手の市道。

道路管理課
　路面標示等の塗り直しについては、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。

136 銘苅小

道路標示の塗り直し（中央線）
銘苅こども園から那覇市消防庁舎にかけての市
道。

道路管理課
　路面標示等の塗り直しについては、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。

137 銘苅小

横断歩道の新規設置
カメラのキタムラと琉球銀行那覇新都心支店の
間の市道。

那覇警察署 　横断歩道規制について警察本部に申請済み。

138 天久小
中央線・停止線・止まれの道路標示の引き直し
小学校校舎周辺道路すべて

那覇警察署
道路管理課

（那覇警察署）
　補修すべき箇所について、警察本部に申請済
み。
（道路管理課）
　路面標示等の塗り直しについては、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。

139 天久小
中央線の引き直し
ＤＥＰＯ・りうぼう裏の道路

道路管理課
　路面標示等の塗り直しについては、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。
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140 天久小
中央線の引き直し
無印良品～沖縄銀行までの裏の道路

道路管理課
　路面標示等の塗り直しについては、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。

141 天久小
中央線の引き直し
天久３７号線

道路管理課
　路面標示等の塗り直しについては、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。

142 天久小
中央線の引き直し
銘苅泊線（新都心公園駐車場側道路）

道路管理課
　路面標示等の塗り直しについては、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。

143 天久小

カーブミラー及び停止線の設置
見通しの悪い交差点
那覇国際高校体育館裏手　住宅地からのＴ字路

那覇警察署
道路管理課

（那覇警察署）
　Ｔ字路の道路で主従関係がはっきりしているこ
とから設置については検討を要する。
（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。

144 天久小

停止線の新規設置
見通しが悪く、登下校中の児童と車の接触がみ
られる
ＫＵＭＯＮ天久小前から住宅街へ入るＴ字路

那覇警察署
　Ｔ字路の道路で主従関係がはっきりしているこ
とから設置については検討を要する。

145 天久小
停止線の新規設置
ローソン天久小前Ｔ字路

那覇警察署
　Ｔ字路の道路で主従関係がはっきりしているこ
とから設置については検討を要する。

146 天久小
停止線の新規設置
新都心公園駐車場側の横断歩道前

那覇警察署
　Ｔ字路の道路で主従関係がはっきりしているこ
とから設置については検討を要する。

147 那覇小
横断歩道の塗り直し
バルコラボ前

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

148 那覇小
横断歩道の塗り直し
仲原漢方クリニック横

那覇警察署 　標示補修について警察本部に申請済み。

149 高良小

路側帯の白線引き直し
礼邦学園～宇栄原自治会館～宇栄原公園に向
けた道路（高良２丁目４）

道路管理課
　路面標示等の塗り直しについては、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。

150 高良小

路側帯の白線引き直し
ライオンズマンションたから～高良小向けの坂道
（高良２丁目９）

道路管理課
　路面標示等の塗り直しについては、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。

151 高良小

路側帯の白線の新設
島袋歯科医院（宇栄原６丁目５－７）側の坂道、
高良小学校向け

道路管理課
　路面標示等の塗り直しについては、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。

152 城北小

階段の修繕工事
石嶺本通沿いに住む児童・生徒達が登下校で利
用する階段（道路）で、老朽化により手すりの接
合部分が錆びて破損しており、落下する危険性
がある。
首里石嶺町３丁目３２４－２付近～３丁目３２２－
４－５付近を繋ぐ階段

道路管理課
　私道であることから、当課での修繕は困難で
す。なお、資材の提供ができる場合がありますの
で、道路管理課にご相談ください。
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