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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
県道東金・緑海線の道庭８８８番地付近コイ
ンランドリー前

交通量が多いが信号機がなく、道路横断の
際危険である。

・横断歩道の移設（サンクス東金道庭前
へ）、押しボタン式信号機の設置

東金警察署 済

2 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のため、道路横
断が危険である。

①横断旗の設置
②交通安全指導

①鴇嶺小学校
②鴇嶺小学校

①済
②済

3 鴇嶺小学校
鴇嶺小学校付近のセブンイレブンから志津
本（ＪＲ東金線方向）に至る道路

外側線がないため通行の際に危険である。 ・外側線の設置による歩行者通路の確保 建設課 Ｈ２７

4 鴇嶺小学校
ケーヨーＤ２から東金アリーナに至る道路（熊
野神社前）の歩道のない道路

交通量が多いが歩道がないため、通行の際
に危険である。

・外側線の補修 建設課 済

5 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に歩行者と自動車がす
れすれに行き交う。

・踏切の拡幅
　①ＪＲとの協議
　②国県補助金の確認

建設課 Ｈ２８以降

6 城西小学校
セブンイレブン台方バイパス店の交差点
（セブンイレブン入口部分）

セブンイレブンの駐車場に入る車両が、歩行
者が信号を待機する前を横切るため危険で
ある。

・縁石又はガードパイプ等の設置
　①セブンイレブンの同意

山武土木事務所 済

7 城西小学校
タマサンベーカリーから上田歯科間の道路
（歩道のない側）

道路沿いの垣根の枝葉が張り出しており、通
行の際に危険である。

・交通安全指導
（垣根を通過する児童は既設の歩道を通行
する）

城西小学校 済

8 城西小学校
セブンイレブン台方バイパス店脇の道路（旧
国道１２８号線からセブンイレブン台方バイパ
ス店に至る道路）

登下校時間帯に車両の往来が激しいため、
注意喚起の標識が必要である。

・注意喚起看板の設置 消防防災課 済

9 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。

①停止線の補修
②交通安全指導
（一時停止、左右確認等の徹底）

①東金警察署
②城西小学校

①H27
②済

10 城西小学校
城西小学校前の横断歩道（正門前の信号の
ない交差点）

横断歩道の標示が消えかかっている。 ・横断歩道の補修 ・東金警察署 済
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11 城西小学校
城西小学校前の横断歩道（正門から踏切
側）

横断歩道の標示が消えかかっている。

①横断歩道の補修
②Ｔ字路の停止線の補修
③Ｔ字路のドット線の補修
④外側線の補修

①東金警察署
②東金警察署
③建設課
④建設課

①Ｈ２７
②Ｈ２７
③済
④済

12 城西小学校
セブンイレブン東金台方店から庄司工業㈱
前の突当たりのT字路（国道１２６号線の側
道）

横断歩道の標示が消えかかっている。 ・横断歩道の補修 東金警察署 済

13 城西小学校
台方三差路付近の国道１２６号線沿い（セブ
ンイレブン東金台方店から庄司工業㈱付近
の緑地帯）

草が生茂り見通しが悪く（草がフェンスに絡
み人の背丈を越える状況）、通行の際に危
険である。

・緑地帯の除草 千葉国道事務所 済

14 城西小学校
福俵駅前東公園のT字路（福俵駅前踏切か
ら当公園前の突当たりT字路）

横断歩道の標示が消えかかっている。 ・横断歩道の補修 東金警察署 済

15 城西小学校
西福俵区内の大和幼稚園前の道路と山口
区へ通ずる道路の交差点

横断歩道の標示が消えかかっている。 ・横断歩道の補修 東金警察署 済

16 丘山小学校 丘山小学校前の歩道橋（小野歩道橋）
歩道橋が錆付いて穴があいている部分があ
り、通行の際に危険である。

・歩道橋の補修 千葉国道事務所 済

17 丘山小学校 山田坂下バス停から墨染桜に至る道路 路肩の草が歩道を覆っている。
・路肩の除草
　①国道部分
　②市道部分

①千葉国道事務所
②建設課

①済
②済

18 丘山小学校
国道４０９号線の丘山小学校から丘の街入口
間の歩道

歩道がせりあがっている。 ・歩道の補修 山武土木事務所 Ｈ２７

19 丘山小学校
山田・「山田坂下バス停」から千葉方面に向
かう国道１２６号線との合流地点

交通量が多く見通しも悪いため、接触事故
の危険がある。

・路面標示の補修 東金警察署 済

20 丘山小学校 国道１２６号線菱田橋の横断歩道 横断歩道の標示が消えかかっている。 ・横断歩道の補修 東金警察署 Ｈ２７

21 丘山小学校
国道１２６号線（有）平賀建材砂利採取場入
口付近の交差点

横断歩道がないため、歩行の際に危険であ
る。

①交差点改良（小さな交差点に改良）
②横断歩道の設置

①千葉国道事務所
②東金警察署

①Ｈ２８以降
②Ｈ２８以降

22 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。

①外側線の補修
②待機場の確保
③横断歩道の設置

①建設課
②建設課
③東金警察署

①済
②Ｈ２８以降
③Ｈ２８以降



23 正気小学校 宿・佐久間工務店前の道路 交通量が多く歩道が狭い。 ・土留めによる歩道の確保 建設課 Ｈ２７～

24 正気小学校 宿・佐久間工務店前の道路
交通量が多く歩道が狭い。また、歩道部分
に草が生い茂り、歩行の際の危険度が増し
ている。

・路肩の除草 建設課 済

25 正気小学校
正気小学校付近のセーブオン東金家徳店
から東金アリーナへ至る道路（１００ｍ程度の
間）

道路の両サイドのＵ字溝に蓋がなく交通量も
多いため、通行の際に危険である。

・Ｕ字溝の蓋の設置（正気小に向い左側） 建設課 済

26 正気小学校 正気小学校正門前 横断歩道の標示が消えかかっている。 ・横断歩道の補修 東金警察署 済

27 正気小学校 片貝県道サンリバー前
交通量が多く信号がないため、道路を横断
の際に危険である。

・横断歩道の補修 東金警察署 済

28 豊成小学校 豊成公民館から第３保育所の間の道路
水路と道路が接しており通行の際に危険で
ある。

・豊成公民館から菱沼集落間（1.2ｋｍ）に歩
道（幅員2.5ｍ）を設置

建設課 Ｈ２７～

29 豊成小学校
豊成公民館から第３保育所の間の道路
（公民館から前之内方面への約２０ｍの区
間）

路側帯がないため、通行の際に車道に出て
しまい危険である。

・豊成公民館から菱沼集落間（1.2ｋｍ）に歩
道（幅員2.5ｍ）を設置

建設課 Ｈ２８以降

30 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。

・歩道の整備 建設課 未定

31 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

交通量が多く歩道部分が狭い。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。

・路肩の除草 山武土木事務所 済

32 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。道
路の両端が林に囲まれ人通りはなく、昼間で
も暗い。

①路肩の除草
②壊れた反射板の補修

①山武土木事務所
②山武土木事務所

①済
②済

33 日吉台小学校
県道東金・山田線ローソン日吉台店前の交
差点

交通量が多く車輌の速度も速い。交差点に
はガードレール等がないため危険である。

①ガードパイプの設置
②車止めの設置
③車両に対する速度減速の路面標示

①山武土木事務所
②山武土木事務所
③山武土木事務所

①済
②済
③Ｈ２７

34 東金中学校
堀上地区内（嶺南幼稚園付近から東金ア
リーナに至る道路）

不審者出没の経緯あり ・パトロール 東金中学校 済



35 東金中学校
広瀬橋（東金アリーナから正気地区に至る道
路）

橋の路側帯が途切れているため、自転車と
自動車の距離がここで急激に接近するため
危険である。

・広瀬橋の手前に注意喚起の看板等を設置 建設課 済

36 東金中学校
東金アリーナからケーヨーＤ２方面に至る道
路

道路幅が狭く交通量が多いため、通行の際
に常に危険を伴っている。

・東金アリーナから堀上集落間（670m）に歩
道を設置

建設課 Ｈ２７～

37 東中学校
すき家東金バイパス店裏側から東中学校入
口の道路（正門から国道１２６号線までの道
路）に至る間の道路

国道１２６号線の抜け道となっており、通学時
の通行に危険を伴う。

①関係する周辺住民の意向等の調査
②通学路の路面標示
③登校時間帯（７時から８時３０分）における
車両の通行規制

①消防防災課、教育委員会、東中学校
②建設課
③東金警察署

Ｈ２７～

38 東中学校
東中学校正門前の道路を砂押方面に向
かった突当りのＴ字路

見通しが悪く通行の際に危険である。
①カーブミラーの設置
②注意喚起看板の設置
③樹木の伐採

①建設課
②消防防災課
③東中学校

①済
②済
③済

39 東中学校 県道緑海・東金線のサンクス東金道庭店前
交通量が多く道路の横断の際に危険であ
る。

・押しボタン式信号機、横断歩道の設置 東金警察署 済

40 西中学校 福俵駅前の踏切

西福俵二丁目在住の生徒は、福俵駅踏切
で一時停止している自動車の前を自転車で
横切るため、自動車の発進時に接触の恐れ
がある。

・交通安全指導
（・通学路を走行する　・踏切前を通過する際
は自転車を降りて車両を確認する）

西中学校 済

41 西中学校 セブンイレブン東金台方店前
道路の構造が複雑であり車両の動きが不規
則である。交通量も多いことから自転車の通
行に危険を伴う。

・交通安全指導
（一時停止の徹底）

西中学校 済

42 北中学校
日吉台１丁目団地内の交差点
（北中学校駐輪場脇のT字路）

カーブミラーがなく見通しが悪いため通行の
際に危険である。

①カーブミラーの設置
②交差点の路面標示

①建設課
②建設課

①Ｈ２７
②済

43 北中学校
県道東金・山田線の北中学校入口信号から
日吉台小学校入口信号（ローソン前）までの
歩道

草、小枝がうっそうと茂り見通しが悪く、本来
の歩道が確保されず、自転車走行に支障が
ある。

・路肩の除草 山武土木事務所 済

44 北中学校
県道東金・山田線の北中学校前信号から東
金技術専門学校へ向かって坂の左側歩道

樹木に覆われ日没後、電灯が少なく暗い。 ・私有地の地権者へ樹木の伐採を依頼 山武土木事務所 済


