
平成２４年度通学路緊急合同点検結果 平成２４年１２月現在

№ 学校名 点検箇所 通学路の状況 道路管理者による対策（●市道▲国道・県道） 警察による対策 その他の対策（●学校▲市・その他）

1 平和小学校 学校北側市道交差点 停止線が消えかかり、事故が発生している ●外側線・減速マーク復旧 ●停止線復旧

2 平和小学校 学校北側用水路沿い市道 歩道、外灯がなく、歩行者が危険 ●路肩整備 ▲防犯灯・注意看板設置

3 平和小学校 平和保育所正門付近 登下校時に送迎する車が停車し危険 ●学校通学指導

4 平和小学校 学校付近県道 歩道が狭く危険
▲注意看板設置
▲歩道整備検討

●学校通学指導

5 平和小学校 東谷　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ前市道 側道へ入る車が危険 ●外側線・セブラ設置

6 平和小学校 上谷中 日産部品前市道交差点 道路の横断がしづらい ●外側線・ドット線復旧 ●停止線復旧

7 平和小学校 東谷 日産部品西側市道 用水路横断箇所に欄干がなく危険 ●ガードレール設置完了

8 椿海小学校 学校体育館東側市道 三叉路になっており横断が危険 ●外側線設置 ●横断歩道・停止線復旧

9 椿海小学校 仲見江バス停付近市道三叉路 三叉路になっており交通量が多い ●外側線・ドット線設置

10 椿海小学校 カメリアタウン先の市道交差点 交差点がカーブで危険 ●外側線・ドット線設置

11 椿海小学校 東部市場先の国道交差点 国道で交通量が多く横断が危険 ●信号機・横断歩道検討 ●学校通学指導

12 椿海小学校 八日市場第一中学校脇市道交差点 交差点で見通しが悪い ●外側線設置 ●停止線復旧 ▲注意看板設置

13 椿海小学校 椿郵便局先市道交差点 変則十字路で道路巾が狭い ●スクールゾーン表示

14 椿海小学校 吉祥院先市道交差点 変則十字路で道路巾が狭い ●スクールゾーン表示 ▲注意看板設置

15 八日市場小学校 田町スクールゾーン入口県道 進入する車が多く危険
▲注意看板設置
▲歩道整備検討

16 八日市場小学校 田町セブンイレブン前県道 路上駐車が多く危険 ▲区画線設置

17 八日市場小学校 カインズホーム西側市道 交通量が多く道路巾が狭い ●学校通学指導

18 八日市場小学校 瑞穂園南側市道交差点 交通量が多く横断が危険 ●学校通学指導

19 八日市場小学校 若潮町から市民病院までの市道 歩道がなく危険 ●道路改良工事により歩道設置

20 匝瑳小学校 学校前県道 交通量が多く歩道がない箇所がある
▲ガードレール設置
▲路肩拡幅

▲注意看板設置



21 豊栄小学校 亀崎先国道の歩道 歩道が低く、草で児童が見えない ▲路肩除草完了（済）

22 豊栄小学校 新地区農道 通学路を樹木が覆い危険 ▲地権者伐採

23 豊栄小学校 千手院付近市道 急カーブで危険 ●路肩整備 ●学校通学指導

24 豊栄小学校 飯倉　芳太屋付近県道 交通量が多く歩道がない
▲注意看板設置
▲歩道設置検討

25 須賀小学校 横須賀　ミヤスズ前市道 交通量が多く歩道と車道の区別がない ●ガードレール設置

26 須賀小学校 横須賀　作治屋商店付近県道 八市からの三叉路で交通量が多い ▲路面標示設置

27 須賀小学校 高野　センコー物流付近県道 交通量が多く横断歩道がない ●横断歩道設置申請

28 須賀小学校 須賀保育園前市道　山崎園前付近 交通量が多く横断歩道がない ●たまり場設置 ●横断歩道設置検討

29 須賀小学校 髙　用水路東側空地 樹木がはみ出し危険 ▲地権者伐採

30 須賀小学校 笹曽根から中高野までの県道 歩道、ガードレールが分断されて危険 ▲ガードレール設置

31 須賀小学校 学校西側市道 道路巾が狭く大型車の通行が多い ▲注意看板設置

32 須賀小学校 髙　セブンイレブン付近からの市道 側溝に蓋がない箇所がある ●路肩整備

33 共興小学校 西小笹　お墓付近市道交差点 交差点で見通しが悪い ●外側線設置

34 共興小学校 西小笹　古内屋先市道交差点 止まらず走行する車がある ●外側線・カーブミラー設置

35 共興小学校 東小笹　城之内医院先県道 カーブで見通しが悪い ▲地権者伐採

36 共興小学校 東小笹　城之内医院先県道交差点 歩道が狭い
▲隅切り・たまり場設置
▲カーブミラー改修

▲地権者伐採

37 共興小学校 学校正門前の県道 横断歩道はあるがカーブの直後で危険 ▲路面標示設置

38 共興小学校 吉崎　浜交差点までの県道 道路巾が狭く危険
▲注意看板設置
▲歩道整備検討

●学校通学指導

39 共興小学校 吉崎　県道の変形交差点 交差点が分かりづらい
▲外側線設置
●ゼブラ設置

40 吉田小学校 南神崎　秋葉建設付近県道 道路が狭く交通量が多い ▲路肩整備

41 吉田小学校 吉田　木村屋建材付近県道の歩道 歩道を草などが覆い通行に支障がある ▲路肩除草 ▲地権者伐採

42 吉田小学校 学校前県道の歩道 歩道の植込みで車が見えにくい ▲植え込み剪定



43 吉田小学校 南神崎305付近市道 道路が悪く、暗い ●舗装修繕 ▲防犯灯設置

44 吉田小学校 吉田3908付近市道 道路を樹木が覆い危険 ●樹木伐採

45 吉田小学校 吉田4184付近市道 道路に樹木が倒れ、カーブミラーが壊れている ●樹木伐採・カーブミラー補修

46 吉田小学校 久方144付近市道 道路が狭く暗い ●学校通学指導

47 豊和小学校 内山タマチ製作所付近県道 路側を草が覆い歩けない ▲路肩除草

48 豊和小学校 大寺1908付近県道 路側を草が覆い歩けない ▲路肩除草

49 栄小学校 堀川4000付近市道 交通量が多く歩道と車道が分かれていない ●道路改良工事により歩道設置

50 栄小学校 栢田7900付近県道 交通量が多いがガードレールがない ▲ガードレール設置

51 栄小学校 堀川6600付近県道 交通量が多く横断歩道がない ▲ガードレール設置 ●学校通学指導

52 栄小学校 栢田1400付近県道 歩道はあるが横断歩道がない ●横断歩道設置検討 ●学校通学指導

53 栄小学校 川辺2600付近市道 一部歩道がない ●歩道部分除草

54 野田小学校 荒井石油付近県道 カーブで見通しが悪い ▲速度落とせ・減速マーク設置

55 野田小学校 JAちばみどり北側県道交差点 県道の供用が開始され交通量が増えている ●信号機設置

56 野田小学校 県道飯岡一宮線なぎさ西側交差点 交通量が多く横断が危険 ▲路肩除草（済） ●横断歩道設置検討

57 野田小学校 県道飯岡一宮線林丸バス停 交通量が多く横断が危険 ▲路面標示・減速マーク設置 ●横断歩道設置検討

58 野田小学校 県道飯岡一宮線西浜バス停 交通量が多く横断が危険 ▲路面標示・減速マーク設置 ●横断歩道設置検討

59 野田小学校 県道飯岡一宮線尾合橋付近 交通量が多く横断が危険 ▲路面標示・減速マーク設置 ●横断歩道設置検討


