
【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

1 下田 下田市 稲生沢小
（市）東中32号線
（市）東中38号線

停止線の路面表示補修 警察 ○

2 下田 下田市 白浜小 （国）135号

車道部のカラー舗装工（延長L=200ｍ）。
下り側歩道の破損フェンスの撤去（延長L=15ｍ）。
（＊カラー舗装は、横断歩道位置が変えられないの
で、車両速度減速及び交差点明示のため）

道路管理者（県） ○ ○ ○

3 下田 下田市 白浜小 （国）135号
側溝修繕（床版）及び防護柵工（延長L=200ｍ）
歩道脇（民地壁周辺）の伐採（延長L=5ｍ）

道路管理者（県） ○ ○

4 下田 下田市 浜崎小
（市）社の上越瀬線
須崎西部農道

白線の引き直し 道路管理者（市） ○

5 下田 下田市 浜崎小 （市）柿崎須崎1号線
危険箇所について土地の所有者を確認した後、対策を
検討する。また、学校における安全指導の徹底・強化

道路管理者（市）
教育委員会

○

6 下田 下田市 大賀茂小 （一）下田南伊豆線

カーブ区間のポストコーンN=5本を外側線側に移動再
設置する。（施工延長L=10ｍ）
小学校前のガードレール手前にポストコーンN=3本を
追加設置する。（施工延長L=5ｍ）

道路管理者（県） ○

7 下田 下田市 大賀茂小 （一）下田南伊豆線 警察サイドで、横断歩道の新設が可能か検討する。 警察 ○

8 下田 下田市 大賀茂小 （一）下田南伊豆線
現在実施中の道路改築事業において、堀切集落入口ま
で、歩道整備する。（施工延長L=50ｍ）

道路管理者（県） ○ ○

9 下田 下田市 朝日小 （市）白坂北条線 カーブミラーを設置 道路管理者（市） ○

10 下田 下田市 朝日小
（市）吉佐美田牛線
（市）浜条線

道路管理者（市）：カーブミラーの調整
警察：横断歩道の移設を検討

道路管理者（市）
警察

○ ○

11 下田 下田市 朝日小 （国）136号 路側の樹木伐採を実施する。（施工延長L=5ｍ） 道路管理者（県） ○

12 下田 下田市 朝日小
（国）136号
（市）入田3号線

カーブミラーの再設置（施工数N=1基）（市）。
交差点内の歩行者の通行箇所においてカラー装工L=5
ｍを実施する。（施工延長L=5ｍ）（県）
隅切外側線を引きなおす。（施工延長L=10ｍ）（県）
停止線路面標示補修（警察）

道路管理者（県）
道路管理者（市）

警察
○ ○

13 下田 東伊豆町 稲取小 （一）稲取港線
外側線による車輛誘導・車線分離標の設置と標識(横
断歩道)の移動

道路管理者（県）
警察

○ ○

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在
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14 下田 東伊豆町 稲取小 （一）稲取港線 薄層舗装・信号機の設置
道路管理者（県）

警察
○ ○

15 下田 東伊豆町 熱川小 （町）湯ノ沢草崎線 カーブミラーの方向調整 道路管理者（町） ○

16 下田 東伊豆町 熱川小 （町）湯ノ沢草崎線 除草作業の実施 道路管理者（町） ○

17 下田 東伊豆町 熱川小 （町）稲取片瀬線 外側線等の設置
道路管理者（町）

警察
○ ○

18 下田 東伊豆町 熱川小 （一）熱川片瀬線 外側線等の設置
道路管理者（県）

警察
○ ○

19 下田 東伊豆町 熱川小 （町）湯ケ岡赤川線 車線分離標の設置 道路管理者（町） ○ ○

20 下田 東伊豆町 大川小 （国）135号 歩道の新設 道路管理者（県） ○ ○

21 下田 河津町 西小 （国）414号

ゴミステーションの移動を検討する。（町）
交差点終点側に張出歩道を整備し、通学路として利用
している町道まで歩道整備する。交差点起点側は、路
肩カラー化し、歩行空間を明示するための予算を要望
する （県）

道路管理者以外（町）
道路管理者（県）

○ ○

22 下田 河津町 西小 （国）414号
一部擁壁が必要であるが、山林買収により歩道の設置
が可能であるため、歩道整備の予算を要求する。

道路管理者（県） ○ ○

23 下田 河津町 東小 （国）135号
用地境界の確認が必要。旅の駅として駐車場の区画割
りに影響するため、測量と用地測量調査を要望し、歩
道整備に向け調整する。

道路管理者（県） ○ ○

24 下田 河津町 南小 （国）135号 路面標示を補修する。 警察 ○

25 下田 河津町 南小 （主）下佐ヶ野谷津線
区画線（外側線）の引き直しは下田土木で対応。しか
し県道幅員が狭いので、信号を渡って河津側沿いを歩
くように通学路変更指導を学校で対応してもらう。

道路管理者（県）
学校

○

26 下田 河津町 南小 （町）笹原浜3号線 路面標示を補修する。 警察 ○
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27 下田 河津町 南小 （町）笹原8M-2号線 横断歩道の設置を検討 警察 ○

28 下田 河津町 南小 （町）峰田中2号線 今後も速度取締りを実施する。 警察 ○

29 下田 河津町 南小 （主）下佐ヶ野谷津線
区画線の引き直し。外側線は下田土木、横断歩道予告
ダイヤは警察。

道路管理者（県）
警察

○ ○ ○

30 下田 河津町 南小 （町）田中見高線 区画線の引き直し、路面標示の補修。
道路管理者（町）

警察
○

31 下田 河津町 南小 （町）大堰笹原線 H26　カラー舗装予定 道路管理者（町） ○

32 下田 河津町 南小 （町）笹原谷津線 横断歩道の設置を検討 警察 ○

33 下田 南伊豆町 南中小  (国)136号
河川沿いで歩道新設は困難と判断。路面標示（減速
マーク）により車両の減速を促す。

道路管理者（県） ○ ○

34 下田 南伊豆町 南中小  (国)136号
人家連担で歩道新設が困難と判断。消えかかっている
外側線を引き直し、河川と交差する箇所に転落兼車両
用防止柵を設置し、通学児童の安全を確保する。

道路管理者（県） ○ ○

35 下田 南伊豆町 南中小  (町)加納石井線
H25にカーブミラーを新設したので、当面はそちらで
対応する。今後は、H28に道路改良工事を実施する予
定であり、その際に道路拡幅など抜本対策を行う。

道路管理者（町） ○

36 下田 南伊豆町 南伊豆東小  (国)136号
車が十分に停止できる箇所に信号機付き横断歩道の設
置を検討する。山側歩道の落木は、可能な範囲で剪定
する。

道路管理者（県）
警察

○ ○ ○

37 下田 南伊豆町 南伊豆東小  (主)下田石廊松崎線

一部歩道が未整備となっている箇所において歩道を新
設し、歩道を連続させる。それに伴う横断歩道の設置
について検討する。落木が多い法面は可能な範囲で剪
定する。

道路管理者（県）
警察

○ ○

38 下田 南伊豆町 南上小  (一)南伊豆松崎線
車道幅員を減らし、路側帯が確保できるか警察で判断
し、可能となったら、中央線を消去し、外側線を引き
なおすことで、路肩幅員を広くとる。

道路管理者（県）
警察

○ ○

39 下田 南伊豆町 南上小  (一)南伊豆松崎線

歩道の新設に向け、予算要望する。歩道が関山橋で途
切れているので、側道橋を河川上流側に設置し、その
先も歩道を延伸する。なお、交付金化が難しいなら
ば、路肩をカラー化し歩行空間の明示をする。

道路管理者（県） ○ ○
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40 下田 南伊豆町 南上小  (一)下田南伊豆線 水道管敷設替え工事終了後、路側線を引き直す。 道路管理者（県） ○

41 下田 南伊豆町 南上小  (一)下田南伊豆線

人家連担のため、道路拡幅は困難と判断。現存のカー
ブミラーの向きが悪いので修正する。路面標示（減速
マーク）と標識（幅員狭小等）により車両の減速を促
す。

道路管理者（県） ○

42 下田 松崎町 松崎小 （国）136号 ①横断旗設置　②横断歩道前ひし型マーク引き直し
道路管理者（町）

警察
○ ○

43 下田 松崎町 松崎小
（一）松崎港線
（町）松崎銀座線

カーブミラーの調整 道路管理者（町） ○

44 下田 松崎町 松崎小
（町）江奈桜田線
（町）浜田釜ノ本線
（町）宮ノ前線

①停止線の引き直し　②ゾーン30指定の検討　③カー
ブミラーの設置検討

警察
道路管理者（町）

○ ○ ○

45 熱海 熱海市 桃山小 （市）熱海駅熱海ゴルフ場線
路側帯の設置（Ｌ＝250ｍ）
路側帯のカラー舗装化（Ｌ＝250ｍ）

道路管理者（市） ○

46 熱海 熱海市 桃山小 （市）林ヶ久保通り線 ドットラインの設置（Ｌ＝15ｍ） 道路管理者（市） ○

47 熱海 熱海市 桃山小 （市）熱海駅熱海ゴルフ場線
路側帯のカラー舗装延長（Ｌ＝5ｍ）
狭さくの設置

道路管理者（市） ○

48 熱海 熱海市 桃山小 （市）藤沢通り1号線 交通安全指導 教育委員会 ○

49 熱海 熱海市 桃山小 （市）藤沢通り線 交通安全指導 教育委員会 ○

50 熱海 熱海市 第一小 （市）西山1号線
路側帯の設置（Ｌ＝200ｍ）
路側帯のカラー舗装化（Ｌ＝200ｍ）

道路管理者（市） ○

51 熱海 熱海市 第二小 （市）上和田通り線 注意喚起看板の設置 道路管理者（市） ○

52 熱海 熱海市 第二小 （市）玄岳線 狭さくの設置 道路管理者（市） ○
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53 熱海 熱海市 第二小 （市）熱海駅和田浜線 歩道部のカラー舗装 道路管理者（市） ○

54 熱海 熱海市 多賀小 （一）伊豆多賀停車場線 外側線の塗り直し 道路管理者（県） ○

55 熱海 熱海市 多賀小 （市）上多賀本線
交差点のカラー舗装化
路面標示の塗り直し
交差点鋲の設置

道路管理者（市） ○

56 熱海 熱海市 多賀小 （市）神明宮線
注意喚起看板の設置
通行帯のカラー舗装

道路管理者（市） ○

57 熱海 熱海市 多賀小 （主）熱海大仁線 外側線の塗り直し 道路管理者（県） ○

58 熱海 熱海市 多賀小 （市）鍛冶川左岸線
進入防止具（チェーン等）の設置

道路管理者（市） ○

59 熱海 熱海市 多賀小 （主）熱海大仁線 交通安全指導 教育委員会 ○

60 熱海 熱海市 伊豆山小 （市）伊豆山神社線 所有者への樹木管理指導 道路管理者（市） ○

61 熱海 熱海市 伊豆山小 （国）135号
歩道の切り下げ
転落防止柵取替え

道路管理者（県） ○

62 熱海 熱海市 泉小 （市）泉伊豆山線 防犯灯の設置（町内会との協議が必要） 道路管理者（市） ○

63 熱海 熱海市 泉小 （一）十国峠伊豆山線 樹木伐採（町内会との協議が必要） 道路管理者（県） ○

64 熱海 熱海市 泉小 （一）十国峠伊豆山線 擁壁・法枠等の設置 道路管理者（県） ○

65 沼津 沼津市 第一小
（市）0268号線
（市）3717号線

児童への安全指導、路面標示。
道路管理者（市）

学校
○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

66 沼津 沼津市 第一中 （市）0237号線 歩行者用信号の設置。
道路管理者（市）

警察
○

67 沼津 沼津市 第三中 （市）4234号線
グリーンベルト設置、農道整備の検討。（学校からの
要望を確認・検討）

道路管理者（市）
農道管理者（市）

○

68 沼津 沼津市 第三中
（市）0272号線
（市）4280号線

ポストコーン設置、グリーンベルト新設、交差点カ
ラー化。

道路管理者（市） ○

69 沼津 沼津市 香貫小 （市）0247-1号線
横断歩道移設。
歩道切り下げ。

道路管理者（市）
警察

○

70 沼津 沼津市 香貫小
（一）下土狩徳倉沼津港線
（市）4324号線
（市）4330号線

ポストコーン設置、交差点標識整理。
道路管理者（市）

警察
○

71 沼津 沼津市 香貫小 （市）0106-3号線 横断歩道移設、横断旗設置。
道路管理者（市）

警察
○ ○

72 沼津 沼津市 香貫小 （市）0272号線 児童への交通指導。 教育委員会 ○ ○ ○

73 沼津 沼津市 香貫小 （市）4186号線 区画線復旧。 道路管理者（市） ○

74 沼津 沼津市 香貫小 （市）0247-2号線 交差点カラー化。 道路管理者（市） ○

75 沼津 沼津市 香貫小 （市）4167号線 児童への交通指導。 教育委員会 ○ ○ ○

76 沼津 沼津市 香貫小 （市）4293号線 路面標示、横断旗設置。 道路管理者（市） ○ ○

77 沼津 沼津市 香貫小
（一）下土狩徳倉沼津港線
（市）0247-1号線

区画線変更、横断歩道変更。
道路管理者（県）
道路管理者（市）

警察
○

78 沼津 沼津市 香貫小
（市）4338号線
（市）4349号線
（市）4348号線

区画線設置、看板設置、民家への指導。 道路管理者（市） ○ ○
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79 沼津 沼津市 香貫小
（市）0246-3号線
（市）4357号線
（市）4358号線

歩道内植栽整備。 道路管理者（市） ○

80 沼津 沼津市 第四小 （市）4050号線
電柱移設、区画線設置、グリーンベルト新設、側溝改
修。

道路管理者（市） ○

81 沼津 沼津市 第四中 （市）0110-2号線
電柱移設、交差点カラー化、区画線補修、側溝蓋設
置。

道路管理者（市） ○ ○

82 沼津 沼津市 第五小 （市）0228-1号線
下校時、駐車場内通行を依頼、店舗に「止まれ」や誘
導表示を依頼。

道路管理者（市） ○

83 沼津 沼津市 第五小
（市）0103号線
（市）3864号線
（市）3573号線

コンビニ側に「止まれ」や誘導表示を依頼。 道路管理者（市） ○

84 沼津 沼津市 片浜小 （一）東柏原沼津線 側溝蓋等の補修により歩道面を整える。 道路管理者（県） ○ ○ ○

85 沼津 沼津市 片浜小
（一）東柏原沼津線
（一）西椎路松長線

横断歩道撤去、一方通行化。
道路管理者（県）

警察
○

86 沼津 沼津市 片浜小
（一）東柏原沼津線
（一）西椎路松長線

子供への危険箇所周知、歩道にストップマーク設置、
横断旗設置。

道路管理者（市） ○

87 沼津 沼津市 片浜小
（一）東柏原沼津線
（市）2510号線

子供への危険箇所周知、歩道にストップマーク設置。 道路管理者（市） ○

88 沼津 沼津市 片浜小
（一）東柏原沼津線
（市）2461号線
（市）2440号線

子供への危険箇所周知、歩道にストップマーク設置。 道路管理者（市） ○

89 沼津 沼津市 片浜小 （一）東柏原沼津線 時刻表を民家の塀に貼らせてもらう。 バス会社 ○

90 沼津 沼津市 片浜小 （市）2623号線 神社が隣接しているため、神社内を通って通学する。 道路管理者（市） ○

91 沼津 沼津市 片浜小 私有地 信号柱を民地内へ移動。 警察 ○
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92 沼津 沼津市 片浜中 （一）東柏原沼津線 時刻表を民家の塀に貼らせてもらう。 バス会社 ○

93 沼津 沼津市 片浜中 （市）2546号線 カーブミラーの補修 道路管理者（市） ○

94 沼津 沼津市 片浜中 （市）2556号線
横断歩道の移動を検討。
車両基地内に歩行者通行帯を設置。

道路管理者（市）
警察

○ ○

95 沼津 沼津市 片浜中 （一）東柏原沼津線 信号中を民地内へ移動。 警察 ○

96 沼津 沼津市 片浜中
（市）0105号線
（市）2488号線
（市）2521号線

交差点のカラー化。 道路管理者（市） ○

97 沼津 沼津市 片浜中 （市）2554号線 歩行者通行帯の確保。
道路管理者（市）

鉄道管理者（JR東海）
○

98 沼津 沼津市 片浜中 （一）富士清水線 取り締まりの強化。 警察 ○

99 沼津 沼津市 金岡小 （市）3425号線 横断旗設置、区画線の変更、交差点カラー化。 道路管理者（市） ○

100 沼津 沼津市 大岡小 （市）3257号線 ＪＲへの要望継続、停止線の位置変更、区画線変更。
道路管理者（市）

鉄道管理者（JR東海）
○ ○

101 沼津 沼津市 大岡南小 （市）0224号線 グリーンベルト拡幅、注意喚起表示を店舗に表示。 道路管理者（市） ○

102 沼津 沼津市 大岡南小 （主）富士清水線 歩道設置 道路管理者（県） ○

103 沼津 沼津市 大岡中 （市）0267号線 ＪＲへの要望継続、横断歩道位置変更。
道路管理者（市）

鉄道管理者（JR東海）
○ ○

104 沼津 沼津市 愛鷹小 （主）三島富士線 路側帯確保。 道路管理者（県） ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

105 沼津 沼津市 愛鷹小 （市）0119号線
横断歩道設置。
歩道切り下げ。

道路管理者（市）
警察

○

106 沼津 沼津市 愛鷹小 （市）1397号線 草刈、補修。 道路管理者（市） ○ ○ ○

107 沼津 沼津市 愛鷹小 （市）1379号線
児童への指導、ストップマーク設置、新幹線跨線橋に
グリーンベルト新設。

道路管理者（市） ○

108 沼津 沼津市 愛鷹小 （市）0119号線 ポストコーン設置、民家への働きかけ。 道路管理者（市） ○

109 沼津 沼津市 愛鷹中
（主）三島富士線
（市）1308号線

横断歩道の移設検討。（自治会と調整）
道路管理者（市）

警察
○

110 沼津 沼津市 愛鷹中 （主）三島富士線 生徒への安全指導。 教育委員会 ○ ○ ○

111 沼津 沼津市 内浦小 （一）伊豆長岡三津線
ポストコーン設置、外側線設置、表示看板設置、通学
路変更検討。

道路管理者（県）
道路管理者（市）

教育委員会
○ ○

112 沼津 沼津市 西浦小 （主）沼津土肥線 歩道整備 道路管理者（県） ○ ○

113 沼津 沼津市 原小 （市）2110号線 草刈、取り締まり強化。
道路管理者（市）

警察
○ ○ ○

114 沼津 沼津市 浮島小 （主）三島富士線 道路整備を実施（バイパス） 道路管理者（県） ○ ○ ○

115 沼津 沼津市 原東小
（市）2080号線
（市）2077号線

交差点改良。 道路管理者（市） ○

116 沼津 沼津市 原東小
（市）2272号線
（市）0116号線

区画線設置、注意喚起表示を店舗に表示。 道路管理者（市） ○
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117 沼津 沼津市 門池小 （市）3037号線 通学路変更、グリーンベルト新設、街路灯設置。
道路管理者（市）

教育委員会
○

118 沼津 御殿場市 御殿場小 （一）沼津小山線
縁石へのポールコーンの設置
歩道改良

道路管理者（県） ○ ○ ○

119 沼津 御殿場市 神山小 （市）3498号線 グリーンベルト及び減速マークの設置 道路管理者（市） ○

120 沼津 御殿場市 原里小 （一）滝ケ原富士岡線
路面標示及びカラー舗装の修復
立看板の増設

道路管理者（県） ○

121 沼津 御殿場市 玉穂小 （市）0238号線
交差点内へのカラー舗装の設置
横断歩道及び停止線の位置変更

道路管理者（市）
警察

○

122 沼津 御殿場市 富士岡小 （市）0263号線 蓋掛け及びコーンの設置 道路管理者（市） ○

123 沼津 裾野市 東小 （市）1-2号線 「歩行者注意」看板を設置し交差点マークを引き直し 道路管理者（市） ○

124 沼津 裾野市 東小 （市）1407号線 外側線の引き直し　Ｌ＝133ｍ 道路管理者（市） ○

125 沼津 裾野市 西小 （市）2-11号線 交差点マークを引き直し、外側線を引く　Ｌ＝40ｍ 道路管理者（市） ○

126 沼津 裾野市 西小
（市）2019号線
（市）2020号線

起終点にコーンポールを設置し、バイク自転車が通行
する際には下車を促す。

道路管理者（市） ○

127 沼津 裾野市 深良小 （市）2-18号線
路面標示、停止線を引き直し外側線（巻き込み部）を
引く
Ｌ＝42ｍ

道路管理者（市） ○

128 沼津 裾野市 富岡第一小

（市）2227号線
（市）2229号線
（市）2230号線
（市）2231号線

外側線を引き直し（Ｌ＝40ｍ）、交差点マークを設
置。
外側線に沿ってコーンポールを設置。

道路管理者（市） ○

129 沼津 裾野市 富岡第一小 （市）2-30号線 標識の移設　東側の路肩部脇 警察 ○

130 沼津 裾野市 富岡第一小
（市）1-5号線
（市）1-9号線

路肩部にグリーンベルト設置　Ｌ＝580ｍ 道路管理者（市） ○
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131 沼津 裾野市 富岡第二小 （市）3172号線 コーンポール修繕 道路管理者（市） ○

132 沼津 裾野市 富岡第二小 （主）富士裾野線 歩道整備 道路管理者（県） ○ ○

133 沼津 裾野市 須山小 （市）4075号線
センターライン追加
外側線を引き直し（Ｌ＝80ｍ）ゼブラゾーンを設置
交差点マークを２か所設置

道路管理者（市） ○

134 沼津 裾野市 千福ヶ丘小
（市）2164号線
（市）2177号線

街路樹の剪定。通学路注意の看板設置 道路管理者（市） ○

135 沼津 裾野市 千福ヶ丘小 （市）2211号線 コンクリート製の蓋に改修 道路管理者（市） ○

136 沼津 裾野市 千福ヶ丘小 （市）2214号線 補修 道路管理者（市） ○

137 沼津 裾野市 向田小 （市）1432号線
歩道部分にストップマークを配置し、児童の安全意識
向上を図る。

学校 ○

138 沼津 伊豆市 修善寺小 （市）温泉場バイパス線 歩道の確保。 道路管理者（市） ○

139 沼津 伊豆市 熊坂小 （市）下宮ノ前外畑ヶ線 樹木伐採により日当たりを確保する 道路管理者（市） ○

140 沼津 伊豆市 熊坂小 （一）韮山伊豆長岡修善寺線
短期的には樹木を伐採し、見通しを良くする。
中長期的には、歩道整備を検討する。

道路管理者（県） ○ ○

141 沼津 伊豆市 熊坂小 （市）熊坂大沢線 区画線引き直し、路肩清掃にて対応する。 道路管理者（市） ○

142 沼津 伊豆市 修善寺東小 （市）小川遠藤橋線
区画線引き直し。
現状では、改良は対象外。新中学校用地決定しだい。

道路管理者（市） ○

143 沼津 伊豆市 修善寺東小 （市）狭間立野線 区画線引き直し。 道路管理者（市） ○
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144 沼津 伊豆市 修善寺南小 （主）熱海大仁線
路面表示の引き直し（横断歩道の存在を目立たせる）。
交通課：取締強化箇所

道路管理者（県）
警察

○

145 沼津 伊豆市 修善寺南小 （市）駅前柏久保線
道路改良対象
道路拡幅及び歩道新設。

道路管理者（市） ○ ○ ○

146 沼津 伊豆市 修善寺南小
（主）伊東修善寺線
（市）上和田大野線

車線分離標の設置（県道側） 道路管理者(県) ○

147 沼津 伊豆市 土肥小
（主）沼津土肥線
（市）荒良宿宮崎線

区画線（外側線、ゼブラ帯）と道路鋲の設置（市道への進
入角度をきつくして、車両速度を緩めさせる。）

道路管理者(県) ○

148 沼津 伊豆市 土肥小 （主）沼津土肥線 路面標示の設置、区画線の引き直し 道路管理者(県) ○

149 沼津 伊豆市 天城小 （一）修善寺天城湯ヶ島線
区画線の引き直し
「通学路」看板の設置・・区、PTA

道路管理者(県)
教育委員会

○

150 沼津 伊豆市 天城小 （一）修善寺天城湯ヶ島線
区画線の引き直し
歩道新設拡幅予定付近

道路管理者(県) ○

151 沼津 伊豆市 天城小 （一）修善寺天城湯ヶ島線
路面標示「速度落とせ」「この先横断歩道」
注意喚起看板の設置

道路管理者(県) ○

152 沼津 伊豆市 天城小 （一）修善寺天城湯ヶ島線 道路整備を実施 道路管理者（県） ○ ○

153 沼津 伊豆市 天城小 （一）修善寺天城湯ヶ島線 路面表示「速度落とせ」 道路管理者(県) ○

154 沼津 伊豆市 天城小
（国）136号
（国）414号

用地確保困難のため、歩道橋の設置は見送る。バス停新
設につき、現況のまま具合を確認したい。
縁石に反射鋲設置を検討する。

道路管理者(県) ○

155 沼津 伊豆市 天城小 （国）136号
路面標示「速度落とせ」
交通課：取締実施

道路管理者(県)
警察

○

156 沼津 伊豆市 中伊豆小
（市）クヌギノ下原ノ下線
（市）下白岩西線

地区からの拡幅要望箇所でもあり、改良も含めて検討
水路に蓋を設置。　樹木の伐採を実施する。

道路管理者（市） ○
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157 沼津 伊豆市 中伊豆小
（主）伊東修善寺線
（市）上和田大野線

車線分離標の設置
歩道整備

道路管理者(県) ○ ○

158 沼津 伊豆市 中伊豆小 （市）小川遠藤橋線
縁石がある歩道が設置されており、区画線での対応を検
討する。

道路管理者（市） ○

159 沼津 伊豆市 中伊豆小 （主）伊東西伊豆線
区画線引き直し。
速度超過：取締実施

道路管理者(県)
警察

○

160 沼津 伊豆市 中伊豆小 （市）関野下梅木線 区画線引き直し。 道路管理者（市） ○

161 沼津 伊豆市 中伊豆小 （市）八幡菅引線
道路上分の樹木対応
区画線引き直し

道路管理者（市） ○

162 沼津 伊豆市 中伊豆小
（主）伊東西伊豆線
（市）八幡菅引線

カーブミラーの設置(県道側）
花壇の撤去→歩道を広く（市道側）
境界確認

道路管理者（市） ○

163 沼津 伊豆市 中伊豆小 （主）伊東西伊豆線
区画線引き直し。
【学校教育課】：啓発等

道路管理者(県)
教育委員会

○

164 沼津 伊豆市 中伊豆小 （市）東洞線 区画線引き直し 道路管理者（市） ○

165 沼津 伊豆市 中伊豆小 （市）中野線
路面標示「速度落とせ」
区画線
注意喚起

道路管理者（市） ○

166 沼津 伊豆の国市 長岡南小 （一）伊豆長岡三津線 地権者に植栽管理のお願い 道路管理者（県） ○

167 沼津 伊豆の国市 長岡南小 （一）伊豆長岡三津線 通学路の見直し 学校 ○

168 沼津 伊豆の国市 長岡南小 （一）伊豆長岡三津線 登下校時に一列にて歩行するよう指導 学校 ○

169 沼津 伊豆の国市 長岡南小
（市）長214号線
（市）長215号線

路側帯のカラー化
通学路の看板等を設置し通学路を周知

道路管理者（市） ○ ○
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170 沼津 伊豆の国市 長岡南小 （市）長5016号線
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの適正な方向に付け替え、劣化したものの取
替
路面標示による周知

道路管理者（市） ○ ○

171 沼津 伊豆の国市 長岡南小 （市）長4054号線 外側線の設置 道路管理者（市） ○

172 沼津 伊豆の国市 長岡南小 （市）長5001号線 路側線を引き直し 道路管理者（市） ○

173 沼津 伊豆の国市 長岡南小 （一）韮山伊豆長岡修善寺線 道路整備を実施 道路管理者（県） ○ ○

174 沼津 伊豆の国市 長岡北小 （一）静浦港韮山停車場線 舗装補修と合わせ、外側線の見直し 道路管理者（県） ○

175 沼津 伊豆の国市 長岡北小
（一）韮山伊豆長岡修善寺線
（市）長1019号線

交差点のカラー舗装化
外側線の引き直し

道路管理者（県）
道路管理者（市）

○ ○

176 沼津 伊豆の国市 長岡北小
（市）長1029号線
（市）長203号線

路面標示により周知
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置

道路管理者（市） ○ ○

177 沼津 伊豆の国市 韮山小 （国）136号 路面標示等による通行車への注意喚起 道路管理者（県） ○

178 沼津 伊豆の国市 韮山小 （市）韮2-3号線 転落防護柵の設置 道路管理者（市） ○

179 沼津 伊豆の国市 韮山南小 （市）韮2-20号線 ポールコーンの設置 道路管理者（市） ○

180 沼津 伊豆の国市 韮山南小 （市）韮749号線
路面標示や注意看板の設置による、通行車への注意喚
起
速度表示の塗り直し

警察
道路管理者（市）

○

181 沼津 伊豆の国市 大仁小
（主）伊東大仁線

交差点の一部修正等により、たまり場の確保 道路管理者（県） ○

182 沼津 伊豆の国市 大仁小 （市）大104号線 児童に周知を図る 学校 ○
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183 沼津 伊豆の国市 大仁小 （市）大3018号線 外側線及びグリーンベルトの設置 道路管理者（市） ○

184 沼津 伊豆の国市 大仁小 （市）大101号線 白線（強調破線）を設置。 道路管理者（市） ○

185 沼津 伊豆の国市 大仁小 （市）大105号線
歩行者用のカーブミラーの設置。
横断歩道の引き直し及びカラー化する。

警察
道路管理者（市）

○

186 沼津 伊豆の国市 大仁小 （市）大1069号線 ガードパイプの補修 道路管理者（市） ○

187 沼津 函南町 函南小 （町）大土肥3号線
区画線塗り直し
歩行者通行帯設置

警察
道路管理者（町）

○

188 沼津 函南町 函南小 （町）1-8号線
暫定措置でカラー舗装とポストコーンを設置。
平行して道路拡幅（歩道設置）事業を進める。

道路管理者（町） ○ ○ ○

189 沼津 函南町 函南小 （町）2-8号線
区画線・停止線の位置を変更。
カーブミラー取替

警察
道路管理者（町）

○

190 沼津 函南町 函南小
（国）136号
（町）1-9号線

カラー塗装（緑）
ポストコーン設置

道路管理者（県）
道路管理者（町）

○

191 沼津 函南町 函南小
（町）1-4号線
（町）仁田27号線

道路拡幅事業実施 道路管理者（町） ○

192 沼津 函南町 函南小 （町）1-4号線 歩行者保護のポストコーン設置 道路管理者（町） ○

193 沼津 函南町 丹那小
（主）熱海函南線（旧道）
（町）1-11号線

路肩部へのグリーンベルト設置（延長L=100ｍ）
区画線・停止線の位置を変更。

警察
道路管理者（県）
道路管理者（町）

○

194 沼津 函南町 丹那小
（一）田原野函南停車場線
（熱間道路の下丹那から丹那方面
にむかう）

舗装補修による水たまりの解消 道路管理者（県） ○

195 沼津 函南町 桑村小 （町）1-10号線 スピード落せ等の路面標示 道路管理者（町） ○
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196 沼津 函南町 桑村小 （一）田原野函南停車場線 止まれ表示を強調（周りを縁取り）
道路管理者（県）

警察
○ ○

197 沼津 函南町 東小 （町）2-9号線

信号に笠(ブラインド）をつける。
遠方から信号の色を認識できないようにし、ドライ
バーが青信号にかけこもうとしてスピードを出すのを
抑制。

警察 ○

198 沼津 函南町 東小 （町）1-6号線
外側線を設置（L=500m)
平行して道路拡幅（歩道設置）事業を実施

道路管理者（町） ○ ○ ○

199 沼津 函南町 西小 （町）塚本26号線 規制時間帯に取締を行う 警察 ○

200 沼津 函南町 西小 （町）間宮6号線 区画線設置 道路管理者（町） ○

201 沼津 函南町 西小 （町）塚本73号線 区画線引き直し 道路管理者（町） ○

202 沼津 函南町 西小 （町）1-2号線 区画線引き直し 道路管理者（町） ○

203 沼津 函南町 西小 （町）塚本28号線 区画線・グリーンベルト・横断歩道の位置を変更。
警察

道路管理者（町）
○

204 沼津 函南町 西小 （町）1-1号線 通学路の路面表示設置・通学路変更検討
道路管理者（町）

学校
○

205 沼津 函南町 西小 （一）原木沼津線 道路整備を実施 道路管理者（県） ○ ○

206 沼津 清水町 清水小 （町）22号線
町道1号線での変則６差路において歩行者用信号機の
設置要望中

道路管理者（町）
警察

○

207 沼津 清水町 清水小 （一）下土狩徳倉沼津港線
通学指導
路側帯へゼブラ設置（Ｈ26対策済）
側溝修繕

学校
道路管理者（県）

○ ○

208 沼津 清水町 清水小
（町）23号線
（町）721号線
（町）215号線

グリーンベルトの設置（Ｌ≒400ｍ)
道路拡幅（Ｌ≒40ｍ）

道路管理者（町） ○
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209 沼津 清水町 清水小

（町）１号線
（町）127号線
（町）129号線
（町）135号線

路肩部へのグリーンベルトの設置（Ｌ≒200ｍ）
警戒標識、路面標示等の設置
停止線、停止標識の設置要望

道路管理者（町）
警察

○

210 沼津 清水町 清水小

（町）21号線
（町）１号線
（町）24号線
（町）187号線

グリーンベルトの設置（Ｌ≒250ｍ)
町道1号線信号切換時間の変更要望

道路管理者（町）
警察

○

211 沼津 清水町 清水小
（町）125号線
（町）201号線

通学指導 学校 ○

212 沼津 清水町 清水小 （町）125号線 警戒標識、路面標示等の設置 道路管理者（町） ○

213 沼津 清水町 清水小

（町）752号線
（町）220号線
位置指定道路
（町）319号線
（町）327号線

既存通学路の迂回ルートとして新たに整備する
一部グリーンベルト整備済み

道路管理者（町） ○ ○ ○

214 沼津 清水町 清水小
（町）324号線
（町）335号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒200ｍ） 道路管理者（町） ○

215 沼津 清水町 清水小
（町）324号線
（町）336号線
（町）334号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒320ｍ）
警戒標識、路面標示等の設置

道路管理者（町） ○

216 沼津 清水町 清水小
（町）36号線
（町）385号線

Ｈ23以前グリーンベルト対策済み（グリーンベルト引
き直しＬ≒370ｍ）

道路管理者（町） ○

217 沼津 清水町 西小
（町）231号線
（町）232号線

側溝の覆蓋化（Ｌ≒70ｍ）
路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒350ｍ）

道路管理者（町） ○

218 沼津 清水町 西小
（一）沼津三島線
（町）253号線
（町）235号線

通学指導
横断歩道の移動（ライン塗替え時）

学校
警察

○

219 沼津 清水町 西小 （町）268号線 警戒標識、路面標示等の設置 道路管理者（町） ○

220 沼津 清水町 西小 （町）26号線 警戒標識、路面標示等の設置 道路管理者（町） ○

221 沼津 清水町 西小
（町）282号線
（町）235号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒200ｍ） 道路管理者（町） ○
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222 沼津 清水町 西小
（町）293号線
（町）299号線

警戒標識、路面標示等の設置 道路管理者（町） ○

223 沼津 清水町 西小 （町）285号線 路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒240ｍ） 道路管理者（町） ○

224 沼津 清水町 西小
（町）2号線
（町）278号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒200ｍ） 道路管理者（町） ○

225 沼津 清水町 西小
（町）751号線
（町）424号線
（町）25号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒250ｍ） 道路管理者（町） ○

226 沼津 清水町 西小 （町）24号線 道路拡幅（Ｌ≒720ｍ） 道路管理者（町） ○ ○ ○

227 沼津 清水町 南小
（町）345号線
（町）35号線
（町）365号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒720ｍ） 道路管理者（町） ○

228 沼津 清水町 南小
（町）365号線
（町）34号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒80ｍ）
道路拡幅（Ｌ≒100ｍ）

道路管理者（町） ○ ○

229 沼津 清水町 南小
（町）588号線
（町）587号線

通学指導 学校 ○

230 沼津 清水町 南小 （一）下土狩徳倉沼津港線 側道橋架設事業実施中 道路管理者（県） ○ ○ ○

231 沼津 清水町 南小 （一）下土狩徳倉沼津港線 道路拡幅事業実施中 道路管理者（県） ○ ○ ○

232 沼津 清水町 南小 （町）578号線
路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒360ｍ）
側溝の覆蓋化（Ｌ≒250ｍ）

道路管理者（町） ○

233 沼津 清水町 南小 （町）32号線 路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒500ｍ） 道路管理者（町） ○

234 沼津 清水町 南小 （町）553号線 路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒150ｍ） 道路管理者（町） ○
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235 沼津 清水町 南小 （一）下土狩徳倉沼津港線 通園路変更 幼稚園 ○

236 沼津 清水町 南小 （町）543号線 路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒300ｍ） 道路管理者（町） ○

237 沼津 清水町 南小 （町）548号線 路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒300ｍ） 道路管理者（町） ○

238 沼津 清水町 南小

（町）544号線
（町）31号線
（町）30号線
（町）535号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒170ｍ） 道路管理者（町） ○

239 沼津 清水町 南小

（町）539号線
（町）31号線
（町）538号線
（町）489号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒290ｍ） 道路管理者（町） ○

240 沼津 清水町 南小
（町）527号線
（町）5号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒20ｍ）
歩道改良（Ｌ≒100ｍ）

道路管理者（町） ○

241 沼津 清水町 南小
（町）5号線
（町）529号線

警戒標識、路面標示等の設置 道路管理者（町） ○

242 沼津 清水町 南小 （町）519号線 路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒180ｍ） 道路管理者（町） ○

243 沼津 清水町 南小

（町）523号線
（町）522号線
（町）471号線
（町）467号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒450ｍ）
側溝の覆蓋化（Ｌ≒50ｍ）

道路管理者（町） ○

244 沼津 清水町 南小

（町）500号線
（町）499号線
（町）472号線
（町）473号線

道路拡幅事業実施中
路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒410ｍ）

道路管理者（町） ○ ○

245 沼津 清水町 南小

（町）471号線
（町）470号線
（町）467号線
（町）468号線

路肩部へのグリーンベルト設置（Ｌ≒150ｍ） 道路管理者（町） ○

246 沼津 清水町 南小 （町）28号線 警戒標識、路面標示等の設置 道路管理者（町） ○

247 沼津 清水町 南小 （町）6号線 道路拡幅（Ｌ≒80ｍ） 道路管理者（町） ○ ○
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248 沼津 長泉町 長泉小
（町）中土狩竹原線
（町）荻素中土狩線

地域･PTAによる指導強化
警察の指導強化

教育委員会
警察

○

249 沼津 長泉町 長泉小
（町）中土狩竹原線
（町）稲荷中土狩線

地域･PTAによる指導強化
警察の指導強化

教育委員会
警察

○

250 沼津 長泉町 長泉小 （町）125号線 横断歩道の設置 警察 ○

251 沼津 長泉町 長泉小
（町）252号線
（町）266号線

直近に（都）池田柊線の整備をおこなっており、こち
らの開通に伴い通学路を変更する。

道路管理者（町）
教育委員会

○

252 沼津 長泉町 南小
（町）151号線
（町）677号線
（町）87号線

グリーンベルトの設置
停止線の設置

道路管理者（町）
警察

○

253 沼津 長泉町 南小 （町）竹原本宿線
地域･PTAによる指導強化
警察の指導強化

教育委員会
警察

○

254 沼津 長泉町 南小 （町）竹原本宿線
地域･PTAによる指導強化
警察の指導強化

教育委員会
警察

○

255 沼津 長泉町 南小
（町）134号線
（町）139号線

横断歩道の設置
道路管理者（町）

警察
○

256 沼津 長泉町 南小
（町）151号線
（町）鮎壺薄原線

通学路の変更 教育委員会 ○

257 沼津 長泉町 北小
（国）246号
（町）駿河平南一式線

左折視距阻害部の防草対策
警察の指導強化

道路管理者（国）
警察

○

258 沼津 長泉町 北小
（国）246号
（町）南一色宮脇線
（町）812号線

通学路の変更 教育委員会 ○

259 沼津 長泉町 北小
（町）南一色宮脇線
（町）349号線
（町）821号線

道路標識、停止線等の再検討
道路管理者（町）

警察
○

260 沼津 長泉町 北小
（町）納米里城山足高線
（町）城山尾尻線

歩道への表示
警察の指導強化

道路管理者（町）
警察

○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

261 沼津 長泉町 北小
（町）下長窪駿河平線
（町）400号線

注意喚起用の指示線（外側線等）の再検討 道路管理者（町） ○

262 沼津 長泉町 北小
（町）592号線
（町）603号線

道路標識、停止線の設置
道路管理者（町）

警察
○

263 沼津 小山町 成美小 （一）沼津小山線（西沢橋） 西沢橋の前後、減速の路面表示を行う。 道路管理者（県） ○

264 沼津 小山町 足柄小
（一）竹之下小山線
（町）2437号線
（わかさやアパート前T字）

県道竹之下小山線の外側線を復旧する。 道路管理者（県） ○

265 沼津 小山町 須走小

（町）4047号線
（町）4049号線
（町）4050号線
（小学校プールの先の交差点）

町道4050号線に外側線を実施する。 道路管理者（町） ○

266 沼津 小山町 北郷小
（町）3484号線
（一色スポーツ広場付近）

町道3484号線の白線を復旧する。 道路管理者（町） ○

267 富士 富士宮市 黒田小 （市）黒田山本線
横断歩道位置の変更及び区画線で視認性の向上を図
る。

警察 ○

268 富士 富士宮市 黒田小 （市）下川原下高原線 外側線及び路面標示設置し速度抑制を図る。 道路管理者（市） ○

269 富士 富士宮市 黒田小 （市）黒田41号線 外側線を設置し路側帯を確保する。 道路管理者（市） ○

270 富士 富士宮市 黒田小 （市）黒田47号線 舗装で水溜りの解消を図る。 道路管理者（市） ○
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271 富士 富士宮市 黒田小 （市）黒田29号線 外側線を設置し路側帯を確保する。 道路管理者（市） ○

272 富士 富士宮市 黒田小 （市）黒田29号線 一旦停止設置及び交差点マークの設置 警察 ○

273 富士 富士宮市 黒田小 （市）富士宮富士線
信号機のある横断歩道を通学路として通行するよう指
導する。警戒標識の設置。

学校
道路管理者（市）

○ ○

274 富士 富士宮市 黒田小 （市）富士宮富士線
信号機のある横断歩道を通学路として通行するよう指
導する。

学校 ○

275 富士 富士宮市 黒田小 （市）黒田10号線
区画線（ドット、交差点マーク、外側線）設置し交差
点を強調する。

道路管理者（市） ○

276 富士 富士宮市 黒田小 （市）大場沢星山線
山林所有右者に伐採のお願い及び車両通行の支障部分
は市で伐採をする。

道路管理者（市） ○ ○

277 富士 富士宮市 富丘小 （市）淀師7号線 側溝蓋の設置をする。 道路管理者（市） ○ ○ ○

278 富士 富士宮市 粟倉分校 （主）富士白糸滝公園線
横断歩道手前に注意看板の設置及びカラー舗装を実施
する。

道路管理者（県） ○

279 富士 富士宮市 北山小 （市）北山50号線 転落防止柵の設置、橋のスラブ拡幅。 道路管理者（市） ○

280 富士 富士宮市 北山小 （市）北山123号線 フェンスの設置。 用水管理者（市） ○

281 富士 富士宮市 北山小 （市）北山58号線 転落防止柵の設置。 道路管理者（市） ○

282 富士 富士宮市 山宮小 （市）山宮79号線 区画線を設置し路側帯を確保する。 道路管理者（市） ○

283 富士 富士宮市 山宮小 （市）山宮79号線 区画線を設置し路側帯を確保する。 道路管理者（市） ○

284 富士 富士宮市 山宮小 （国）469号
歩道整備事業を進めており、事業が完了するまでは、
排水口を大きくし、詰まりは随時点検を実施する。

道路管理者（県） ○ ○ ○
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285 富士 富士宮市 人穴小 （市）人穴11号線 木の枝の伐採。 道路管理者（市） ○

286 富士 富士宮市 人穴小 （主）清水富士宮線
伐採は地主にお願いする。歩道と歩道を結ぶ部分に横
断指導線を設置する。

道路管理者（県） ○

287 富士 富士宮市 人穴小 （主）富士宮鳴沢線 看板の設置により学校の存在を強調する。 学校 ○

288 富士 富士宮市 人穴小 （主）富士宮鳴沢線
交差点に区画線（ドット、ゼブラ）を設置し視認を確
保する。

道路管理者（県） ○

289 富士 富士宮市 上野小 （国）469号 路面標示（４０文字）をする。 警察 ○

290 富士 富士宮市 芝富小 （主）清水富士宮線 歩道整備工事中のため完了後、信号機の検討をする。 警察 ○

291 富士 富士宮市 芝富小 （主）清水富士宮線 横断者注意の路面表示を実施する。 道路管理者（県） ○

292 富士 富士宮市 芝富小 （主）清水富士宮線 カラー舗装を実施する。 道路管理者（県） ○

293 富士 富士宮市 芝富小 （市）西山安居山線 横断歩道の移設。 警察 ○

294 富士 富士宮市 芝富小 （主）清水富士宮線 横断歩道の塗替えを実施する。 警察 ○

295 富士 富士宮市 芝富小 （市）羽鮒長貫線
区画線で路側帯の確保及び部分的にグリーンベルトを
設置する。

道路管理者（市） ○

296 富士 富士宮市 芝富小 （市）大久保下柚野線
区画線で路側帯の確保及び部分的にグリーンベルトを
設置する。

道路管理者（市） ○

297 富士 富士宮市 柚野小 （市）下柚野1号線 転落防止柵を設置する。 道路管理者（市） ○ ○

298 富士 富士宮市 三中 （主）富士宮芝川線 道路改築事業で拡幅・歩道設置。 道路管理者（県） ○ ○ ○
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299 富士 富士宮市 四中 （市）穂波町2号線 側溝を改良し蓋掛けをする。 道路管理者（市） ○ ○

300 富士 富士宮市 根南中
（市）小泉48号線
（一）富士根停車場線

外側線・交差点マークを引き直し路側帯を確保しゼブ
ラ処理し歩行者溜りを確保し停止線位置を変更する。

道路管理者（県）
警察

○ ○

301 富士 富士宮市 西富士中 （主）清水富士宮線
通学路の指導（前後に横断歩道・信号機がある横断歩
道を通る様にする）。

学校 ○

302 富士 富士宮市 上野中 （国）469号 通学路の変更。 学校 ○

303 富士 富士宮市 西小 （市）安居山21号線
停止線の引き直し。学校関係者に駐車禁止を指導す
る。

警察
学校

○

304 富士 富士宮市 大宮小 （一）富士宮富士公園線 歩道整備工事の実施 道路管理者（県） ○ ○ ○

305 富士 富士宮市 上野小 （一）白糸富士宮線
道路改良事業を実施。（バイバスにより現道白糸富士
宮線の通行を減量する）

道路管理者（県） ○ ○ ○

306 富士 富士宮市 上野小 （一）白糸富士宮線
県道横の水路に蓋を設置し通行帯（８０㎝）を確保す
る

道路管理者（県） ○

307 富士 富士市 伝法小
（一）田子の浦港富士インター線
（市）伝法向川原11号線

児童が危険箇所を通行しないよう、外側線などで誘導
する。歩行空間を妨げている樹木について、除去指導
をする。視距を妨げている街路樹を伐採する。危険の
少ない通学路ルートを再検討する。

道路管理者（県）
道路管理者（市）

学校
○ ○

308 富士 富士市 伝法小 （市）吉原上中町線 児童への安全指導。 学校 ○

309 富士 富士市 伝法小 （市）伝法中村2号線 通学路の標示看板設置。グリーンベルトの引き直し。 道路管理者（市） ○

310 富士 富士市 伝法小 （市）瓜島町12号線 児童への安全指導。 学校 ○

311 富士 富士市 伝法小 （市）永田町二丁目1号線
クロスマークの設置及び引き直し。停止線を移動し、
歩行者の安全を確保。

道路管理者（市）
警察

○ ○

312 富士 富士市 伝法小
（一）田子の浦港富士インター線
（市）伝法柳ノ内1号線

児童への安全指導。 学校 ○
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313 富士 富士市 伝法小 （市）上中町中桁線
都市計画道路本市場大淵線整備事業に合わせ、順次、
交差点を改良していく。

道路管理者（市） ○

314 富士 富士市 伝法小 （市）西平薬師裏線 クロスマークの設置。外側線の引き直し。 道路管理者（市） ○

315 富士 富士市 伝法小 （市）西平薬師裏線 児童への安全指導。 学校 ○

316 富士 富士市 伝法小 （市）伝法清水1号線 クロスマークの引き直し。 道路管理者（市） ○

317 富士 富士市 伝法小
（市）伝法中村2号線
（市）伝法田端3号線

速度注意などの路面標示。クロスマークの引き直し。 道路管理者（市） ○

318 富士 富士市 神戸小 （市）間門上ノ山２号線
児童の通行帯を明示するため、交差点付近に車線分離
標を設置する。

道路管理者（市） ○

319 富士 富士市 原田小 （市）原田富士見台線
交差点注意などの路面標示。クロスマークの引き直
し。部分的に車線分離標を設置。

道路管理者（市） ○

320 富士 富士市 富士第一小 （市）柚木宮ノ前１号線
消えている外側線を引き直し、グリーンベルトは東側
から順次、設置していく。

道路管理者（市） ○ ○

321 富士 富士市 富士第一小 （一）鷹岡富士停車場線
自転車と歩行者の分離。（自転車専用通行帯の整備を
検討）

道路管理者（県） ○ ○ ○

322 富士 富士市 富士第一小 （市）津田蓼原線
歩道を整備し、歩行者の安全を確保する。（延長
L=220m）

道路管理者（市） ○ ○ ○

323 富士 富士市 富士第二小 （市）横割一丁目１号線
歩道と車道の区分を明確にするため、車線分離標を設
置する。

道路管理者（市） ○ ○

324 富士 富士市 富士第二小 （市）下横割杉菜窪１号線
交差点注意などの路面標示。交差点から学校に向けて
安全な通路を検討し、児童へ指導する。

道路管理者（市）
学校

○

325 富士 富士市 富士第二小
（一）富士停車場線
（市）水戸島元町3号線

通学路の変更も踏まえ、危険の少ない通学ルートを再
検討する。

学校 ○
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326 富士 富士市 富士第二小 （市）横割四丁目５号線
クロスマークを設置し車両事故を減らすことで、交差
点を通過する児童の安全を確保する。交差点のコー
ナーに車線分離標を設置する。

道路管理者（市） ○

327 富士 富士市 富士第二小
（一）富士停車場線
（市）横割三丁目7号線

歩道と車道の区分を明確にするため、車線分離標を設
置する。外側線上の道路鋲の撤去。

道路管理者（県）
道路管理者（市）

○ ○

328 富士 富士市 富士第二小 （市）横割四丁目5号線
クロスマークを設置し車両事故を減らすことで、交差
点を通過する児童の安全を確保する。

道路管理者（市） ○

329 富士 富士市 富士第二小 （市）水戸島二丁目6号線
水路の暗渠改修に向け、事業化を推進する。路肩を整
備し歩行帯を広げる。

道路管理者（市） ○ ○

330 富士 富士市 富士第二小 （市）水戸島本町宮下線
速度注意などの路面標示。歩行者を北側歩道へ導くた
め、横断歩道の設置を上申する。

道路管理者（市）
警察

○ ○

331 富士 富士市 岩松小 （市）田子浦鷹岡線
巻き込み防止の車線分離標を設置する。部分的にたま
り場の設置を検討。横断歩道の引き直し。

道路管理者（市）
警察

○ ○

332 富士 富士市 岩松小 （市）中島林町線
都市計画道路中島林町線の整備に合わせ、歩行空間を
確保するよう事業の進捗を図っていく。

道路管理者（市） ○

333 富士 富士市 丘小 （市）片宿末広町線
左折注意標識を改良し再設置する。左折巻き込み部を
外側線や車線分離標などで処理する。歩行者確認用ミ
ラーを設置する。横断歩道の引き直し。

道路管理者（市）
警察

○ ○

334 富士 富士市 丘小 （市）厚原八笠4号線
交差点注意などの路面標示。車線分離標を設置。クロ
スマークを設置し、優先道路を明確化。一旦停止標識
を見やすい場所へ移設する。

道路管理者（市）
警察

○ ○

335 富士 富士市 丘小 （市）厚原土手下10号線

クロスマークの塗り直し。歩車道分離縁石部に車線分
離標を設置。交差点注意などの路面標示。外側線を引
き、路肩に歩行空間を確保。水路沿に転落防止柵を設
置。停止線の引き直し。

道路管理者（市）
警察

○ ○

336 富士 富士市 富士南小 （市）三四軒屋森島線 転落防護柵を設置する。 道路管理者（市） ○

337 富士 富士市 富士南小 （市）五貫島世帯割2号線
継続して道路拡幅事業を行っており、既設水路を暗渠
化し、歩道空間を確保していく。早期完了を目指す。
（延長L=220m）

道路管理者（市） ○ ○ ○

338 富士 富士市 青葉台小 （市）一色樋川1号線

通学時間帯の車両規制をしている区域なので、定期的
に取締りを実施していく。(主)一色久沢線への合流部
で、車両から児童を確認しやすいように外側線を引
く。歩行者注意などの路面標示を行う。

道路管理者（市）
警察

○ ○
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339 富士 富士市 青葉台小 （市）今泉踊場2号線
平成23年度に都市計画決定された「青葉台小南地区計
画」に基づき、計画的に拡幅整備を行い、交通の円滑
化と歩行空間の安全性の確保を図る。（延長L=220m)

道路管理者（市） ○ ○

340 富士 富士市 青葉台小 （市）一色貝沢2号線
平成23年度に都市計画決定された「青葉台小南地区計
画」に基づき、計画的に拡幅整備を行い、交通の円滑
化と歩行空間の安全性の確保を図る。（延長L=140m)

道路管理者（市） ○

341 富士 富士市 青葉台小 （市）一色下ノ原1号線
平成23年度に都市計画決定された「青葉台小南地区計
画」に基づき、計画的に拡幅整備を行い、交通の円滑
化と歩行空間の安全性の確保を図る。（延長L=410m)

道路管理者（市） ○

342 富士 富士市 大淵第一小 （主）富士白糸滝公園線 歩道の整備。 道路管理者（県） ○ ○ ○

343 富士 富士市 田子浦小 （市）宮島五貫島線
歩道を整備し、歩行者の安全を確保する。（延長
L=330ｍ）

道路管理者（市） ○ ○

344 富士 富士市 田子浦小 （市）川成島美土原1号線
歩道を整備し、歩行者の安全を確保する。（延長
L=500ｍ）

道路管理者（市） ○

345 富士 富士市 吉原小 （市）宝町高島線
既存のマウンドアップ形式の歩道を、セミフラット形
式に改修し、歩きやすく安全な歩道にする。（延長L
＝600ｍ）

道路管理者（市） ○ ○

346 富士 富士市 吉永第一小 （市）比奈滝川線
路肩のカラー舗装化により、歩行者通行部分を明確化
し、歩行者の安全を確保する。（延長L=720ｍ）

道路管理者（市） ○

347 島田 焼津市 焼津東小 （市）駅西地下歩道線 児童への通行注意を指導 学校 ○

348 島田 焼津市 焼津東小 （市）焼津駅北口東線 警察による指導 警察 ○

349 島田 焼津市 焼津東小 （市）焼津藤枝線 適正な通学路の通行を依頼 学校 ○

350 島田 焼津市 焼津東小 （市）焼津駅道原線 通学路の変更を検討 学校 ○

351 島田 焼津市 焼津西小 （市）梅田橋線 児童への通行注意の指導 学校 ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

352 島田 焼津市 焼津西小
（市）八楠梅田橋線
（市）梅田橋線

交差点強調表示を設置
警察により横断歩道2箇所撤去を検討

道路管理者（市）
警察

○

353 島田 焼津市 焼津西小
（市）塩津高架橋下公園西線
（市）豊田焼津線

交差点部の樹木の剪定依頼 道路管理者（市） ○

354 島田 焼津市 焼津西小
（市）三ヶ名宮島線
（市）豊田焼津線

警察による横断歩道設置 警察 ○

355 島田 焼津市 焼津西小 （市）焼津中央高校線
雨天時に状況を確認
ステップ等対策可能な案件について補修を実施

道路管理者（市） ○

356 島田 焼津市 焼津西小 （市）大村坂本線
警察による取り締まり強化
児童への通行注意の指導

警察
学校

○

357 島田 焼津市 焼津西小 （市）塩津高架橋東上線 歩行者空間の整備 道路管理者（市） ○

358 島田 焼津市 焼津西小 （市）笑子橋線
警察による通行規制について協議
児童への通行注意の指導

警察
学校

○ ○

359 島田 焼津市 焼津西小
（主）焼津森線
（主）焼津藤枝線

歩道整備を検討
児童への通行注意の指導

道路管理者（県）
学校

○ ○

360 島田 焼津市 焼津西小 （市）三ヶ名小屋敷線
警察による取り締まり強化
児童への通行注意の指導

警察
学校

○

361 島田 焼津市 焼津南小 （市）焼津南小学校北線 児童への通行注意の指導 学校 ○

362 島田 焼津市 焼津南小 （市）焼津南小学校北線ほか 平成26年度から順次対応 道路管理者（市） ○

363 島田 焼津市 豊田小 （市）豊田学校橋線 児童への通行注意の指導 学校 ○

364 島田 焼津市 豊田小 （市）中央高校西線 歩行者たまりの設置 道路管理者（市） ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

365 島田 焼津市 豊田小 （市）三ヶ名小屋敷線 歩道整備を検討 道路管理者（市） ○

366 島田 焼津市 小川小 （市）小川下小田線
通過車両への交通安全対策について検討
見守り隊などによる交通誘導を実施

土地区画整理組合
学校

○

367 島田 焼津市 小川小 （市）小川新町黒石川北線
・主要地方道焼津榛原線、区画道路12-1号線の道路整
備完了後、通学路の変更を検討
・児童への通行注意の指導

道路管理者以外（市）
学校

○ ○

368 島田 焼津市 小川小 （市）黒石通り線 信号を設置 警察 ○

369 島田 焼津市 小川小 （市）黒石通り線 通学路の変更の検討 学校 ○

370 島田 焼津市 東益津小 （市）中里当目広田線 児童への通行箇所の指導 学校 ○

371 島田 焼津市 東益津小
（国）150号
（市）石脇岡当目大日線

水たまり箇所の補修を実施 道路管理者（県） ○

372 島田 焼津市 東益津小 （市）浜当目松前一号線 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰを設置 道路管理者（市） ○

373 島田 焼津市 東益津小
（市）当目花沢線
（市）当目橋南吉花橋線

児童への通行注意の指導 学校 ○

374 島田 焼津市 東益津小 （市）東益津南部線 歩道橋の調査を行い安全対策について検討 道路管理者（市） ○

375 島田 焼津市 東益津小 （一）焼津岡部線 歩道整備を実施 道路管理者（県） ○ ○ ○

376 島田 焼津市 大富小 （市）焼津北大島線 交差点改良の検討 道路管理者（市） ○ ○

377 島田 焼津市 大富小 （市）寄子橋大島線
公園管理者へ、植栽の選定及び、飛び出し注意の看板
設置を依頼。

道路管理者（市） ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

378 島田 焼津市 大富小 （市）保福島大島新田線 道路整備を計画 道路管理者（市） ○

379 島田 焼津市 大富小 （一）高洲和田線 道路整備を実施（バイパス） 道路管理者（県） ○ ○ ○

380 島田 焼津市 大富小 （市）大富小学校北線 児童への通行注意の指導 学校 ○

381 島田 焼津市 大富小
（市）中新田南下線
（市）大富小北中根線

交差点強調表示を実施 道路管理者（市） ○

382 島田 焼津市 大富小 （一）高洲和田線 道路整備を実施 道路管理者（県） ○ ○ ○

383 島田 焼津市 大富小 （一）高洲和田線 停止線の引き直しを計画 警察 ○

384 島田 焼津市 和田小 （主）焼津榛原線 児童への通行注意の指導 学校 ○

385 島田 焼津市 和田小 （市）祢宜島一色線
一般県道高洲和田線(H26-41)整備後、通学路の変更を
検討

学校 ○

386 島田 焼津市 和田小 （市）横須賀上小田線 児童への通行注意の指導 学校 ○

387 島田 焼津市 和田小 （一）高洲和田線 歩道整備を実施 道路管理者（県） ○ ○ ○

388 島田 焼津市 和田小 （主）焼津榛原線 地元自治会と歩道整備について検討 道路管理者（県） ○

389 島田 焼津市 和田小 （国）150号バイパス 道路整備を実施中（バイパス） 道路管理者（県） ○ ○ ○

390 島田 焼津市 港小
（市）焼津東縦断線
（市）港小学校南線

警察による信号機の時間変更
児童への通行注意の指導

警察
学校

○ ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

391 島田 焼津市 港小 （一）焼津大井川線 歩行者たまりの整備 道路管理者（県） ○

392 島田 焼津市 港小 （市）石津祢宜島線 歩道整備を実施予定 土地区画整理組合 ○

393 島田 焼津市 港小 （市）小川港道原線 通学路の変更について協議を実施
道路管理者以外（市）

学校
○

394 島田 焼津市 黒石小 （市）小川三右衛門線 児童への通行注意の指導 学校 ○

395 島田 焼津市 黒石小 （市）大住小川二号線
横断歩道の引き直し
ドットラインの引き直し

警察
道路管理者（市）

○ ○

396 島田 焼津市 黒石小 （市）小川港道原線 道路整備を継続 道路管理者（市） ○ ○ ○

397 島田 焼津市 黒石小 （市）小川祢宜島線 道路整備を検討 道路管理者（市） ○

398 島田 焼津市 黒石小 （市）三右衛門宮西線 交差点強調表示を計画 道路管理者（市） ○

399 島田 焼津市 黒石小 （一）大富藤枝線 歩道整備を実施中 道路管理者（県） ○ ○ ○

400 島田 焼津市 大井川東小 （市）0219号線 警察による「自転車歩行者通行可解除」を検討 警察 ○

401 島田 焼津市 大井川東小 （国）150号バイパス
本線の4車線化に伴い、周辺整備を実施するととも
に、引き続き通学指導を実施。

道路管理者（県）
学校

○

402 島田 焼津市 大井川西小 （市）1143号線
整備工事の事業化を検討、地元自治会及び関係地権者
と調整を図る。

道路管理者（市） ○

403 島田 焼津市 大井川西小 （市）1183号線 児童への通行注意の指導 学校 ○
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対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

404 島田 焼津市 大井川西小 （市）0103号線 歩道整備を実施 道路管理者（市） ○

405 島田 焼津市 大井川南小 （主）焼津榛原線
地元自治会等と調整を行い、整備内容について検討
児童への通行注意の指導

道路管理者（県）
学校

○

406 島田 焼津市 大井川南小 （市）1585号線 1585号線歩道整備事業で継続実施 道路管理者（市） ○ ○ ○

407 島田 焼津市 大井川南小 （市）1700号線 児童への通行注意の指導 学校 ○

408 島田 焼津市 大井川南小 （市）1419号線 歩行帯（ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ）の設置 道路管理者（市） ○

409 島田 焼津市 大井川南小 （主）焼津榛原線 道路整備を実施 道路管理者（県） ○ ○ ○

410 島田 藤枝市 藤枝小 （主）伊久美藤枝線 路側線の設置、路面表示の設置（延長L＝20m） 道路管理者（県） ○

411 島田 藤枝市 藤枝小 （主）藤枝黒俣線 歩行者用信号の設置 警察 ○

412 島田 藤枝市 西益津小 （市）1地区43号線 グリーンベルトの設置（延長L＝150ｍ） 道路管理者（市） ○

413 島田 藤枝市 西益津小 （市）1地区63号線 横断歩道の強調表示 道路管理者（市） ○

414 島田 藤枝市 西益津小 （市）1地区4号線 転落防止柵の設置（延長L＝100m） 道路管理者（市） ○

415 島田 藤枝市 青島小 （市）3地区269号線
路側線の引き直し、横断歩道の強調表示（延長L＝
30m）

道路管理者（市） ○

416 島田 藤枝市 青島小 （市）3地区363号線 横断歩道設置 警察 ○
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417 島田 藤枝市 青島小 （市）3地区363号線 横断歩道設置 警察 ○

418 島田 藤枝市 青島小 （市）内瀬戸上青島線 路側線の設置（延長L＝20m） 道路管理者（市） ○

419 島田 藤枝市 青島小 （市）内瀬戸大西町線
路側線の引き直し、横断歩道の強調表示（延長L＝
30m）

道路管理者（市） ○

420 島田 藤枝市 青島小 （市）内瀬戸大西町線 減速表示の引き直し（延長L=10m） 道路管理者（市） ○

421 島田 藤枝市 青島東小 （市）7地区8号線 路側線の設置（延長L＝10m） 道路管理者（市） ○

422 島田 藤枝市 青島東小 （市）2地区8号線 路側線の設置（延長L＝200m） 道路管理者（市） ○

423 島田 藤枝市 青島東小 （主）藤枝大井川線 グリーンベルトの設置（延長L＝20ｍ） 道路管理者（県） ○

424 島田 藤枝市 葉梨西北小 （市）北方白藤線 路肩部に視線誘導標の設置 道路管理者（市） ○

425 島田 藤枝市 葉梨西北小 （主）伊久美藤枝線 道路拡幅工事（溝蓋設置）（延長L=50m） 道路管理者（県） ○

426 島田 藤枝市 葉梨西北小 （市）北方白藤線 歩道整備（延長L＝50ｍ） 道路管理者（市） ○

427 島田 藤枝市 高洲小 （市）本町大東町線 歩道切り下げ部の改良（延長L＝10m） 道路管理者（市） ○

428 島田 藤枝市 高洲小 （主）高洲和田線
横断歩道の引き直し、交差点巻込み部に視線誘導標の
設置

警察
道路管理者（県）
道路管理者（市）

○

429 島田 藤枝市 高洲小 （市）高柳大富線 歩道整備工事 道路管理者（市） ○
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430 島田 藤枝市 大洲小
（主）島田大井川線
（市）4地区300号線

横断歩道設置、歩行者溜まりの確保（路側線の設置）
警察

道路管理者（市）
○

431 島田 藤枝市 大洲小 （市）3地区219号線 路側線の引き直し、停止線の強調表示 道路管理者（市） ○

432 島田 藤枝市 大洲小 （市）大西町善左衛門線 路側線の引き直し、横断歩道の強調表示 道路管理者（市） ○

433 島田 藤枝市 大洲小 （市）大洲中央線 路側線の引き直し、カーブミラーの設置 道路管理者（市） ○

434 島田 藤枝市 稲葉小 （主）藤枝黒俣線 転落防止柵の設置（延長L＝100m） 道路管理者（県） ○

435 島田 藤枝市 瀬戸谷小 （市）本郷千葉線 路側線の引き直し、交差点の強調表示 道路管理者（市） ○

436 島田 藤枝市 広幡小 （主）藤枝静岡線
路側線の引き直し、グリーンベルトの設置（延長L＝
50m）

道路管理者（県） ○

437 島田 藤枝市 広幡小 （市）1地区218号線
路側線の引き直し、グリーンベルの設置（延長L＝
80m）

道路管理者（市） ○

438 島田 藤枝市 広幡小 （市）鬼島越後島線 歩道整備（延長L＝200m） 道路管理者（市） ○

439 島田 藤枝市 藤岡小 （市）八幡下薮田線
路側線の引直し、グリーンベルトの設置（延長L＝
5m）

道路管理者（市） ○

440 島田 藤枝市 高洲南小 （市）2地区82号線 路側線の設置、交差点の強調表示 道路管理者（市） ○

441 島田 藤枝市 高洲南小 （市）藤枝駅吉永線 信号機の表示時間延長、JR高架下の歩行空間整備
警察

道路管理者（市）
○

442 島田 藤枝市 高洲南小 （市）大新島大富線
路側線の引直し、グリーンベルトの設置（延長L＝300
ｍ）

道路管理者（市） ○
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443 島田 藤枝市 岡部小 （主）焼津森線 ドットラインの設置 道路管理者（県） ○

444 島田 藤枝市 朝比奈第一小 （主）静岡朝比奈藤枝線 路側線の引き直し、グリーンベルトの設置 道路管理者（県） ○

445 島田 藤枝市 朝比奈第一小 （主）静岡朝比奈藤枝線 道路拡幅工事 道路管理者（県） ○ ○

446 島田 牧之原市 相良小 （市）相良1号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○ ○

447 島田 牧之原市 相良小 （市）相良1号線 安全な通学方法を指導 学校 ○

448 島田 牧之原市 相良小 （市）大江東中線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

449 島田 牧之原市 相良小 （市）大江男神線 通学路看板の設置を検討 学校 ○

450 島田 牧之原市 相良小 （市）大江33号線 通学路看板の設置を検討 学校 ○

451 島田 牧之原市 相良小 （市）大江江湖田線 児童への注意喚起 学校 ○

452 島田 牧之原市 相良小 （市）大江41号線 通学路の変更 学校 ○

453 島田 牧之原市 相良小 （市）大沢波津線 児童への注意喚起 学校 ○

454 島田 牧之原市 相良小 （市）大沢波津線 児童への注意喚起 学校 ○

455 島田 牧之原市 相良小 （市）相良19号線 外側線引き直し済、立哨の実施
道路管理者（市）

警察
○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

456 島田 牧之原市 相良小 （主）相良大須賀線 安全な通学方法を指導 学校 ○

457 島田 牧之原市 相良小 （主）相良大須賀線 グリーンベルトの設置 道路管理者（県） ○

458 島田 牧之原市 相良小 （市）川向御天所線 児童への注意喚起 学校 ○

459 島田 牧之原市 相良小 （市）横町線 近隣商店に通学時間帯の路上駐車防止依頼 学校 ○

460 島田 牧之原市 相良小 （市）波津21号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

461 島田 牧之原市 相良小 （国）473号 交差点改良を検討、外側線を引き直す
道路管理者（県）
道路管理者（市）

○ ○

462 島田 牧之原市 相良小 （市）福岡天王森線 交差点改良を検討、児童への注意喚起
道路管理者（市）

学校
○

463 島田 牧之原市 片浜小 （市）片浜静波線 外側線、横断歩道の引き直し
道路管理者（市）

警察
○ ○

464 島田 牧之原市 片浜小 （市）片浜静波線 路面標示による注意喚起 道路管理者（市） ○ ○

465 島田 牧之原市 片浜小 （市）片浜11号線 保護者の送迎協力を呼びかける 学校 ○

466 島田 牧之原市 菅山小 （市）女神10号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

467 島田 牧之原市 菅山小 （市）菅ヶ谷50号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

468 島田 牧之原市 菅山小 （市）菅ヶ谷25号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

469 島田 牧之原市 菅山小 （市）菅ヶ谷38号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

470 島田 牧之原市 菅山小 （市）菅ヶ谷46号線 通学路看板の設置 学校 ○

471 島田 牧之原市 菅山小 （市）松本4号線 PTAによる草刈りを依頼 学校 ○

472 島田 牧之原市 萩間小 （国）473号 安全な通学方法を指導 学校 ○

473 島田 牧之原市 萩間小 （国）473号 通学路注意看板の設置を検討 学校 ○

474 島田 牧之原市 萩間小 （国）473号 安全な通学方法を指導 学校 ○

475 島田 牧之原市 萩間小 （市）黒子静波線 転落防止柵の移設し歩行スペースの確保を検討 道路管理者（市） ○ ○

476 島田 牧之原市 萩間小 （国）473号 児童への注意喚起、トラック管理会社に安全協力依頼 学校 ○

477 島田 牧之原市 萩間小 （市）白井本線 縁石に発光鋲等を設置しドライバーへ注意を促す 道路管理者（市） ○ ○

478 島田 牧之原市 萩間小 （市）大江男神線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

479 島田 牧之原市 萩間小 （市）女神4号線 外側線を引き直し済 道路管理者（市） ○

480 島田 牧之原市 萩間小 （市）白井本線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

481 島田 牧之原市 萩間小 （市）白井本線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

482 島田 牧之原市 萩間小 （市）蛭ヶ谷本線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

483 島田 牧之原市 地頭方小 （市）地頭方波津線 グリーンベルトの設置 道路管理者（市） ○

484 島田 牧之原市 地頭方小 （一）薄原地頭方線
接続する市道側の区画線改良及びポストコーン設置を
行い歩行スペースを確保済

道路管理者（市） ○

485 島田 牧之原市 地頭方小 （市）東沢笠名線 路肩の除草、外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

486 島田 牧之原市 地頭方小 （市）東沢笠名線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

487 島田 牧之原市 地頭方小 （市）東沢笠名線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

488 島田 牧之原市 地頭方小 （市）遠渡新庄線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

489 島田 牧之原市 牧之原小 （国）473号 信号機設置要望を提出 警察 ○ ○

490 島田 牧之原市 牧之原小 （国）473号 児童への注意喚起 学校 ○

491 島田 牧之原市 牧之原小 （市）東萩間23号線 トラック管理会社、児童への注意喚起 学校 ○

492 島田 牧之原市 牧之原小 （市）東萩間5号線 通学時間帯の取り締まり強化 警察 ○

493 島田 牧之原市 牧之原小 （国）473号 児童への注意喚起 学校 ○

494 島田 牧之原市 牧之原小 （市）東萩間15号線 カーブにドットを設置し減速を促す 道路管理者（市） ○ ○

495 島田 牧之原市 牧之原小 （市）八十原仁王辻線 児童への注意喚起 学校 ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

496 袋井 牧之原市 牧之原小 （一）浜岡菊川線 外側線を引き直す 道路管理者（県） ○

497 袋井 牧之原市 牧之原小 （一）浜岡菊川線 茶畑の刈込依頼、外側線の引き直し 道路管理者（県） ○

498 島田 牧之原市 牧之原小 （市）東萩間33号線 防犯灯の設置を検討。雨天時通行の際の注意喚起 学校 ○

499 袋井 牧之原市 牧之原小 （一）浜岡菊川線 安全な通学方法を指導 学校 ○

500 袋井 牧之原市 牧之原小 （一）浜岡菊川線 歩道設置により対策済 道路管理者（県） ○

501 島田 牧之原市 牧之原小 （一）菊川榛原線 歩道設置要望を提出 道路管理者（県） ○ ○

502 島田 牧之原市 牧之原小 （市）東萩間16号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

503 島田 牧之原市 牧之原小 （市）東萩間28号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

504 島田 牧之原市 川崎小 （市）細江静波本線 減速マーク、ドットの設置済 道路管理者（市） ○

505 島田 牧之原市 川崎小 （一）菊川榛原線 横断歩道を利用するよう指導 学校 ○

506 島田 牧之原市 川崎小 （一）菊川榛原線 交差点カラー舗装の要望を検討 道路管理者（県） ○ ○

507 島田 牧之原市 川崎小 （一）榛原金谷線 近くの横断歩道を利用するよう指導 学校 ○

508 島田 牧之原市 川崎小 （市）静波65号線 カーブミラーの交換を検討 学校 ○

509 島田 牧之原市 川崎小 （市）勝間田静波線
外側線の引き直しによる歩行スペース拡幅、コンク
リート構造物除去工事

道路管理者（市） ○ ○ ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

510 島田 牧之原市 川崎小 （市）片浜静波線 外側線を引き直し済 道路管理者（市） ○

511 島田 牧之原市 川崎小 （市）静波67号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

512 島田 牧之原市 川崎小 （市）静波81号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

513 島田 牧之原市 川崎小 （市）静波96号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

514 島田 牧之原市 川崎小 （市）細江静波本線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○

515 島田 牧之原市 川崎小 （市）静波海岸1号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

516 島田 牧之原市 川崎小 （市）静波82号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

517 島田 牧之原市 川崎小 （市）静波62号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

518 島田 牧之原市 細江小 （市）細江131号線 横断歩道、停止線の引き直し 警察 ○ ○

519 島田 牧之原市 細江小 （市）細江静波本線
外側線を広げるように引き直しとグリーンベルト設置
を検討

道路管理者（市） ○ ○

520 島田 牧之原市 細江小 （市）細江96号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

521 島田 牧之原市 細江小 （市）細江1号幹線
将来的には北側に横断歩道設置。当面は通学路看板の
設置

警察
学校

○ ○ ○

522 島田 牧之原市 細江小 （市）細江111号線 横断歩道、停止線の引き直し 警察 ○ ○

523 島田 牧之原市 細江小 （市）細江154号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

524 島田 牧之原市 細江小 （市）細江64号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

525 島田 牧之原市 細江小 （市）細江110号線 外側線を引き直し済 道路管理者（市） ○

526 島田 牧之原市 細江小 （市）細江145号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

527 島田 牧之原市 勝間田小 （主）吉田大東線 グリーンベルトの設置 道路管理者（県） ○

528 島田 牧之原市 勝間田小 （一）榛原金谷線 危険箇所を渡らないよう指導 学校 ○

529 島田 牧之原市 勝間田小 （一）榛原金谷線 グレーチングを交換し通学スペースを広げる 道路管理者（県） ○

530 島田 牧之原市 勝間田小 （一）榛原金谷線 児童への注意喚起 学校 ○

531 島田 牧之原市 勝間田小 （市）切山60号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○

532 島田 牧之原市 勝間田小 （市）田下平城線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

533 島田 牧之原市 勝間田小 （市）小山段平城線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

534 島田 牧之原市 勝間田小 （市）田下平城線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

535 島田 牧之原市 勝間田小 （市）切山60号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

536 島田 牧之原市 坂部小 （主）吉田大東線 交差点改良工事に伴い歩道設置予定 道路管理者（県） ○ ○

537 島田 牧之原市 坂部小 （主）吉田大東線 路面標示の引き直し、横断歩行者等妨害の取り締まり 警察 ○ ○ ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

538 島田 牧之原市 坂部小 （市）勝俣12号線
安全な通学方法を指導、横断歩行者等妨害の取り締ま
り

学校
警察

○

539 島田 牧之原市 坂部小 （市）三亀ヶ谷堂村線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

540 島田 牧之原市 坂部小 （市）坂部22号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

541 島田 牧之原市 坂部小 （市）並木外之久保線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

542 島田 牧之原市 坂部小 （市）大正橋矢田線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

543 島田 牧之原市 坂部小 （市）坂部細江線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

544 島田 牧之原市 榛原中 （市）仁田28号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

545 島田 牧之原市 榛原中 （市）勝俣12号線 生徒への注意喚起、警察巡回時の交通安全指導
学校
警察

○

546 島田 牧之原市 榛原中 （市）山の手幹線
橋のたもとは横断しないよう指導、横断歩行者等妨害
の取り締まり

学校
警察

○

547 島田 牧之原市 榛原中 （一）榛原金谷線
自転車左側通行の原則を踏まえ、安全な通学方法を検
討

学校 ○

548 島田 牧之原市 榛原中 （一）榛原金谷線
自転車左側通行の原則を踏まえ、安全な通学方法を検
討

学校 ○

549 島田 牧之原市 榛原中 （一）榛原金谷線
自転車左側通行の原則を踏まえ、安全な通学方法を検
討

学校 ○

550 島田 牧之原市 榛原中 （市）仁田本線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

551 島田 牧之原市 榛原中 （市）仁田本線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

552 島田 牧之原市 榛原中 （市）勝俣54号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

553 島田 牧之原市 相良中 （市）大原朝比奈線 樹木の伐採 道路管理者（市） ○

554 島田 牧之原市 相良中 （市）福岡天王森線 交差点改良を検討、生徒への注意喚起
道路管理者（市）

学校
○

555 島田 牧之原市 相良中 （市）大沢11号線 生徒への注意喚起 学校 ○

556 島田 牧之原市 相良中 （市）相良1号線 外側線を引き直す 道路管理者（市） ○ ○

557 島田 牧之原市 榛原高 （市）静波4号線 生徒への注意喚起 学校 ○

558 島田 牧之原市 榛原高 （市）静波7号線 生徒への注意喚起 学校 ○

559 島田 牧之原市 榛原高 （市）静波17号線 生徒への注意喚起 学校 ○

560 島田 牧之原市 榛原高 （市）細江110号線 生徒への注意喚起 学校 ○

561 島田 牧之原市 相良高 （市）大沢波津線 生徒への注意喚起 学校 ○

562 島田 牧之原市 榛原高 （市）勝俣70号線 生徒への注意喚起 学校 ○

563 島田 吉田町 住吉小 （町）東村線
路面標示の設置
外側線の設置

道路管理者（町） ○

564 島田 吉田町 住吉小 （主）焼津榛原線
通学路の変更（集約）
自転車走行位置の明確化

学校
道路管理者（県）

○ ○ ○

565 島田 吉田町 住吉小 （主）焼津榛原線
通学路の変更（集約）
自転車走行位置の明確化

学校
道路管理者（県）

○ ○ ○
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対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

566 島田 吉田町 中央小 （町）中臨港４号線 路面標示の設置 道路管理者（町） ○

567 島田 吉田町 中央小 （町）愛宕前線 路面標示の設置 道路管理者（町） ○

568 島田 吉田町 中央小 （町）中瀬下片岡線 グリーンベルトの設置 道路管理者（町） ○

569 島田 吉田町 自彊小 （主）吉田大東線 歩道拡幅 道路管理者（県） ○ ○ ○

570 島田 吉田町 自彊小 （町）湯日川右岸堤２号線 路面標示の設置 道路管理者（町） ○

571 島田 川根本町 中川根第一小 (町）下泉河内線 外側線の設置 道路管理者（町） ○

572 島田 川根本町 中川根第一小 (町）藤川徳山停車場線 「学童注意」路面表示2箇所。 道路管理者（町） ○

573 島田 川根本町 中川根第一小 (町）藤川徳山停車場線 PTAの見守りの継続 学校（PTA) ○

574 島田 川根本町 中川根第一小 (町）野志本下村線 平成26年度道路改良工事施工中 道路管理者（町） ○

575 島田 川根本町 中川根第一小 （国）362号 事業化計画を平成28年度以降要望 道路管理者（県） ○

576 島田 川根本町 中央小 (町）高郷線 横断歩道及び外側線（L=50m)の設置
警察

道路管理者（町）
○
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577 島田 川根本町 中央小 (町）上長尾高郷線 T字線の設置 道路管理者（町） ○

578 島田 川根本町 中央小 (町）長松線 外側線（L=50m)、T字線の設置 道路管理者（町） ○

579 島田 川根本町 中川根南部小
（一）春野下泉停車場線
（主）川根寸又峡線

グリーンベルト設置済み
ソフト対策として、PTA等の登下校の見守り

道路管理者（県）
PTA等

○

580 島田 川根本町 中川根南部小 (主）川根寸又峡線 現在、交差点改良について地元と調整を行っている。 道路管理者（県） ○

581 島田 川根本町 本川根小 (町）千頭田代線 歩道への乗入れブロックの位置を変更 道路管理者（町） ○

582 島田 川根本町 本川根小 (主）川根寸又峡線
ダイヤマークの後に「横断者注意」2箇所、路面表示
中央線、引き直し。

道路管理者（県） ○

583 島田 川根本町 本川根小 (主）川根寸又峡線
外側線の引き直し。
幅員が確保できれば、中央線の設置。

道路管理者（町） ○

584 島田 川根本町 本川根小 (町）千頭田代線 横断歩道の位置の変更。 道路管理者（町） ○

585 袋井 磐田市 磐田北小 （市）見付286号線 通学路のルート変更について協議を行う。
教育委員会

学校
○

586 袋井 磐田市
磐田北小
城山中

（主）磐田天竜線
外側線引き直し、カラー舗装の舗装直し
停止線引き直し
児童生徒への交通安全指導

道路管理者（県）
警察
学校

○ ○

587 袋井 磐田市 豊田中 （市）富丘18号線 児童への交通安全指導 学校 ○

588 袋井 磐田市 向笠小 （一）浜松袋井線
右折レーン及び歩行者溜りの整備を図るべく、地元の
合意形成が整った段階で、事業着手準備制度に図って
いく。

道路管理者（県）
（地元合意形成は市）

○

589 袋井 磐田市 富士見小
（市）岩井96号線
（市）岩井143号線

迂回道路（バイパスルート）の整備を検討する。 道路管理者（市） ○ ○

590 袋井 磐田市 磐田東部小 （市）東小島鎌田線 路肩を整備する。 道路管理者（市） ○
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591 袋井 磐田市 磐田南小 （一）磐田停車場長野線 児童への交通安全指導 学校 ○

592 袋井 磐田市 磐田南小 （市）下岡田鮫島線 歩道を整備する。 道路管理者（市） ○ ○

593 袋井 磐田市 長野小 （市）小島20号線 歩道を整備する。 道路管理者（市） ○

594 袋井 磐田市 長野小 （市）小島平間幹線 歩道を整備する。 道路管理者（市） ○

595 袋井 磐田市 竜洋西小 （一）磐田竜洋線
現在実施している側道橋（豊堀橋）の整備後、官地内
での歩行空間確保を図っていく。

道路管理者（県） ○

596 袋井 磐田市 竜洋西小
（市）掛塚107号線
（市）掛塚130号線

通学路看板の設置を検討する。 学校 ○

597 袋井 磐田市 竜洋東小 （市）駒場南北線 児童への交通安全指導 学校 ○

598 袋井 磐田市 竜洋東小 （市）小島豊岡幹線 通学路のルート変更について協議を行う。
教育委員会

学校
○

599 袋井 掛川市 日坂小 （市）日坂東山線 グリーンベルト設置 道路管理者（市） ○

600 袋井 掛川市 東山口小 （市）大原子本線 横断歩道設置を検討する。 警察 ○

601 袋井 掛川市 東山口小 （市）逆川本通り線 通学状況を確認し、横断歩道設置の有無を検討する。 警察 ○

602 袋井 掛川市 上内田小 （市）南郷五百済線
地元の同意が得られれば、横断歩道を公会堂前から北
側三叉路へ移動する。
（同時に歩車道境界ブロックの撤去が発生する）

県警
道路管理者（市）

○

603 袋井 掛川市 西山口小 （市）猿渡線
区画線の修正により交差点の車道部を狭め、歩道部分
を確保する。

道路管理者（市） ○
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604 袋井 掛川市 西山口小 （市）杉谷成滝線
橋梁点検後、塗装工事と同時にフェンス取替等を検討
する。

道路管理者（市） ○

605 袋井 掛川市 第一小 （市）駅北18号線 児童生徒への安全指導 学校 ○

606 袋井 掛川市 第一小 （市）奥姫橋通り線 児童生徒への安全指導 学校 ○

607 袋井 掛川市 第一小 （市）奥姫橋通り線 児童生徒への安全指導 学校 ○

608 袋井 掛川市 中央小 （市）掛川駅梅橋線
注意喚起の路面表示の復旧。学校でも指導を徹底す
る。

道路管理者（市） ○

609 袋井 掛川市 中央小 （市）掛川駅梅橋線
歩車分離信号機、もしくは歩行者信号が赤になってか
ら、車両信号が青になる間隔を長く出来るか検討す
る。

警察 ○

610 袋井 掛川市 曽我小 （一）掛川袋井線
歩行者溜まりが確保できないため横断歩道は不可
通学路の変更について地元を含め検討

学校 ○

611 袋井 掛川市 第二小 （一）掛川袋井線 横断箇所の変更を検討 学校 ○

612 袋井 掛川市 桜木小 （市）桜木南横断線
児童生徒への安全指導
杉谷家代線の開通により交通量は減少見込みのため
今後の交通について経過観察する。

学校 ○

613 袋井 掛川市 桜木小 （市）桜木南横断線 児童生徒への安全指導 学校 ○

614 袋井 掛川市 和田岡小 （市）高田本通り線
横断歩道設置、及び西側市道へ外側線を設置し、歩行
者溜まりを設ける。

警察
道路管理者（市）

○

615 袋井 掛川市 和田岡小 （主）掛川天竜線
交差点北東角地へ歩行者溜まりを設ける（事業着手
済）

道路管理者（県） ○ ○

616 袋井 掛川市 原谷小 （主）掛川天竜線 児童生徒への安全指導 学校 ○
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617 袋井 掛川市 原谷小 （主）焼津森線
本年度、交差点前後区間の外側にポストコーンを設置
し対策済。

道路管理者（県） ○

618 袋井 掛川市 原谷小 （主）掛川天竜線 損傷した側溝蓋を交換する。（対策済） 道路管理者（県） ○

619 袋井 掛川市 原谷小 （市）本郷吉岡線 道路標識を移設し、歩行者空間を確保する。 県警 ○

620 袋井 掛川市 原田小 （一）大和田森線
通行車両に対して、横断者を注意喚起するような看板
を設置する。

道路管理者以外（市） ○

621 袋井 掛川市 原田小 （一）大和田森線 市道に移管後、グリーンベルトを検討 道路管理者（市） ○

622 袋井 掛川市 城北小 （市）城西西矢田線 交差点手前に注意喚起標識を設置する。 道路管理者（市） ○

623 袋井 掛川市 城北小 （市）宮脇秋葉線 歩行横断者の調査を行い、横断歩道設置を検討する。 警察 ○

624 袋井 掛川市 城北小 （市）下西郷3-1号線
速度対策として路面へ規制速度を表示する。
待避場所確保を含め横断歩道設置を検討する。

警察
道路管理者（市）

○

625 袋井 掛川市 城北小 （市）宮脇秋葉線
待避場所拡幅は不可
通行車両への注意喚起として交差点西側へスクール
ゾーン等の路面標示実施

道路管理者（市） ○

626 袋井 掛川市 城北小 （一）方の橋薗ヶ谷線
１班の通行であるため、学校,父兄等で指導を行う。
それでも、改善されなければ、交通安全指導員、交通
指導員等配置を依頼する。

学校 ○

627 袋井 掛川市 城北小 （市）葛ヶ丘水垂川右岸線 側溝蓋や防護柵等の設置で転落防止対策を実施する 道路管理者（市） ○

628 袋井 掛川市 城北小 （市）促進住宅東線 時間帯通行規制の導入を検討する。 警察 ○

629 袋井 掛川市 城北小 （主）掛川川根線 注意喚起の表示方法を検討する。 道路管理者以外（市） ○
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630 袋井 掛川市 倉真小 （主）焼津森線 通学状況を確認し、横断歩道設置の有無を検討する。 警察 ○

631 袋井 掛川市 倉真小 （主）焼津森線 既に事業着手済 道路管理者（県） ○ ○ ○

632 袋井 掛川市 大坂小 （市）掛塚線
横断歩道設置を検討する。
外側線引き直し、転落防止柵設置にて歩道者溜まりを
確保する。

警察
道路管理者（市）

○

633 袋井 掛川市 大坂小 （市）大坂120号線 河川管理道路のため通行しないよう指導する。 学校 ○

634 袋井 掛川市 大坂小 （市）大坂小学校南線 学校指導で北側（左側）通行とする。 学校 ○

635 袋井 掛川市 大坂小 （主）相良大須賀線

交差点北側へ横断歩道設置を検討
以下の対策について、検討する
○交差点のコンパクト化（巻込み半径の縮小）
　・歩行者たまりの確保
　・横断歩道延長を短くする
　（・左折車両の速度抑制を図る）
○横断側溝の改修
　・側溝蓋損傷が大きく、側溝周辺の舗装の損傷や沈
下がみられるため改修する。
　・交差点地下を南北に敷設されている農業用水路と
適切な離隔をとる必要がある。
○縁石の切下げ
　・横断歩道位置と縁石切下げ位置を合わせる。

警察
道路管理者（県）
道路管理者（市）

○ ○

636 袋井 掛川市 大坂小 （主）相良大須賀線
横断歩道を西側（南側市道隅切り部）へ移設後、外側
線、ポストコーンを設置し、歩行者溜まりを確保す
る。

警察
道路管理者（県）
道路管理者（市）

○

637 袋井 掛川市 千浜小 （市）京田線
横断歩道設置を検討
あわせて、交差点北側へ歩行者溜まりを確保及び南側
縁石を撤去する。

警察
道路管理者（市）

○

638 袋井 掛川市 佐束小 （市）佐束川左岸線

児童の飛び出しに対して路面標示を設置し注意喚起す
る。
新橋交差点については県道横断歩道で渡るよう看板を
設置し注意喚起する。

道路管理者（市）
道路管理者以外（市）

○

639 袋井 掛川市 佐束小 （一）中方千浜線
後藤商店南に歩行空間を確保する。（L=39ｍ）（対策
済）

道路管理者(県） ○
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640 袋井 掛川市 中小 （主）相良大須賀線
交差点南側の北進右折レーンを縮小（１車線→広幅
員）して、外側線を車道側へ移動し、路肩を広げて歩
行者スペースを確保することを検討する。

道路管理者（県） ○

641 袋井 掛川市 中小 （一）袋井小笠線

まずは、用地状況を確認のうえ、歩道整備の必要性や
緊急性を地元で検討する。

１）農業用水路並行区間　：
　水路の覆蓋化または暗渠化が用水利用上の問題がな
ければ、歩道設置を検討する。
２）惣勢橋～農業用水路並行区間　：
　利用状況を確認のうえ、歩道整備の必要性や緊急性
を地元で検討することを求める。

道路管理者（県）
（地元合意形成は市）

○

642 袋井 掛川市 大渕小 （主）相良大須賀線 舗装の変状が大きくないことから、経過観察とする。 道路管理者（県） ○

643 袋井 掛川市 大渕小 （市）大渕184号線 排水対策を講ずる。 道路管理者（市） ○

644 袋井 掛川市 横須賀小 （市）樹木ヶ谷線
南から北進する車線についてはセンターラインを削除
し、幅員の狭小化、停止線の移動により速度抑制を図
る。路面標示等は景観上対応不可。

県警
道路管理者（市）

○

645 袋井 掛川市 横須賀小 （市）沖之須・西大渕１号線 土地所有者へ伐採を依頼する。 道路管理者（市） ○

646 袋井 掛川市 横須賀小 （市）大渕・山崎12号線
交通量を経過観察し、中間部については追加規制が必
要か検討する。

県警 ○

647 袋井 掛川市 桜木小・曽我小（市）細田六才線 歩道設置を検討 道路管理者（市） ○

648 袋井 掛川市 城北小・中央小
（市）城西西谷田線
（市）上張城西線

歩道改良を検討 道路管理者（市） ○

649 袋井 掛川市 掛一小 （市）杉谷久保線 歩道改良を検討 道路管理者（市） ○

650 袋井 掛川市 曽我小 （市）国一富部線 H27年度より歩道橋設置予定 道路管理者（市） ○

651 袋井 掛川市 桜木小 （市）桜木中央線 H27年度より歩道設置予定 道路管理者（市） ○

652 袋井 掛川市 原谷小 （市）中道橋通り線 歩道橋設置を検討 道路管理者（市） ○
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653 袋井 掛川市 千浜小 （市）千浜西線 歩道改良を検討 道路管理者（市） ○

654 袋井 掛川市 千浜小 （市）菊浜線 歩道改良を検討 道路管理者（市） ○

655 袋井 袋井市 袋井東小 （市）太郎兵衛新道国本線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=950m） 道路管理者（市） ○ ○

656 袋井 袋井市 袋井東小 （市）太郎兵衛新道国本線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=950m） 道路管理者（市） ○ ○

657 袋井 袋井市 袋井東小 （市）村松宇刈線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=420m） 道路管理者（市） ○

658 袋井 袋井市 袋井西小 （一）磐田袋井線
【道路管理者（県）】歩道舗装修繕
【警察】横断歩道の設置

道路管理者（県）
警察

○

659 袋井 袋井市 袋井北小 （市）太郎兵衛新道国本線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m） 道路管理者（市） ○

660 袋井 袋井市 袋井北小 （市）小山鷲巣線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m） 道路管理者（市） ○

661 袋井 袋井市 袋井北小 （市）小山鷲巣線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m） 道路管理者（市） ○

662 袋井 袋井市 袋井北小 （市）小山鷲巣線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m） 道路管理者（市） ○

663 袋井 袋井市 袋井北小 （市）小山鷲巣線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m） 道路管理者（市） ○

664 袋井 袋井市 袋井北小 （市）小山鷲巣線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m） 道路管理者（市） ○

665 袋井 袋井市 袋井北小 （市）小山鷲巣線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m） 道路管理者（市） ○

666 袋井 袋井市 三川小 （主）浜北袋井線 横断歩道の引き直し 県警 ○
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667 袋井 袋井市 三川小 （市）大谷幕ヶ谷線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=700m） 道路管理者（市） ○

668 袋井 袋井市 山名小 （市）春岡14号線 道路拡幅改良の実施（延長L=170m） 道路管理者（市） ○

669 袋井 袋井市 山名小 （市）村松宇刈線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=990m） 道路管理者（市） ○

670 袋井 袋井市 高南小 （主）袋井大須賀線 交差点内のライン処理を関係機関と協議していく 道路管理者（県） ○ ○

671 袋井 袋井市 浅羽南小 （市）湊中新田線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=100m） 道路管理者（市） ○

672 袋井 袋井市 浅羽東小 （市）北574号線 道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=290m） 道路管理者（市） ○ ○

673 袋井 御前崎市 第一小

（市）210号線
（市）1571号線
（市）1568号線
（市）1564号線

市道210号線にグリーンベルトを設置する。市道
1571・1568・1564号線の薄くなった区画線を再設置す
る。旧大山公民館付近に「学童注意」の看板を設置す
る。区間内に防犯灯を１基設置するように検討する。

道路管理者（市） ○

674 袋井 御前崎市 浜岡北小 （市）239号線
平成26年度に歩道設置工事を施工中であり、平成27年
度には矢掛橋に歩道橋を設置する予定。

道路管理者（市） ○

675 袋井 御前崎市 浜岡東小 （市）3333号線
全線にわたり薄くなった区画線を再設置する。佐倉
987-1付近交差点において、溝蓋の補修・道路敷内の
除草・カーブミラーの改良を行う。

道路管理者（市） ○

676 袋井 御前崎市 御前崎小 （市）259号線
路肩が無くなる区間（L=約60m）について歩道整備を
検討する。小学校から自衛隊入口までグリーンベルト
を設置する。通学路を一時的に公園内とする。

道路管理者（市） ○

677 袋井 御前崎市 白羽小
（市）119号線
（市）256号線

交差点内部にカラ―舗装、市道256号線へ「学童注
意」の道路標示を設置する。交差点付近の薄くなった
区画線を再設置する。

道路管理者（市） ○

678 袋井 菊川市 小笠東小 （市）赤土線 登校班への安全指導。 教育委員会 ○

679 袋井 菊川市 小笠東小 （市）赤土線 民地所有者へお願いする。 教育委員会 ○

680 袋井 菊川市 小笠東小 （市）嶺田川上線 通過車両への注意喚起。 教育委員会 ○
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681 袋井 菊川市 小笠東小 （市）棚草目木線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

682 袋井 菊川市 小笠北小 （市）西29号線 通行車両への注意喚起。 教育委員会 ○

683 袋井 菊川市 小笠北小 （市）嶺田川上線 通行車両への注意喚起。 教育委員会 ○

684 袋井 菊川市 六郷小 （市）池通り線 通行車両への注意喚起。 教育委員会 ○

685 袋井 菊川市 内田小 （市）政所線 ガードレールの設置。 道路管理者（市） ○

686 袋井 菊川市 内田小 （市）段平尾１号線 転落防止柵の設置。 道路管理者（市） ○

687 袋井 菊川市 内田小 （主）吉田大東線
現在の事業区間が完了した後、道路拡幅及び歩道の整
備を地元や関係機関と調整していく。

道路管理者(県) ○

688 袋井 菊川市 横地小 （市）三沢本線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

689 袋井 菊川市 横地小 （市）久保之谷線 塗替え対策事業として順番に補修していく。 警察 ○

690 袋井 菊川市 横地小 （市）三沢本線 施設補修をしていく。 道路管理者（市） ○

691 袋井 菊川市 横地小 （市）加茂横地線 横断歩道の塗り直し。 警察 ○

692 袋井 菊川市 横地小 （市）紺屋敷山王前線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

693 袋井 菊川市 横地小 （市）大須賀金谷線 順番に転落防止柵の設置。 道路管理者（市） ○ ○

694 袋井 菊川市 横地小 （市）大須賀金谷線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○
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695 袋井 菊川市 横地小 （市）大須賀金谷線 順番に転落防止柵の設置。 道路管理者（市） ○

696 袋井 菊川市 横地小 （市）大須賀金谷線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

697 袋井 菊川市 横地小 （市）大須賀金谷線 順番に転落防止柵の設置。 道路管理者（市） ○

698 袋井 菊川市 横地小 （市）大須賀金谷線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

699 袋井 菊川市 加茂小 （市）白岩下西袋線 コンクリート舗装の検討。 道路管理者（市） ○

700 袋井 菊川市 加茂小 （主）掛川浜岡線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

701 袋井 菊川市 加茂小 （市）白岩下長池線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

702 袋井 菊川市 加茂小 （市）西袋野添線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

703 袋井 菊川市 加茂小 （市）菊中前小川端線 排水不良対策工事を先行して行う予定。 道路管理者（市） ○

704 袋井 菊川市 加茂小 （市）小川端線 通行車両への注意喚起。 教育委員会 ○

705 袋井 菊川市 堀之内小 （市）柳坪１号線
登校指導の徹底。
木の所有者への伐採の依頼。（対策済）

道路管理者（市） ○

706 袋井 菊川市 河城小 （市）居沼西田線
平成26年12月吉田大東線供用開始予定。
登校指導の徹底

教育委員会 ○

707 袋井 菊川市 河城小 （主）吉田大東線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○
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708 袋井 菊川市 河城小 （主）吉田大東線
地元と優先順位を協議し、緊急度に応じた整備を検討
していく。

道路管理者(県) ○

709 袋井 菊川市 岳洋中 （一）大東菊川線
通行車両への注意喚起。
外側線等引き直し。

教育委員会
道路管理者(県)

○

710 袋井 菊川市 岳洋中 （市）岳洋通り線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

711 袋井 菊川市 岳洋中 （主）掛川浜岡線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

712 袋井 菊川市 岳洋中 （主）相良大須賀線 通学路の変更を検討。 教育委員会 ○

713 袋井 菊川市 岳洋中 （市）井矯堂線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

714 袋井 菊川市 菊川西中 （主）吉田大東線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

715 袋井 菊川市 菊川西中 （市）白岩下西袋線 登校指導の徹底。 教育委員会 ○

716 袋井 菊川市 菊川東中 （市）半済小出線 対策方法を検討中。 道路管理者（市） ○

717 袋井 森町 飯田小 （町）中飯田線 外側線の設置 道路管理者（町） ○

718 袋井 森町 飯田小 （町）戸綿杭瀬ヶ谷線 グリーンベルトの設置 道路管理者（町） ○

719 袋井 森町 飯田小 （主）袋井春野線
老朽化したガードレールの点検
ガードレールの設置位置の変更による歩行空間の確保

道路管理者（県） ○

720 袋井 森町 宮園小 （主）焼津森線 歩行者優先の表示（路面又は標識） 道路管理者（県） ○

721 袋井 森町 宮園小 （町）円田森駅線 通学路であることの注意看板の設置 道路管理者（町） ○
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722 袋井 森町 宮園小 （一）山梨一宮線
外側線も引き直しを行い、車道部を狭め、歩行空間と
なる路肩を拡張する。併せて、グリーンベルトの設
置。

道路管理者（県） ○

723 袋井 森町 宮園小 （主）焼津森線
谷中橋北の町道までの部分について官地内で歩行空間
の確保を図る。

道路管理者（県） ○ ○ ○

724 袋井 森町 宮園小 （主）焼津森線 横断歩道の再塗装 警察 ○

725 袋井 森町 宮園小 （主）焼津森線 横断歩道の再塗装 警察 ○

726 袋井 森町 森小 （町）新田赤松線 ストップマークと外側線の設置 道路管理者（町） ○

727 袋井 森町 森小 （町）周智高校線
一時的な通学路の変更（工事期間）
長期的には安全な通学路を確保するため歩道整備する
こと。

道路管理者（町） ○ ○

728 袋井 森町 森小
（町）駅前下宿線
（町）栄町東５号線

「速度落とせ」の道路表示 道路管理者（町） ○

729 袋井 森町 三倉小 （町）三倉郵便局前線 【警察】「止まれ」の路面表示 警察 ○

730 袋井 森町 三倉小 （主）袋井春野線 【警察】薄くなったダイヤマークの再塗装 警察 ○

731 浜松 湖西市 鷲津小 （市）横須賀橋郷北線 踏切接続道路に歩行者通路の設置 道路管理者（市） ○

732 浜松 湖西市 鷲津小 （市）大畑ヶ小名川線
区画線の設置
ポストコーンによる歩行者溜まりの設置

道路管理者（市） ○

733 浜松 湖西市 鷲津小 （市）古見一ノ宮線
舗装補修
区画線の引き直し

道路管理者（市） ○

734 浜松 湖西市 白須賀小 （市）宿北東4号線 溝蓋、デリネーターの設置 道路管理者（市） ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

735 浜松 湖西市 白須賀小 （一）湖西東細谷線 路面標示の設置 道路管理者（県） ○

736 浜松 湖西市 白須賀小 （一）湖西東細谷線 区画線の引き直し 道路管理者（県） ○

737 浜松 湖西市 白須賀小 （一）湖西東細谷線 接続市道に路面標示の設置 道路管理者（市） ○

738 浜松 湖西市 東小 （市）日の岡入出知波田線
区画線の引き直し
カラー舗装の設置

道路管理者（市） ○

739 浜松 湖西市 東小 （市）的場弁天線 区画線の引き直し 道路管理者（市） ○

740 浜松 湖西市 東小 （市）大口岡1号線
カラー舗装の設置
警戒標識の設置

道路管理者（市） ○

741 浜松 湖西市 岡崎小 （一）新所原停車場日の岡線 歩道整備事業を実施中 道路管理者（県） ○ ○ ○

742 浜松 湖西市 岡崎小 （市）大森新道線 歩道整備事業を実施中 道路管理者（市） ○ ○ ○

743 浜松 湖西市 岡崎小 （一）新所原停車場日の岡線 歩道整備事業を実施中 道路管理者（県） ○ ○ ○

744 浜松 湖西市 岡崎小 （主）豊橋湖西線 児童への注意喚起 学校 ○

745 浜松 湖西市 知波田小 （国）301号 道路改良工事実施中（バイパス） 道路管理者（県） ○ ○ ○

746 浜松 湖西市 知波田小 （国）301号 グリーンベルトの設置 道路管理者（県） ○

747 浜松 湖西市 知波田小 （市）居下前上小路線 区画線、グリーンベルトの設置 道路管理者（市） ○

748 浜松 湖西市 知波田小 （市）青平松見ヶ浦荘苑線 カラー舗装の設置 道路管理者（市） ○



【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

NO 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体 H26 H27 H28以降

対策実施年度（予定）

H27.3.18現在

749 浜松 湖西市 知波田小 （市）大知波青平線
区画線の設置
グリーンベルトの設置

道路管理者（市） ○

750 浜松 湖西市 新居小 （市）浜名15号線 カラー舗装の設置 道路管理者（市） ○

751 浜松 湖西市 新居小 （市）中之郷88号線 区画線、ポストコーンにより交差角度を変更する。 道路管理者（市） ○

752 浜松 湖西市 新居小 （市）中之郷本線
警戒看板の設置
ポストコーンの設置

道路管理者（市） ○

752 箇所


