
〔東金市〕

通
番
号

学校名 点検・改善を要する箇所 左の状況・内容 対策の内容 対策の事業主体 対策年度

1 東小学校 田間874番地付近の東小裏門からの農道
登下校時の歩行児童数が多く、車両が走行
することにより危険度が増す。

・道路の利用状況から時間帯通行止めは困難。
・道路拡幅を行っている(事業最終年度は未定)。通学路対策(白線等の整備)
は道路拡幅と併せて検討する。

建設課
H26～
継続実施中

2 東小学校 県道東金・緑海線、菱沼1035番地付近
歩道が南側のみなので、北側住宅地の児童
が危険である。

・横断歩道を設置する。
・東金警察署に要望書を提出する。(利用者数等の具体的な状況を添付する)
・東金警察署で横断歩道を設置する際に山武土木事務所も県道を整備する。

東小学校
東金警察署
山武土木事務所

H29以降
通学利用状況を調
査後に要望

3 鴇嶺小学校
鴇嶺小付近のセブンイレブンから志津本に
至る道路

外側線がないため、通行の際に危険であ
る。(U字溝の蓋がない)

・道路の両側に白線を引く。
・グリーンベルトの設置は、白線を引いた後の状況を踏まえ、検討する。

建設課 H27年度に対策済み

4 鴇嶺小学校 片貝県道・東金特別支援学校入口の交差点
交通量が多く、交差点が変則なために横断
が危険である。

・横断歩道の塗り直しを行う。 東金警察署
H28
県警本部に補修依
頼済

5 城西小学校 城西小学校前の信号のある交差点
学校から信号を渡り大豆谷方面に行く際に
横断歩道がないため、信号を確認しない場
合が多く危険である。

・停止線の補修を実施済み 東金警察署 過年度に対策済み

6 城西小学校
線路脇の道路(東金線13番台方　踏切～西
中前～福俵にかけて)

道路自体が狭い(車両1台の通行が限界)た
め、かなりの頻度で抜け道として利用され
る現場は、車両の進入により児童の通行が
困難な上に危険である。児童が退避するに
も周囲は水田と幅・深さともにある用水路
であることから困難である。

・パトロールによる穴埋め等応急処置対応。
・歩行者のための待避所整備(複数年度で対応)。
・線路側路肩の草刈り。
・車両進入規制に向けての交通量、利用者数の把握

建設課
城西小学校

H28年から水路整備
実施
併せて歩行者安全
対策を講じる

7 城西小学校 上宿郵便局から第1保育所の間の踏切
踏切の幅が狭いため、歩行者と自動車がす
れすれに行き交う状況である。

・ＪＲ側との協議が必要である。
・市は第1優先で要望しており、引き続き要望していく。

建設課 未定

8 城西小学校 台方三又路付近の緑地帯 草が生い茂り見通しが悪い。
・8月末～9月に草刈りを実施予定。
・次年度以降も要望があれば優先順位を上げる。

千葉国道事務所 H27年度に対策済み

9 丘山小学校 セブンイレブン付近から山田へ向かう道 草が歩道内で伸び始めている。 ・要望箇所は民地なので、所有者を確認し(建設課)、除草の依頼をする。 丘山小学校 H27年度に対策済み

10 丘山小学校
国道126号線と千葉東金道路が交差する箇
所

灯りがなく、夜になると暗い。
・防犯灯の設置に必要な東京電力の電柱が設置されておらず、道路灯も既に
設置済みで増設は難しい。なお、現在玉切れしているため、玉交換を行う。
・引き続き、帰宅指示等の指導を行う。

建設課
丘山小学校

H27年度に対策済み

11 丘山小学校 墨染桜前の車道
スピードを出している車が通ることが多
い。

・地元区からスピード抑制に関する要望書が提出され、市建設課・消防防災
課・東金警察署で現地確認を実施。テクノグリーンパーク代表者宛に道路利
用抑制に関する依頼文書を提出済み。
・白線の引き直しを優先順位に沿って実施する。
・上記の対応で改善がない場合は、路面表示を検討する。

建設課
消防防災課
東金警察署

H27年度に対策済み

平成２７年度　通学路状況一覧表（対策一覧表）

平成２９年３月末 現在
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12 正気小学校
・嘉瀬商店付近豊海県道交差点
・松崎商店付近市道交差点
・関下ゲートボール場付近市道

路面標示が薄くなっている。

以下の箇所の路面表示の塗り直しを行う。
・豊海県道嘉瀬商店付近交差点の横断歩道(東金警察署)
・松崎商店付近市道の規制標示(東金警察署)
・関下ゲートボール場付近市道の注意喚起標示(建設課)

①東金警察署
②建設課

①H28
県警本部に補修依
頼済
②H27対策済

13 正気小学校
宿・佐久間工務店前の道路
（鈴木行政書士事務所前）

交通量が多いため道路を横断する際に危険
である。

・道路の整備については、複数年度かけて歩行スペース確保の整備を行う。
・注意喚起の看板を設置する。

①建設課
②学校教育課

①H29年度以降
②H28.9対策済

14 豊成小学校 豊成公民館前 横断歩道
歩道表示(ライン)がはげて薄くなってい
る。

・表示の塗り直しを行う。 東金警察署 H27年度に対策済み

15 豊成小学校 関内・菱沼間の通学路 歩道部分が狭く、徒歩児童が危険である。
・豊成公民館交差点から菱沼地区までの約1.2kmのうち、約150mの歩道整備を
行う。

建設課
H27～
継続実施中

16 福岡小学校
砂古瀬浅間神社から福岡小学校正門までの
道路

歩道がなく交通量も多いため、迂回(遠回
り)をして通学している。

・歩道新設には用地拡幅が必要であり、それに相当な費用と期間を有するこ
とから、当面は、引き続き、浅間神社付近の通学路を利用していただく。

福岡小学校 H29実施予定

17 源小学校
県道日向停車場・極楽寺線の源小学校から
国道４０９号線までの間

交通量が多く歩道がない。道路の両サイド
は草が生い茂っており更に道幅が狭くなっ
ている。

・当該箇所は年1回定期的に草刈りを行っている。民地の雑草等は、必要に応
じて学校及び山武土木事務所から所有者に依頼する。

山武土木事務所 H27年度に対策済み

18 源小学校 県道東金・源線の昭和坂
坂、カーブが多く、車が見えづらく危険で
ある。道路の両端が林に囲まれ人通りはな
く、昼間でも暗い。

・当該箇所は年1回定期的に草刈りを行っている。民地の雑草等は、必要に応
じて学校及び山武土木事務所から所有者に依頼する。

山武土木事務所 H27年度に対策済み

19 日吉台小学校 学校近くの横断歩道の白線 横断歩道の白線が消えかけている。 ・白線の再塗装を行う。 東金警察署
H28
県警本部に補修依
頼済

20 東金中学校 東金中学校入口
国道への合流(左折)が視界不良のため、危
険である。

・中学校入口の中古車車両を駐車している土地について、所有者を建設課で
確認したところ、学校用地であることが確認できたため、車両を移動される
よう学校教育課から連絡した。
・そのうえで、カーブミラー設置の必要性を検討する。

建設課
学校教育課
東金中学校

H27年度に実施

21 東金中学校
セーブオン(北幸谷店)から柳橋方面へ向か
う県道138号

左側より樹木が道路に出ているため、通行
が危険である。

・路肩等の除草を行う。 山武土木事務所 H27年度に対策済み

22 東金中学校
セーブオン(北幸谷店)から柳橋方面へ向か
う県道138号

道路が狭くなっている区間があり、走行が
危険と考えられる。

・注意喚起の路面標示を施す。 山武土木事務所 H27年度に対策済み

23 東中学校 すき家裏の道の時間での通行(車両)止め
生徒が多く通行するので、事故の心配があ
る。

・7時30分～8時30分の時間帯通行止めを目指す。
・区長、校長、ＰＴＡ会長連名の要望書を道路利用者の同意書を添付して東
金警察署に提出する。
・同意書取得は東中学校が行う。

東中学校
東金警察署

H29以降
地元同意が得られ
たあとに要望
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24 西中学校 国道126号線高架下の線路沿いの道路
アスファルトが割れている。
轍が残り、埋め戻しがきれいになっていな
い。

・パトロールによる穴埋め等応急処置対応。 建設課
H27年度に応急済。
H28年度以降も継続
補修。

25 西中学校
日吉台から下って台方セブンイレブンの台
方交差点までに至る抜け道

見通しが悪く登校の際に危険である。
・カーブミラーが既にカーブに2箇所設置済であり、その増設が有効か、他の
対応が有効か確認していく。
・「注意喚起」の看板を設置する。

①建設課
②学校教育課

H28.9対策済
安全設備は設置済
であるため、注意
喚起での対応

26 北中学校
北中学校前信号より、右に曲がって右側
ローソンまでの歩道

草、小枝がうっそうと生い茂っていて見通
しが悪く、本来の歩道より狭く自転車走行
がしにくくなっている。

・年1回草刈りを実施している。民地の小枝・雑草等は、必要に応じて学校及
び山武土木事務所から所有者に依頼する。
・防犯灯については、1丁目入口のみにしか設置場所がなく、必要であれば学
校から消防防災課へ設置要望を提出する。
・歩道の補修は、必要な箇所を個別に修繕する。

北中学校
山武土木事務所
消防防災課

H27年度に対策済
※学校からの要望
を受け、要望箇所
に防犯灯を新設。

27 北中学校
北中学校前信号より、右に曲がって両脇
ローソンまでの歩道

歩道凸凹が多い。車いすで通学している生
徒もいるので更に整地が必要である。

・年1回草刈りを実施している。民地の小枝・雑草等は、必要に応じて学校及
び山武土木事務所から所有者に依頼する。
・歩道の補修は、必要な箇所を個別に修繕する。
・「注意喚起」の看板を設置する。

①北中学校
②山武土木事務所
③学校教育課

①必要に応じて対
応
②H27対策済
③H28.9対策済

28 北中学校 県道東金山田線、ローソンから下った地点 エキスポコーティングがはげている。 ・車道の両側に新たにドット線を引く。 山武土木事務所 H27年度に対策済み

29 北中学校 日吉台1丁目団地に入るところ
駐停車する車が最近目立つ。また、団地内
で一時停止しない車もあり、危険である。

・学校から当該地区に注意喚起を働きかける。
・働きかけの状況を踏まえ、警察による取締り等を検討する。

北中学校

H28対策済
父母と先生の会や
後援会等で話題に
し、路上駐車はほ
ぼ解消
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