
東中 1 県道　立川甑山線・鳥取国府線（卯垣） 道路拡幅・歩道整備 県 未定 道路拡幅及び歩道拡幅する

東中 2 県道　立川甑山線・鳥取国府線（立川） 道路拡幅・歩道整備 県 Ｈ29 道路拡幅及び歩道拡幅する

岩倉小 1 県道鳥取国府線（卯垣交差点～岩倉西交差点）
歩道設置、グリーンゾーンをさらに幅を広くす
る

県 Ｈ27 歩道のたまり場設置

稲葉山小 1 県道　主要地方道鳥取福部線 ガードレール設置 県 Ｈ27 ガードレールの設置

市道　卯垣立川線 横断歩道の移設 警察 H27 横断歩道の位置を東側に移動

県 H27 横断歩道の移動に伴う縁石の切り下げ

修立小 1 市道　立川町２１号線 車道が狭く路側帯なし、グリーンベルトの整備 学校 H27
通学指導の徹底(グリーンベルトは道路幅が狭いため難し
く、通学路変更もかえって危険なため通学指導を徹底す
る）

県道湖山停車場布勢線 横断歩道の設置 県 H27 石河医院前に横断歩道の設置のためのたまり場の設置

警察 H28 石河医院前に横断歩道の設置

市道　湖山南54号線 歩道の確保 市道路課 Ｈ28 グリーンベルトの整備

警察 Ｈ28 県道と市道の交差に横断歩道の設置を検討

明徳小 1 市道　行徳幸２号線 横断歩道の設置 警察 Ｈ27 横断歩道の設置を検討する

明徳小 2 市道　幸町３号線 歩道の設置 対策困難
道路幅が狭いため歩道の設置は困難。前回の点検で白
線を引くことで対応済み

明徳小 3 市道　扇幸町１号線 歩道の設置 対策困難 道路幅が狭いため歩道の設置は困難

明徳小 4 市道　南町今町１号線 歩道の設置 市道路課 Ｈ28
道路幅が狭いため歩道の設置は困難なため、白線を引い
て対応する

富桑小 1 市道　西品治２８線
見通しが悪く、２面のカーブミラーの設置が必
要

市道路課 Ｈ28 指導線の設置を実施予定

倉田小 1 農道（倉田小学校前から有隣荘） 農道の水路側に落下防止用の柵の設置
市農村整

備課
Ｈ27 道路に白線を引いて対応

美保小 1 市道　雲山吉成線
住宅の間の道路を7：30～8：00ｍまで一方通
行にしてほしい

学校 Ｈ27
通学路の変更(一方通行は地元住民の同意が必要とな
る。信号機設置の予定があるので、通学路の変更で危険
度を減らす）

市道　吉成古市１号線 路側帯の設置 市道路課 Ｈ28 路側帯の設置を実施予定

地域 Ｈ27 路側帯の設置にあたり、ごみの集積場を移動させる

美保小 3 市道　美保小学校前線 横断歩道待ちの待機場所を広くしてほしい 市道路課 Ｈ28
既に設置している場所と反対側に待機場所設置を実施予
定

南中 1 興南冨安１号線　南吉方５号線
スクールゾーンの設置及びコーナーポールの
設置

市道路課 H27 道路にラインを引いて内回りしないような対応を実施する

南中 2 宮長的場２号線
第４幼稚園角右側歩行者から車が見えづら
い。カーブミラー設置または一時停止場所の
設置

警察 Ｈ27 横断歩道の設置予定あり

南中 3 県道八坂鳥取停車線　グッドヒル前～久本木材店付近 道路改良及び歩道拡張 県 未定 道路改良及び歩道拡幅

日進 1 市道　吉方温泉３号線
旧久松閣反対側歩道の電柱撤去、歩道拡張と
段差解消

市道路課 ～H30 歩道改良と合わせて、中国電力へ電柱の撤去依頼を行う

日進 2 市道　わかば保育園前道路 歩道が片側で、傾斜があり危険 市道路課 ～H30 歩道改良を計画中

永楽温泉町南交差点
歩道が狭く、信号待ち待機時に自転車と衝突
の危険

市道路課 H28 車道幅員を狭くできるか検討

県 H28 横断歩道待機スペースが確保できる方法を検討

警察 H28
広い待機場所からの横断が可能となる様に横断歩道の位
置変更を検討

久松小 1 市道 山の手通り
鳥取西高等学校改築に伴う工事用車両の増
加のため、停止線などを引いてほしい

市 H28 白線の設置を実施予定

北中 1 県道伏野覚寺線（丸山・覚寺） 歩道拡幅 県 未定 歩道拡幅

城北小 1 主要地方道鳥取港線側道 横断歩道の設置 市 H27
側溝に蓋の設置及びグリーンベルトの設置（グリーンベル
トはH28年度）を実施予定

城北小 2 市道　松並西品治１号線（狐川沿い）
歩道が狭く途中からないため、白線を引くなど
して歩道を区別

学校 H27
通学路の変更で対応（道路幅が狭く白線を引けないため
通学路変更で対応）

浜坂小 1 市道丸山浜坂1号線 押しボタン式信号設置、歩道が必要 学校 H27 通学路の変更で対応

浜坂小 2 市道浜坂30号線 見通しが良くなるような道路設置
市協働推

進課
H27 交差点の横断歩道手前に「止まれ」シールの設置
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中ノ郷中 1 市道　丸山浜坂１号線 歩道の拡張 学校 H27 歩道の拡張は困難なため、通学指導の徹底で対応する

中ノ郷中 2 浜坂方面の県道
交通量が多く下り坂のため車のスピードが出
やすい

学校 H27
道路幅もあり、横断歩道もあるため、通学指導の徹底で対
応

高草中 1 徳尾５号線（徳吉団地の道路） 道路の側溝に蓋の設置 対策不要 H26年度通学路点検（世紀小）により実施済み

高草中 2 徳尾１号線（徳吉団地の道路） Ｔ字路の交差点に横断歩道を追加 対策不要 自転車通学生徒の横断については、現状のままで可

世紀小 1 世紀小学校正門前
用水路転落を防止する柵(ガードレール）の設
置

教育総務
課

H27 転落防止の柵の設置を検討

世紀小 2 市道　岩吉陸橋線　（里仁～松保間）
市道岩吉陸橋線との交差点にカーブミラーの
設置

市道路課 H27 指導線の設置を実施する

大正小 1 市道　南城北団地１７号線 歩道がない所があり危険 市道路課 H28 路側帯の設置を実施予定

市道　菖蒲１号線 見通しが悪く、カーブミラーの設置 市道路課 H28 指導線の設置を実施予定

協働推進
課

H28 白線の設置後「止まれ」シールの設置

大正小 3 県道 交通量が多くて危険 学校 H27 通学指導の徹底（構造上の対応は困難なため）

県道　189号
児童の通学路であることを知らせる標識の設
置

県 H27
走行車両から見て通学路であることがわかる警戒標識の
設置

警察 H27 市道の標識を子どもの横断を知らせる看板に変更

明治小 1 主要地方道　鳥取河原用瀬線 追い越し禁止車線に変更してほしい 警察 H27 はみだし禁止規制を検討する

明治小 2 市道　松上岩坪線 道路幅が狭い。歩道もなく、危険 対策困難 道路幅が狭いため実施困難

明治小 3 主要地方道　鳥取河原用瀬線 歩道が途中でなくなっている。横断歩道がない。 警察 Ｈ27 歩道同士をつなぐ横断歩道の設置を検討

市道　賀露幹線 点滅信号の設置 警察 H27 横断歩道の予告標識設置

市協働推
進課

H27 横断歩道停止線前に「止まれ」シールの設置

市道　賀露上浜灘端線 ミラーの位置を再確認してほしい 警察 H27 横断歩道の移設を検討

市道路課 H27 横断歩道の移設に伴い歩道切り下げを実施する

賀露小 3 市道　賀露上浜灘端線 「安全坊や」又は「飛び出し注意」の標識設置 市道路課 H28 道路標識（減速）の設置を実施予定

賀露小 4 学校用地 停止線の設置 市道路課 H27 停止線を設置したが、道路管理者（市）の位置の確認

末恒小 1 国道　9号線 国道沿いガードレール設置 国交省 H27
歩道用カラーリング設置検討及び歩道部分はガードパイ
プ設置検討

末恒小 2 県道　190号線 工事が途中で中断(歩道が途中からない） 県 H29
中断箇所の歩道整備を実施。整備完了までの間は草刈り
を適宜行い路肩を歩きやすいようにする。

末恒小 3 県道　318号線 歩道拡幅未整備区間の整備 県 H29 歩道が歩きにくい区間の整備

末恒小 4 県道　190号線 交通量が多く危険 県 未定 歩道のフラット化を検討

湖山西小 1 市道　湖山町南三線 通学路の標識設置 対策不要 歩道看板が設置されており、当面これで様子を見る

湖山西小 2 市道　湖山北10号線 通学路の標識設置 市道路課 H28 「減速」文字の設置を実施予定

湖山西小 3 市道　湖山北65号線 カーブミラー設置 対策不要 見通しも良く、歩道もあるため、カーブミラーの設置は不要

湖山西小 4 県道　美萩野覚寺線（鳥取大学前） 道路改良及び歩道拡幅 県 H31 歩道拡幅

神戸小 1 県道　３２号線 スピード出しすぎに注意などの看板の設置 県 H27 警戒標識４か所（学校、幼稚園、保育所あり）の設置

美和小 1 農道倭文地内 防護柵の設置
市農村整

備課
H28 防護柵の設置

美和小 2 市道　朝月倭文１号線 防護柵の設置 市道路課 H28 防護柵の設置を実施予定

市道　上味野倭文１号線 水田と農道の境界整備を要望する 市道路課 H28 道路の路肩整備を実施予定

市農村整
備課

H28 水路に蓋をして転落を防止する

県道　４２号線　学校駐車場前 縁石の一部切断を要望する。 県 H27 縁石の目印となるポールを設置する

教育総務
課

H28
縁石に接触する原因となる内回りを防止するための対策
を検討

1
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美和小 5 市道　竹生向国安線 歩道水田側に転落防護柵を設置してほしい 対策不要 高さ１ｍ未満のため設置不可

美和小 6 主要地方道　　鳥取河原線 歩道のない通学路への歩道設置 県 未定 歩道設置を検討

面影小 1 県道　（旧国道29号線）　 側溝に蓋をしてほしい 県 H27 側溝蓋の交換（穴が小さいものへ）

面影小 2 市道大杙9号線（大杙橋北側、大杙集会所付近） 大杙橋にかかる鉄製の階段がさびて危険 市道路課 H28 鉄製の階段を撤去し新たな階段の設置を実施予定

県道　323号線 ガードレール設置 県 未定 転落防止柵設置

学校 H28 転落防止柵設置後は通学路変更

若葉台小 1 市道　津ノ井ニュータウン2号線 歩行者に危険を知らせる目印の設置 市道路課 H28 視覚的に減速させる白線の設置を検討

宮ノ下小 1 県道　31号線　鳥取国府岩美線 押しボタン式信号機の設置 警察 H27
横断歩道を上側（宮ノ下小学校方面）又は下側へ移設す
ることを検討

宮ノ下小 2 県道　31号線　鳥取国府岩美線 ガードレール設置 県 H27 車が歩道に乗り上げない程度の高さに縁石を修繕

県道　31号線　鳥取国府岩美線（山
根）

白線の引き直し、ガードレール設置 警察 H27 横断歩道の白線の引き直し

県 H27 人が落ちない程度の転落防止柵の設置を検討

国府東小 2
県道　31号線　鳥取国府岩美線（神
垣）

道路に減速か徐行の表示 県 H27 注意喚起標識を設置

国府東小 3 上麻生縄手線 用水路に柵を設置 市道路課 H28 転落防止柵の設置を実施予定

福部小 1 県道　212号線 車へ注意喚起を促す看板の設置 学校 H27
見通しの良い直線で横断歩道もある場所なので看板設置
は不要。通学指導を徹底する

福部小 2 市道　４０浜湯山線・県線 車へ注意喚起を促す看板の設置 福部産建 H27 既存の道路標記「ゆっくり」の塗り替え

河原中 1 主要地方道鳥取河原用瀬線 道路を広げてほしい 県 H29
曳田橋延長線上に歩道を新設する予定あり。（歩道が完
成すれば見通しが改善される。

河原第一小 1 市道河原中央線 カーブミラー設置 河原産建 H27 カーブミラーの設置

河原第一小 2 県道 歩道整備 県 H27
側溝の蓋の破損箇所について速やかに改修する。（歩道
については拡張用地がなく困難）

河原第一小 3 市道渡一木中学校線 歩道整備 河原産建 H28 歩道部分にグリーンベルトを施行する

散岐小 1 県道　231号線（本鹿　高福線）　 道路幅が狭く、バスが通過する際に危険 県 H30 バイパス開通を予定している

散岐小 2 県道　195号線（鷹狩　　渡一木線）　 カーブが急で外側の歩道が危険 県 H27 ガードレールの設置を検討

千代南中 1 国道４８２号 歩道整備 県 未定 歩道整備を検討

国道　482号線
大井橋からバス停まで路側帯が狭く冬場は特
に歩行が困難

県 H28
大井橋上手側に張り出し歩道（バス待合）を設置し、フリー
バスなので、バス停変更。

警察 未定 横断歩道の位置を変更

佐治小 2 国道　482号線
バス待ち場にガードレールがなく、スピードを
出して車が通るため危険

県 H27 下手側のガードレールを延長し、バス待合まで伸ばす。

気高　農免道路（高江～会下）
高江トンネルからの自動車の交通量が多く、ス
ピードを出している。見通しが悪い。

警察 H28
信号機設置は困難なため、河川沿い市道の停止線等の
強調表示対応

気高産建 H27 除草、看板の撤去と新設

逢坂小 2 市道　殿山宮線 側溝のふた設置 西工事 H27 桝のそばに防護柵を設置する

逢坂小 3 市道　殿山宮線 防護柵の設置 西工事 H27 低いガードパイプを設置する

逢坂小 4 市道　殿山宮線 防護柵の設置 西工事 H27 防護柵の設置する

気高中 1 県道　上光線 見通しが悪く危険なため道路改良を要する 県 Ｈ28 道路改良を実施

市道今町下石線 信号機の設置 西工事 Ｈ28
イメージハンプ又は減速標示（車へ注意を促し、減速させ
る）

地域 Ｈ27 注意喚起看板の設置（通学路であることを知らせる）

警察 Ｈ28 制限スピード（４０Ｋｍ）標示の補修を検討

青谷小 1 県道　280号線（山根） 歩道の設置 県 未定 道路改良を検討

青谷小 2 県道　280号線（早牛） ガードレール設置 県 Ｈ27 バス停からいくらか離れた南側にガードレールを設置する

国府東小

佐治小

逢坂小

鹿野小 1

1

1

1

1

津ノ井小
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青谷小 3 市道　露谷本線歩道 縁石ブロックの設置 西工事 H28 歩道を含めた道路改良を実施予定


