
〔東金市〕〔点検・改善を要する箇所〕
令和３年３月末日現在

通
番
号

図
面
頁

学校名 点検・改善を要する箇所 左の状況・内容
現在まで学校において
実施した対応の内容

学校要望 これまでの対策の内容
対策の
事業主体

今後の対応の可否や実施時期について

1 1 東小学校

【優先順位１】
・田間874番地付近の東小裏門
からの農道
（H27-R1点検実施箇所）

・道幅が狭く、登下校で利用
する児童数が多い。車が走行
すると危険である。

・安全な歩行について指導職
員による現地での指導。

・早期に歩車道を整備してほ
しい。

・時間帯車両通行止め等の規
制について対応してほしい。

・Ｈ２６から年次計画によ
り拡幅事業実施中。拡幅と
併せ路側帯も設置してい
く。Ｒ２年度末完成予定。

・時間帯車両通行止めにつ
いては、道路整備後の状況
を踏まえ検討していく。

・建設課

・東金警察署

・学校教育課

・今年度（R2年度）をもって、全線の拡幅工事が完
成した。(幅員W=3.6m～5.3m）
・時間帯車両通行止め規制については、許可証の発
行等の見極めが難しいため、まずは、工事完成後の
状況を注視したい。

・時間帯車両通行止めについては、道路整備後の状
況を踏まえ検討していく。その場合、付近居住者か
らの通行禁止規制に関する同意、学校からの道路整
備終了後の要望書の提出が必須となる。

・注意喚起のぼり旗等の配付。

2 1 東小学校

【優先順位２】
・県道東金・緑海線菱沼1035
番地付近
（H27･28･29・R1点検実施箇
所）

・歩道が南側のみなので、北
側住宅地の児童が危険であ
る。

・安全な歩行について指導。
・注意喚起反射プレートの設
置。

・交通量が多く、児童の安全
確保の面から横断歩道を設置
してほしい。

･横断歩道設置に当たって
は、歩道縁石の切下げ及び
歩行者待機場所の設置が必
要であり、現状設置は難し
いが、要望は行っていく。

・東金警察署 ･横断歩道設置に当たっては、歩道縁石の切下げ及び
歩行者待機場所の設置が必要であり、現状設置は難
しいが、要望は行っていく。

3 2 鴇嶺小学校

【優先順位１】
・主要地方道東金豊海線上の
最教寺（押堀１３６番地）付
近の交差点

・交通量が多い。近くに信号
機がないため、横断する際に
危険。

・学校運営懇談会の会員から
話をいただいた。
・児童には交通ルールの指導
をしている。

・交通量が多く、児童の安全
確保の面から横断歩道を設置
してほしい。

・東金警察署 ・横断需要調査を行い、必要性があれば設置を検討
する。住民要望等でビッグハウス交差点に信号交差
点を設置済みであり、交通安全面からは、信号交差
点を利用することが望ましい。

4 3 城西小学校

【優先順位１】
・上宿郵便局から
第１保育所の間の踏切
（H26～R1点検実施箇所）

・踏切の幅が狭い。 ・見回り指導。

・引き続き、JRと協議を続け
ていただきたい。

・鉄道事業者には、要望書
を提出済み。ただし、踏切
の拡幅には、鉄道事業者の
ほか、接続する道路改良も
必要であり、多くの関係機
関との協議が必要であるこ
とから、中長期的な課題と
して検討していく。

・学校教育課
・建設課

・鉄道事業者には、要望書を提出済み。ただし、踏
切の拡幅には、鉄道事業者のほか、接続する道路改
良も必要であり、多くの関係機関との協議が必要で
あること。また、多額の費用を要することから長期
的な課題として検討していく。

5 3 城西小学校

【優先順位２】
・線路脇道路東金線13番台方
踏切～西中前～福俵にかけて
（H27～R1点検実施箇所）

・道路自体が狭い。車両一台
通行が限界。
・抜け道として頻度が高く車
両進入時は児童に通行は困難
で危険である。避難できるス
ペースもない。片側は大きな
用水路。

・見回り指導。

・Ｈ28から年次計画により水
路整備を実施。整備に併せ歩
行者安全対策を講じる。

・H28から年次計画により水
路整備を実施中。整備に併
せ歩行者安全対策を講じ
る。
・水路側路肩の草刈り等。

・建設課

・学校教育課

・H28から年次計画により水路整備を実施中。整備に
併せ歩行者安全対策を講じており、令和2年度は
L=52.0mを整備済み。次年度以降も整備を予定してい
るが、全線拡幅には概ね4年程度要する。
・水路側路肩の草刈り等。

・注意喚起のぼり旗等の配付。

6 3 城西小学校

【優先順位３】
・西中学校グラウンドと東金
線線路との間の道路の先が道
幅が狭く危険
（H29-R1点検実施箇所）

・狭い道路に通学時間には200
人程度の小中学校生徒児童が
一度に通過する。

・見回り指導。

・安全な歩行と自転車通学を
指導する。

・拡幅整備は難しいため、
西中学校生徒を含め安全な
歩行と自転車通学を指導す
る。

・学校教育課 ・注意喚起のぼり旗等の配付。

7 3 城西小学校

【優先順位４】
・西中学校グラウンドと東金
線線路との間の道路
（H29-R1点検実施箇所）

・近年不審者発生。
・周囲に民家もなく非常事態
を子ども達が知らせる方法が
ない。

・見回り指導

・防犯灯の効果や見通しの改
善を図るため、学校グランド
側、線路側の植栽剪定、草刈
等を行う。

・防犯灯の効果や見通しの
改善を図るため、学校グラ
ンド側、線路側の植栽剪
定、草刈り等を行う。
･不審者注意喚起反射プレー
トの配付。

・学校教育課 ・注意喚起のぼり旗等の配付。

8 4 丘山小学校
【優先順位１】
・インター入り口の交差点か
ら右へ入る道路の途中

・昨年の豪雨による山の崖く
ずれ

・注意喚起

・崖くずれ防止のための補
強。

・建設課 ・昨年度の台風被害で民地の土砂が崩れ道路を塞い
だため、道路管理者の権限で市道上の土砂の撤去は
実施した。しかしながら、本来民有地の維持管理は
所有者の責務であるため、土地所有者に適正な管理
をお願いする。

令和２年度　通学路状況調査一覧表（対策一覧表）
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〔東金市〕〔点検・改善を要する箇所〕
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対策の
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令和２年度　通学路状況調査一覧表（対策一覧表）

9 4 丘山小学校
【優先順位２】
・小野地区から国道126号線の
出口

・横断歩道がなく危険 ・注意喚起

・児童の安全確保の面から横
断歩道を設置してほしい。

・東金警察署

・学校教育課

・歩道や歩行者滞留場所、歩行者保護のガードパイ
プも設置されておらず、道路管理者による安全対策
が実施されない限りは横断歩道の設置は困難。

・注意喚起のぼり旗等の配付。

10 5 正気小学校
【優先順位１】
・ローソン東金家徳店前の横
断歩道の白線

・横断歩道の白線が消えかけ
ている。

・安全な歩行について指導や
職員による現地での指導を
行った。

・横断歩道の再塗装。 ・東金警察署 ・白線の摩耗状況をみて補修依頼を行う。

11 5 正気小学校

【優先順位２】
・ローソン東金家徳店前の信
号から正気公民館に向かう右
側の側溝のふた

・側溝のふたが、大雨で外れ
ることがあり、児童はふたの
上を歩行するため危険であ
る。

・安全な歩行について指導や
職員による現地での指導を
行った。

・ふたをアルミ製にし、埋め
込み型に回収してほしい。

・建設課 ・修繕工事で対応済み。
・段差をなくすには、側溝本体の改修が必要となり
多額な予算が必要となることから、今後もパトロー
ル等を強化し、破損が生じた場合は速やかに蓋交換
で対応したい。

12 5 正気小学校
【優先順位３】
・片貝県道、大仙前の横断歩
道の白線

・横断歩道の白線が消えかけ
ている。

・安全な歩行について指導や
職員による現地での指導を
行った。

・横断歩道の再塗装。 ・東金警察署 ・白線の摩耗状況をみて補修依頼を行う。

13 5 正気小学校

【優先順位４】
・片貝県道、ウェックス付近
の横断歩道
（H30・R1点検実施箇所）

・横断歩道の白線が消えかけ
ている。

・安全な歩行について指導や
職員による現地での指導を
行った。

・横断歩道の再塗装。 ･注意喚起反射プレート掲示 ・東金警察署 ・白線の摩耗状況をみて補修依頼を行う。

14 6 豊成小学校
【優先順位１】
・豊成公民館前交差点

・歩道の白線が消え、横断歩
道手前で待機している児童
が、左折者の内輪差に巻き込
まれる危険がある。

・横断時の安全指導。

・歩道の白線の再塗装。 ・建設課

・学校教育課

・横断歩道以外の区画線については、令和3年度以降
に検討したい。

・注意喚起のぼり旗等の配付。

15 7 福岡小学校
【優先順位１】
・旧ＪＡ東金福岡支所前の横
断歩道

・横断歩道の両側にコーナー
があり、交通量が多く、渡る
時に危険である。

・毎朝、職員が見守り活動を
実施し、車を停めて安全を確
保している。

・交通量が多く、児童の安全
確保の面から横断歩道の再塗
装・信号機を設置してほし
い。

・東金警察署 ・補修対応済み。

16 7 福岡小学校

【優先順位２】
・スーパースズキ前の横断歩
道
（R1点検実施箇所）

・塗装が薄く危険である。
・下校時のパトロールを実施
している。

・交通量が多く、児童の安全
確保の面から横断歩道の再塗
装をしてほしい。

・東金警察署より、Ｒ１に
再塗装予定とされていた
が、まだ実施されていな
い。

・東金警察署 ・補修対応済み。

17 7 福岡小学校
【優先順位３】
・下谷実行会館前の横断歩道

・塗装が薄く、危険である。
また、その通り全般にセン
ターライン等の塗装が消えて
いる。

・下校時のパトロールを実施
している。

・交通量が多く、児童の安全
確保の面から横断歩道の再塗
装をしてほしい。

・東金警察署 ・補修対応済み。

18 8 源小学校
【優先順位１】
・源公民館付近の横断歩道

・塗装が薄くなっている。
・児童(2名)には気をつけて横
断するように指導している。

・再塗装。 ・東金警察署 ・区長から既に補修依頼を受け依頼済み。
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〔東金市〕〔点検・改善を要する箇所〕
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19 8 源小学校

【優先順位２】
・昭和坂(県道東金・源線)の
東金より植草地区
（H29～R1点検実施個所）

・道路が狭く、すれ違いが困
難。

・児童はバス通学なので、特
段の措置はしていない。

・道路の拡幅 ・例年定期的に草刈りを実
施している。

・山武土木事務所 ・施工済み。

20 8 源小学校
【優先順位３】
・昭和坂(県道東金・源線)
（H26～30点検実施箇所）

・路肩に枯葉や落枝が残る。
・児童はバス通学なので、特
段の措置はしていない。

・枝葉の片付け、樹木の伐採 ・例年定期的に草刈りを実
施している。

・山武土木事務所 ・施工済み。

21 9 日吉台小学校

【優先順位２】
八坂台～カワグチの歩道
（県道）

・雑草が繁茂。低学年の背丈
以上に伸びている。交通・防
犯上の危険がある。

・児童に対する通学指導 ・路肩等の除草・植栽の剪定

・山武土木事務所 ・施工済み。

22 9 日吉台小学校
【優先順位２】
・日吉台1丁目住宅地内交差点

・見通しが悪い。
・交差点では、一旦停止をし
てわたるよう指導を行った。

・カーブミラーの設置。

・道路状況により、道路標
示の設置は困難。駐停車の
状況によっては、東金警察
署に通報し、パトロールを
要請する。

・東金警察署
・建設課

・学校教育課

・警察に相談通報。
・道路状況により、道路標示の設置は困難。駐停車
の状況によっては、東金警察署に通報し、パトロー
ルを要請する。

・注意喚起のぼり旗等の配付。

23 3 西中学校
【優先順位１】
・グランド脇の踏切
（R1点検実施箇所）

・道路が狭く、対向車(自動
車)を待っている間にバランス
を崩し、用水路に落ちる危険
性がある。

・自転車から降りて、対向車
通り過ぎるまで待つ。

・道路の拡張 ・拡幅整備は難しいため、
城西小学校児童を含め安全
な歩行と自転車通学を指導
する。

・建設課 ・拡幅整備は難しいため、城西小学校児童を含め安
全な歩行と自転車通学者への指導を学校にお願いし
たい。

24 3 西中学校
【優先順位２】
・テニスコート側の道路

・道路のテニスコート側の半
面が低く、雨天時は水が大量
に溜まり、自転車通行帯内の
妨げになっている。

・水たまりをよけて危険が無
いように通行する。

・道路の整備 ・建設課 ・大規模な舗装改修工事は厳しいため、部分的な舗
装補修や状況により、歩道側溝部に水抜き穴をあけ
る等の修繕工事で対応していきたい。

25 3 西中学校
【優先順位３】
・グランド脇の線路沿いの道
路

・ガードレールが設置されて
おらず、水路へ転落する危険
性がある。

・水路側を自転車で通行しな
いようにする。

・ガードレールの設置 ・建設課 ・実施するとしたら、ガードレールではなく転落防
止柵の設置になると思われるが、延長が長いため早
急な整備は難しい。今後、他の通学路箇所も含め検
討していく。
・踏切周辺については特に転落の危険性が高く、部
分的に設置を検討中。ＪＲとの協議も行うため設置
時期については未定。

26 3 西中学校 ・市営福俵団地付近
・外灯がなく、夕方から夜間
の自転車通行時が危険であ
る。

・集団での下校

・防犯灯設置 ･学校において、防犯灯の具
体的な設置場所について協
議。
･不審者注意喚起反射プレー
トの配付。

・消防防災課

・学校教育課

・R3.1 学校担当者と防犯灯の設置基準や設置場所の
現状について協議を実施済み。要望エリア内の防犯
灯は設置基準に照らして、不足は見受けられず、学
校側として、特定の設置要望箇所はないため、新規
設置は行わないことで了解を得た。

・注意喚起のぼり旗等の配付。

27 9 北中学校
【優先順位１】
・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
げてきている。

・登下校指導。
・再度、エキスポコーティン
グが必要である。

･補修の必要性について検討
する。

・山武土木事務所 ・施工済み。

28 9 北中学校
【優先順位２】
・八坂台の新興住宅地

・通学路の表示がない。 ・登下校指導 ・通学路の表示板の設置。

・建設課

・学校教育課

・通学路表示板の設置については、今後学校教育課
と協議し設置の可能性を検討する。

・注意喚起のぼり旗等の配付。

29 9 北中学校
【優先順位３】
・日吉台1丁目
（H27･28・R1点検実施箇所）

・駐停車している車や一時停
止しない車があり危険であ
る。

・学校職員による交通指導。
・駐停車禁止、一時停止の表
示板の設置

･学校から注意喚起を働きか
ける。また、駐停車の状況
を確認する。
･道路状況により、道路標示
の設置は困難。駐停車の状
況によっては、東金警察署
に通報し、パトロールを要
請する。

・東金警察署 ・警察に相談通報。
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〔東金市〕〔点検・改善を要する箇所〕
令和３年３月末日現在

通
番
号

図
面
頁

学校名 点検・改善を要する箇所 左の状況・内容
現在まで学校において
実施した対応の内容

学校要望 これまでの対策の内容
対策の
事業主体

今後の対応の可否や実施時期について

令和２年度　通学路状況調査一覧表（対策一覧表）

30 9 北中学校
【優先順位４】
・県道東金山田線、ローソン
から下った地点

・下り坂のため、速度が上が
る車が多く危険である。

・学校職員による交通指導。

・坂道の手前に学童横断の表
示はあるが、中学校への入口
であるので、通学路につき徐
行等の表示の設置が必要であ
る。

･現状も速度規制対象となっ
ており、引き続き取り締ま
り等を実施していく。

･注意喚起反射プレートの設
置を配付。

・東金警察署

・山武土木事務所

・警察に相談通報。

・施工済み

31 － 西中学校
【追加要望】
福俵駅入口交差点から県道
正気茂原線に至る市道

・福俵駅入口交差点から県
道茂原線までの一部区間に
ついては、歩道整備済みと
なっているが、残区間につ
いては交通量が多いうえ、
道路幅員も狭く歩道がない
ため、通学時の安全確保が
されていない。

・登下校指導 ・道路拡幅及び歩道の設置

・建設課 ・令和３年度以降、道路拡幅及び歩道の整備の
予定
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