
静岡県GIS

【下田市】下田小学校区（H28要対策箇所）

：要対策箇所

：通学路

【対策検討メンバー】下田市教育委員会、下田小学校、下田市建設課、下田警察署、広岡西区長

【別紙③】【別紙③】

下 田 小下 田 小

№１
(一)下田港線
＜危険の状況＞
・歩行空間が確保されておらず、危険性が高い。

＜対策（案）＞
・【学校】児童に対し交通安全指導を実施する。
・【県道路管理者】両側歩道を設置する。

№２
(国)１３６号
＜危険の状況＞
・歩行空間が確保されておらず、危険性が高い。

＜対策（案）＞
・【学校】児童に対し交通安全指導を実施する。
・【県道路管理者】両側歩道を設置する。



【沼津市】愛鷹小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】沼津市教育委員会、愛鷹小学校、愛鷹中学校、 沼津市維持管理課、沼津市地域自治課、沼津警察署

【別紙③】【別紙③】

愛鷹小愛鷹小

静岡県ＧＩＳ

愛鷹中愛鷹中

№４
路線名：市道0119号線
＜危険の状況＞
・運転手から見通しが悪く、横断歩道を渡る生徒

が見えにくいため危険である。
＜対策内容＞
・【警察】横断歩道移設。
・【市道路管理者】歩行者溜まりの整備。

№３
路線名：市道1337号線
＜危険の状況＞
・外側線がなく歩道が確保されていないため危険

である。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線、グリーンベルトの設

置。

№７
路線名：市道0119号線
＜危険の状況＞
・運転手から見通しが悪く、横断歩道もないため

横断時に危険である。
＜対策内容＞
・【警察】横断歩道移設。
・【市道路管理者】歩道の切りさげ、歩行者溜ま

りの整備。

№５
路線名：市道1354号線
＜危険の状況＞
・外側線がなく歩道が確保されていないため危険

である。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線、グリーンベルトの設

置。



【沼津市】愛鷹小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】沼津市教育委員会、愛鷹小学校、愛鷹中学校、 沼津市維持管理課、沼津市地域自治課、沼津警察署

【別紙③】【別紙③】

愛鷹小愛鷹小

静岡県ＧＩＳ

№６
路線名：認定外市道
＜危険の状況＞
・側溝に蓋がなく、生徒が落下する危険がある。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】転落防止柵の設置。

№９
路線名：市道0105号線
＜危険の状況＞
・信号機はあるが、見通しは悪くスピードが出や

すい道路のため横断時に不安を感じる。
＜対策内容＞
・【警察】信号機のLED化。
・【市道路管理者】路面標示の設置、注意看板の

設置。



【沼津市】愛鷹小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】沼津市教育委員会、愛鷹小学校、愛鷹中学校、 沼津市維持管理課、沼津市地域自治課、沼津警察署

【別紙③】【別紙③】

№８
路線名：市道1328号線

市道0118号線
＜危険の状況＞
・車両通過台数が多くスピードが出やすい道路の

ため横断時に危険である。
＜対策内容＞
・【警察】信号機の設置。
・【市道路管理者】区画線による交差点改良。

静岡県ＧＩＳ



【沼津市】門池小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】沼津市教育委員会、門池小学校、 沼津市維持管理課、沼津市地域自治課、沼津警察署

【別紙③】【別紙③】

静岡県ＧＩＳ

№１０
路線名：主要地方道三島富士線
＜危険の状況＞
・車両通過台数が多くスピードが出やすい道路の

ため横断時に危険である。歩行者溜まりもない
ため危険である。

＜対策内容＞
・【県道路管理者】路面標示の設置。

№１１
路線名：主要地方道三島富士線、市道0219号線

市道1905号線、市道3018号線
＜危険の状況＞
・五叉路交差点であり、また車両通過台数が多く

スピードが出やすい道路のため横断時に危険で
ある。

＜対策内容＞
・【警察】横断歩道の位置変更、信号機の設置。
・【県道路管理者】路面標示の設置、外側線路面

標示の補修。
・【市道路管理者】区画線による交差点改良。



【沼津市】大岡小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】沼津市教育委員会、大岡小学校、 沼津市維持管理課、沼津市地域自治課、沼津警察署

【別紙③】【別紙③】

大岡小大岡小

静岡県ＧＩＳ

№１２
路線名：市道0267号線
＜危険の状況＞
・踏切が狭く、歩道もないため危険である。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】歩行者通行帯の確保。



【沼津市】第三小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】沼津市教育委員会、第三小学校、 沼津市維持管理課、沼津市地域自治課、沼津警察署

【別紙③】【別紙③】

愛鷹小愛鷹小

№１３
路線名：市道0106-2号線
＜危険の状況＞

・生徒が利用する歩道橋で、錆が各所にみられる。
毎日、利用しているため安全な橋か不安に感じる。

＜対策内容＞
・【市道路管理者】横断歩道橋の補修。

静岡県ＧＩＳ



【沼津市】金岡小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】沼津市教育委員会、金岡小学校、 沼津市維持管理課、沼津市地域自治課、沼津警察署

【別紙③】【別紙③】

金岡小金岡小

静岡県ＧＩＳ

№１４
路線名：市道0232号線
＜危険の状況＞

・車両通過台数が多くスピードが出やすい道路で
あり、また自転車歩行者の通行量が比較的多い
箇所であるが、歩道幅員が確保されておらず危
険である。

＜対策内容＞
・【市道路管理者】歩行者通行帯、自転車通行帯

の確保。



【裾野市】西小学校区（H28要対策箇所）
【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、裾野市危機管理課、裾野警察署、裾野市建設管理課

：通学路

：要対策箇所

No.16
市道2038号線

＜危険状況＞

・自転車のスピードが出てしまい衝突の恐れが

ある

＜対策＞

・【市教育委員会】学校での交通安全指導

・【市危機管理課】ガードレールに貼れる様な注

意看板について調査し設置

No.17
市道2023号線

＜危険状況＞

・朝の時間は交通量が多く危険である。

＜対策＞

・【警察】横断歩道の設置

・【市道路管理者】ポールコーンの検討

No.15
市道2‐17号線

＜危険状況＞

・歩道が狭い

＜対策＞

・【市危機管理課】ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄが途切れて

いる箇所を設置

No.18
市道2‐11号線

＜危険状況＞

・一旦停止することもなく飛び出してしまい事故があっ

た。

＜対策＞

・【市教育委員会】学校での交通安全指導

・【市危機管理課】外側線の設置・カラー舗装の検討

静岡県



【裾野市】深良小学校区（H28要対策箇所）
【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、裾野市危機管理課、裾野警察署、裾野市建設管理課

：通学路

：要対策箇所

No.19
市道1‐4号線

＜危険状況＞

・スピードを出す車が多く、ラインが消えかけていて危険

＜対策＞

・【市危機管理課】外側線の設置

・【警察】センターライン（追越禁止）設置検討中

静岡県GIS



【裾野市】富岡第一小学校区（H28要対策箇所）
【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、裾野市危機管理課、裾野警察署、裾野市建設管理課

：通学路

：要対策箇所

No.21
市道1‐9号線

＜危険状況＞

・登校時は通勤者の裏道となっていて、交通量が多い。

速度もかなりの速さで出ているため危険が多い

＜対策＞

・【市危機管理課】横断歩道を渡る際の旗の設置

・【市教育委員会】安全歩行指導

No.20
県道富士裾野線

＜危険状況＞

・側溝に蓋をした狭い歩道。信号の待機場所

が狭い。高学年が低学年の手を引いたり、傘

をさしたりすると道路にはみ出て危険。

＜対策＞

・【警察】横断歩道の補修

・【市教育委員会】左右の確認の徹底

No.22
市道1‐11号線

＜危険状況＞

・信号を渡る際の待機場所が狭い。

＜対策＞

・【市道路管理者】ポールコーンの設置

・【市教育委員会】横断歩道の渡り方について指導

・【市危機管理課】ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置、注意看板の設置

静岡県



【裾野市】富岡第二小学校区（H28要対策箇所）
【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、裾野市危機管理課、裾野警察署、裾野市建設管理課

：通学路

：要対策箇所

No.24
市道2320号線

＜危険状況＞

・道路の入り口が狭く児童と車両が接触する危険がある。

＜対策＞

・【市建設課】新規路線を施工し、既存の道路には須山街

道から車が入れないように車止めを設置し安全を図る。

No.23
市道3172号線

＜危険状況＞

・路側帯はあるが、狭く危険。

＜対策＞

・【市建設課】歩道の拡幅

静岡県



【裾野市】向田小学校区（H28要対策箇所）
【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、裾野市危機管理課、裾野警察署、裾野市建設管理課

：通学路

：要対策箇所

No.25
市道1432号線

＜危険状況＞

・横断歩道がなく、抜け道として利用する車が多く危険。

＜対策＞

・【警察】横断歩道の設置

No.26
市道2‐16号線

＜危険状況＞

・道幅が狭く、道路に出ないといけなくて危ない

＜対策＞

・【市道路管理者】区画線設置。水路敷きを施工し、道路

に出なくてもいいように施工。

No.28
市道1426号線

＜危険状況＞

・ネットの簡易ﾌｪﾝｽになっている。

＜対策＞

・【市道路管理者】転落防止柵を設置

No.27
市道1473号線

＜危険状況＞

・橋と防護柵の間に隙間があって危険

＜対策＞

・【市道路管理者】防護柵を伸ばして転落しないように対応

静岡県



【裾野市】千福が丘小学校区（H28要対策箇所）
【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、裾野市危機管理課、裾野警察署、裾野市建設管理課

：通学路

：要対策箇所

No.29
市道1‐19号線

＜危険状況＞

・商店街からメイン道路に出る2本の道から通勤で出る車

が多い。街路樹で道路が見えにくいので、登校時歩道を

またぎながら出る車が多い。

＜対策＞

・【市道路管理者】街路樹の伐採

静岡県



【裾野市】須山小学校区（H28要対策箇所）
【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、裾野市危機管理課、裾野警察署、裾野市建設管理課

：通学路

：要対策箇所

No.31
国道469号
＜危険状況＞

・人通りも少なく、森に囲まれており、カーブ

もある為見通しが悪い。街路灯も少なく、防

犯上危険。

＜対策＞

・【区】防犯灯の設置

No.30
国道469号
＜危険状況＞

・交差点の立ち位置までガードレールが無く

危険

＜対策＞

・【県】ガードレール設置検討

静岡県



【裾野市】南小学校区（H28要対策箇所）
【対策検討メンバー】裾野市教育委員会、裾野市危機管理課、裾野警察署、裾野市建設管理課

：通学路

：要対策箇所

No.33
市道1016号線

＜危険状況＞

・柵が無くて危険。

＜対策＞

・【市建設課】水路を暗渠にして歩道を広くする。

No.32
市道1741号線

＜危険状況＞

・グレーンベルトが無く危険。

＜対策＞

・【市危機管理課】ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置

静岡県



【長泉町】長泉小学校区（H２８要対策箇所）

静岡県GIS

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】長泉小学校、長泉町こども育成課、建設計画課、工事管理課、地域防災課、裾野警察署

【別紙④】【別紙④】

No.34
路線名：町道129号線、町道131号線
＜危険の状況＞
・道路幅員が狭く歩道がない。
・隣地は畑で段差があるが柵等はなく転落の危

険がある。
＜対策内容＞
・【町道路管理者】都市計画道路の整備による

歩道設置

長泉小長泉小



【富士宮市】上井出小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、上井出小学校、富士宮市道路課、富士宮市市民生活課、富士宮警察署

【別紙③】【別紙③】

静岡県GIS

№35
路線名：市道上井出49号線
＜危険の状況＞
・道路側溝が整備されていない為、雨天時通学が困難であること

から側溝整備要望。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】H27年度に一部道路側溝を設置し対応。来年度

以降、引き続きの道路側溝整備を実施予定。

市立上井出小学校市立上井出小学校

№36
路線名：市道桟敷中井出線
＜危険の状況＞
・児童が安全に横断できるよう横断歩道を設置要望。

＜対策内容＞
・【市道路管理者】横断歩道の設置条件である歩

行者たまりが確保できない為、来年度以降セン
ラーライン及び西側外側線の位置を調整し、歩
行帯の整備を検討。



【富士宮市】大富士小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、大富士小学校、富士宮市道路課、富士宮市市民生活課、富士宮警察署、地域住民（区長）

【別紙③】【別紙③】

静岡県GIS

№37
路線名：市道宮原万野線
＜危険の状況＞
・交通量が多く横断中の危険性が高い為、押しボタン式信号機の横

断歩道を設置してもらいたい

＜対策内容＞
・【警察】現在小学校前に押しボタン式信号機があるが、通学
路の変更にあわせて要望箇所に移設を検討。

市立大富士小学校市立大富士小学校

押しボタン式信号機設置箇所



【富士宮市】人穴小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】人穴小学校、富士宮市道路課、富士宮市市民生活課、富士宮警察署、地域住民（区長）

【別紙③】【別紙③】

静岡県GIS

№38
路線名：主要地方道清水富士宮線
＜危険の状況＞
・道路幅員が狭く、交通量も多いので危険

＜対策内容＞
・【県道路管理者】側溝が用水路である為市河川課と協議し側溝

蓋設置等の路肩拡幅工事予定。



【富士宮市】富士根北小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、富士根北小学校、 富士根北中学校、富士宮市道路課、富士宮市市民生活課、富士宮警察署、市議会議員

【別紙③】【別紙③】

静岡県GIS

№39
路線名：市道粟倉石原線
＜危険の状況＞
・交通量が多く、道路が蛇行し林により暗く見通しが悪い為危険。

＜対策内容＞
・【市道路管理者】来年度以降、歩車道分離標の設置及び外側

線の修正を行い、歩行帯の確保を検討。



【富士宮市】富士根南小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、富士根南小学校、富士宮市道路課、富士宮市市民生活課、富士宮警察署

【別紙③】【別紙③】

静岡県GIS

№40
路線名：市道小泉16号線
＜危険の状況＞
・道幅が狭く、用水に児童が転落する恐れがあり危険

＜対策内容＞
・【市道路管理者】富士根地区の他の要望箇所の工事完了後、

改良工事を検討。

市立富士根南
小学校

市立富士根南
小学校



【富士宮市】貴船小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】貴船小学校、富士宮市道路課、富士宮市市民生活課、富士宮警察署、地域住民（区長）

【別紙③】【別紙③】

静岡県GIS

市立貴船小学校市立貴船小学校

№41
路線名：市道大中里安居山線
＜危険の状況＞
・地元住民より、道路が狭いうえ交通量も多く、
大型車がすれ違う場合歩行者が危険である。

＜対策内容＞
・【市道路管理者】来年度以降、退避所の設

置を検討。
・【学校】来年度PTAでグリーンベルトの設

置を検討。



【富士宮市】西小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、西小学校、富士宮市道路課、富士宮市市民生活課、富士宮警察署、地域住民（区長）

【別紙③】【別紙③】

№42
路線名：市道大中里安居山線
＜危険の状況＞
・交通量が多く道路幅員も狭いため通行する児童が危険であ
るためグリーンベルトの設置要望。

＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線移動、グリーンベルト設置

静岡県GIS

№42
路線名：市道大中里安居山線
＜危険の状況＞
・交通量が多く道路幅員も狭く歩道が確保されて
いない為危険。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】来年度以降外側線の修繕

を行い歩行帯を確保する。

至 西小



【富士宮市】西小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】富士宮市教育委員会、西小学校、富士宮市道路課、富士宮市市民生活課、富士宮警察署、地域住民（区長）

【別紙③】【別紙③】

市立西小学校市立西小学校

№43
路線名：市道大中里沼久保線
＜危険の状況＞
・交通量が多く、北側歩道を通行するための横断歩

道は、林で見通しが悪く危険である。この為南側に
歩道を設置し見通しの良い横断歩道を渡らせたい。

＜対策内容＞
・【市道路管理者】今後優先度等を精査し検討。

静岡県GIS

見通しが良い横断歩道

見通しが悪い横断歩道



【富士宮市】富士宮第三中学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】富士宮第三中学校、富士土木事務所、富士宮市道路課、富士宮市市民生活課、富士宮警察署、

【別紙③】【別紙③】

市立富士宮第三中学校市立富士宮第三中学校

静岡県GIS

№45
路線名：主要地方道富士宮芝川線
＜危険の状況＞
【・カーブが連続し道幅が狭く歩道がない為危険。
＜対策内容＞
・【県道路管理者】H32年度以降工事予定。

№44
路線名：主要地方道富士宮芝川線
＜危険の状況＞
【・交通量が多く歩道が片側しかないため危険である。

＜対策内容＞
・【県道路管理者】現在着工中の同一路線の拡幅工

事後検討。



静岡県ＧＩＳ

【富士市】富士第二小学校区（H28要対策箇所）
【対策検討メンバー】富士市教育委員会、富士第二小学校、富士市道路維持課、富士警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

学校区域図

富士第二小富士第二小

№46
路線名：市道横割四丁目4号線
＜危険の状況＞
・道路が狭く車両通過速度も速いため危険である。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】外側線の引き直し。
・【警察】速度規制の塗り直し。

№47
路線名：市道十兵衛新宿1号線
＜危険の状況＞
・学校の近くで通学児童が多く、交通量の多い交

差点があるため危険である。
＜対策内容＞
・【市道路管理者】クロスマークの設置。
・【警察】速度路面表示の修繕



【焼津市】焼津東小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

焼津東小焼津東小

№50
路線名：市道焼津橋東小学校線
＜危険の状況＞
・信号のない広い交差点で、交通量が多い。
＜対策内容＞
・路面表示について協議検討
・児童への通行注意指導

№48
路線名：市道普門寺線線
＜危険の状況＞
・一時停止の車が横断歩道で停止するため危ない。
＜対策内容＞
・「止まれ」表示の引き直し
・児童への通行注意指導
・一時停止規制の取締り強化

静岡県ＧＩＳ

№49
路線名：市道塩津高架橋東上線線
＜危険の状況＞
・３方向から車が来る。特に、トンネルから急に

車が来るので危険
＜対策内容＞
・一時停止規制の取締り強化
・十字マーク等の引き直し
・児童への通行注意指導



【焼津市】焼津西小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

焼津西小焼津西小

№53
路線名：市道鰯ケ島八楠線
＜危険の状況＞
・道路を横切る車が多いため、歩道を歩いている

児童と車が交錯する。
＜対策内容＞
・歩行者横断指導線設置

№51
路線名：県道上青島焼津線線
＜危険の状況＞
・通学児童が１回の信号では渡りきれず、見守り

隊の誘導無しでは危険である。
＜対策内容＞
・児童への通行注意指導

静岡県ＧＩＳ

№52
路線名：市道鰯ヶ島八楠線（塩津地下道）
＜危険の状況＞
・利用する児童数が多く、広がってしまい、自転

車との交差が危険である。
＜対策内容＞
・児童への通行注意
・歩行者と自転車の分離対策について検討

№54
路線名：市道大覚寺二丁目八号線ほか
＜危険の状況＞
・児童数が増加し、車の通行量も多いため、交差

点の横断が危険である。
＜対策内容＞
・児童への通行注意指導

№55
路線名：市道三ヶ名小屋敷線
＜危険の状況＞
・交通量が多く、横断歩道を渡る際に危険である。
＜対策内容＞
・外側線変更、グリーンベルト設置



【焼津市】焼津南小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

№56
路線名：市道焼津南小学校北線
＜危険の状況＞
・通学路で一方通行の道である。狭い道路ではあ

るが車も頻繁に通り危険もある。また、道路上
の止まれの文字や線などが薄れている。

＜対策内容＞
・一時停止線（自転車）の引き直し
・「止まれ」「十字・Ｔ字マーク」等の引き直し

静岡県ＧＩＳ

焼津南小焼津南小



【焼津市】豊田小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

№58
路線名：市道豊田焼津線
＜危険の状況＞
・グリーンベルトはあるが、交通量が多く、車と

すれ違う際に危険である。
＜対策内容＞
・児童への通行注意
・法定外表示の検討（減速マーク等）

№59
路線名：市道五ヶ踏切北線線
＜危険の状況＞
・道路が狭く児童が水路へ転落する。
＜対策内容＞
・水路の暗渠化

静岡県ＧＩＳ

№57
路線名：市道東名側大覚寺小土東線線
＜危険の状況＞
・信号待ちの際、歩行者だまりが狭いため、登下

校時に、児童が車道に出てしまったり、五叉路
横の田圃に落ちてしまったりすることがある

＜対策内容＞
・歩行者たまり強調表示（グリーンベルト）
・ポストコーン増設

豊田小豊田小



【焼津市】小川小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

小川小小川小

№60
路線名：市道黒石川下川原橋北線
＜危険の状況＞
・交差点の向かって左側（下校時）にのみ横断歩

道あり。塀があり、左方向の見通しが悪い。
＜対策内容＞
・児童への通行注意指導
・一時停止線の設置

№62
路線名：小川庚申堂北線線
＜危険の状況＞
・五叉路であり、交通事故が発生し危険である。
＜対策内容＞
・交差点カラー舗装

静岡県ＧＩＳ

№61
路線名：市道学校西橋南北線線
＜危険の状況＞
・道幅が狭く信号機はないが、交通量が多い。こ

こを分岐として児童が北・西へと分かれる。歩
道を示す区画線がほぼ消えている。

＜対策内容＞
・止まれ表示の引き直し
・一時停止線の引き直し



【焼津市】東益津小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

東益津小東益津小

№65
路線名：市道高崎東名添東線
＜危険の状況＞
・日中でも路上駐車の車あり。車を避けて通行し

なければならず危険である。
＜対策内容＞
・駐車禁止交通指導

№66
路線名：市道東益津学校脇線線
＜危険の状況＞
・複雑な交差点であるが、信号機がないため危険

である。
＜対策内容＞
・外側線引き直し等を検討

静岡県ＧＩＳ

№67
路線名：市道浜当目松前道下線線
＜危険の状況＞
・アスファルトの剥離・高架から水が漏れている。
＜対策内容＞
・舗装・外側線・グリーンベルト補修の検討

№64
路線名：市道当目花沢線線
＜危険の状況＞
・交通量が多い。朝通勤時にスピードを出してい

る車が多く危険である。
＜対策内容＞
・「横断歩道」標識の移設
・児童への通行注意指導

№63
路線名：市道当目橋南吉花橋線

（浜当目一丁目歩道橋）線
＜危険の状況＞
・タイルがはがれている。雨天時滑りやすく危険

である。歩道橋自体が老朽化している。
＜対策内容＞
・破損箇所の修繕



【焼津市】港小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

港小港小

№70
路線名：市道小川島田幹線
＜危険の状況＞
・東西、南北（志太海岸線）とも交通量が多い。

そこに出る道路の見通しが悪い。
＜対策内容＞
・歩車道境界ブロック等の設置を検討

№68
路線名：市道石津向町西川上線線
＜危険の状況＞
・道幅が狭く、通学路の歩道も狭いため、通行の

自動車との距離が十分取れない。
＜対策内容＞
・通学路変更の検討
・外側線（巻き込み）設置および歩行者たまりの

設置を検討
・外側線設置後の状況を見て、ポストコーン設置

静岡県ＧＩＳ

№69
路線名：県道焼津大井川線線
＜危険の状況＞
・県道焼津大井川線の青信号が長く、待ちきれず

に横断してしまう児童がいる。
＜対策内容＞
・信号時間の調整



【焼津市】大井川東小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

静岡県ＧＩＳ

№71
路線名：市道0108号線線
＜危険の状況＞
・通行速度が速く危険な交差点である。
＜対策内容＞
・交差点改良による交通安全対策検討

大井川東小大井川東小



【焼津市】大井川西小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

静岡県ＧＩＳ

№75
路線名：市道1098号線線
＜危険の状況＞
・スピードを出して通過する車両が多く危険
＜対策内容＞
・グリーンベルト等の設置

№73
路線名：市道1160号線線
＜危険の状況＞
・スマートインター開通で以前にまして交通量が

増加している。地域の保護者からも不安の声が
届いている。

＜対策内容＞
・児童への通行注意指導
・止まれ、強調表示の設置

№72
路線名：市道1740号線線
＜危険の状況＞
・田と歩道との境目にガードレールなどがないた

め危険。以前、田に落ちた子もいた。
＜対策内容＞
・児童への通行注意指導
・ポストコーン設置

№74
路線名：市道1077号線線
＜危険の状況＞
・スマートインター開通で以前にまして交通量が

増加している。地域の保護者からも不安の声が
届いている。

＜対策内容＞
・児童への通行注意指導
・樹木の剪定指導
・路面表示検討

大井川西小大井川西小



【焼津市】大井川南小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】焼津市学校教育課、焼津警察署、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津市くらし安全課、土木管理課、河川課、道路課

【別紙③】【別紙③】

静岡県ＧＩＳ

№76
路線名：市道0202号線
＜危険の状況＞
・押しボタン式の信号の押しボタンのある場所が

狭く、トラックの通りも激しいため危険である。
＜対策内容＞
・児童への通行注意指導
・ポストコーンの設置

大井川南小大井川南小



【藤枝市】大洲小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、大洲小学校、島田土木事務所工事２課、藤枝市道路課、忠兵衛町内会長、善左衛門下町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

大洲小大洲小

静岡県ＧＩＳ

№78
路線名：市道前島善左衛門線
＜危険の状況＞
・抜け道になっており、スピードを出してくる車
が多く危険。

＜対策内容＞
・【道路管理者】交差点カラー舗装

カーブミラー設置

№77
路線名：県道善左衛門藤枝停車場線

県道島田大井川線
＜危険の状況＞
・県道の交差点に、歩道が無く歩行者通行が危険。
＜対策内容＞
・【道路管理者】交差点改良事業、歩道整備事業



【藤枝市】高洲南小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、高洲南小学校、藤枝市道路課、兵太夫南町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

高洲南小高洲南小

静岡県ＧＩＳ

№79
路線名：市道高洲大東町線
＜危険の状況＞
・道幅が狭く曲がっているため危険。
＜対策内容＞
・【道路管理者】交差点カラー舗装
・【公安委員会】停止線の塗り直し



【藤枝市】高洲小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、高洲小学校、藤枝市道路課、兵太夫下町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

高洲小高洲小

静岡県ＧＩＳ

№80
路線名：市道２地区２２２号線
＜危険の状況＞
・水路にふたが無く、道幅も狭く危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】溝蓋設置工事の実施



【藤枝市】青島小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、青島小学校、島田土木事務所工事２課、藤枝市道路課、瀬戸町内会長、瀬戸新屋町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

青島小青島小

静岡県ＧＩＳ

№81
路線名：県道上青島焼津線
＜危険の状況＞
・路肩が幅員が狭く歩行者通行が危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】交差点改良事業

歩道空間整備事業

№82
路線名：市道４地区６２号線
＜危険の状況＞
・歩道内に開渠があり歩行者が危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】歩道整備事業



【藤枝市】青島小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、青島小学校、藤枝市道路課、前島上東町内会長、前島上西町内会長、前島仲町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

青島小青島小

静岡県ＧＩＳ

№83
路線名：市道３地区３１１号線
＜危険の状況＞
・交通量が多く道幅も広く危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】横断歩道の強調表示、

止まれの引き直しと強調表示
・【公安委員会】停止線の塗り直し

№84
路線名：市道３地区３６３号線
＜危険の状況＞
・交通量が多く混雑する場所であり危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】横断歩道の強調表示



【藤枝市】青島東小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、青島東小学校、藤枝市道路課、志太第１町内会長、志太第２町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

青島東小青島東小

静岡県ＧＩＳ

№85
路線名：市道７地区６０号線
＜危険の状況＞
・交通量が多く歩道が整備されてないため危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】グリーンベルト設置工事



【藤枝市】西益津小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、西益津小学校、島田土木事務所工事２課、藤枝市道路課、田中一丁目町内会長、田中二丁目町内会長、郡１町内会長、郡２町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

西益津小西益津小

静岡県ＧＩＳ

№87
路線名：県道島田岡部線
＜危険の状況＞
・変則的な交差点であり交通量も多く危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】交差点改良工事の実施

№86
路線名：県道大富藤枝線
＜危険の状況＞
・信号と太陽が重なり信号機に気付かなく危険
＜対策内容＞
・【公安委員会】予告信号機の設置検討中
・【道路管理者】信号機予告看番の設置



【藤枝市】広幡小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、広幡小学校、島田土木事務所工事２課、藤枝市道路課、八幡町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

広幡小広幡小

静岡県ＧＩＳ

№88
路線名：県道島田岡部線

県道藤枝静岡線
＜危険の状況＞
・変則的な交差点であり交通量も多く危険
＜対策内容＞
【道路管理者】交差点改良工事の実施

№89
路線名：市道５地区１３８号線
＜危険の状況＞
・車の通りが激しく危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】横断歩道の強調表示
・【公安委員会】横断歩道予告表示の塗り直し



【藤枝市】藤枝小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、藤枝小学校、藤枝市道路課、五十海西町内会長、市部第２町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

藤枝小藤枝小

№90
路線名：市道６地区１７２号線

市道６地区１７６号線
＜危険の状況＞
・見通しが悪く交通量も多く危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】交差点カラー舗装

カーブミラーの設置

№91
路線名：市道５地区１８号線
＜危険の状況＞
・路肩が狭く危険である
＜対策内容＞
・【道路管理者】道路整備工事



【藤枝市】藤岡小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、藤岡小学校、藤枝市道路課、藤岡三丁目町内会長、藤岡四丁目町内会長、藤岡五丁目町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

藤岡小藤岡小

静岡県ＧＩＳ

№92
路線名：市道５地区８２号線

市道５地区６７号線
＜危険の状況＞
・見通しが悪く事故が多発している。
＜対策内容＞
・【道路管理者】交差点カラー舗装

止まれの塗り直し

№93
路線名：市道５地区１２６号線

市道５地区１２０号線
＜危険の状況＞
・スピードを落とさずに交差点を通過する
＜対策内容＞
・【道路管理者】交差点カラー舗装
・【公安委員会】一旦停止の設置検討中

№94
路線名：市道５地区４０８号線

市道５地区１１０号線
＜危険の状況＞
自転車で下り坂をスピードを出すので危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】交差点のカラー舗装



【藤枝市】西北小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、西北小学校、島田土木事務所工事２課、藤枝市道路課、白藤町内会長、西方町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

西北小西北小

静岡県ＧＩＳ

№96
路線名：県道伊久美藤枝線
＜危険の状況＞
・路肩幅員が狭く歩行者が危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】自転車歩行通行空間整備

№95
路線名：主要地方道焼津森線
＜危険の状況＞
・車の出入りが激しく危険
＜対策内容＞
・【公安委員会】既設ラインの塗り直し
・【道路管理者】交差点カラー舗装



【藤枝市】岡部小学校区（H28要対策箇所）

学校区域図

【対策検討メンバー】藤枝市教育委員会、岡部小学校、島田土木事務所工事２課、藤枝市道路課、内二第二町内会長、内二第三町内会長、藤枝警察署

【別紙③】【別紙③】

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

岡部小岡部小

静岡県ＧＩＳ

№98
路線名：市道内谷２号線

市道内谷小岩下藤太丸線
＜危険の状況＞
・集合場所であるため危険
＜対策内容＞
・【公安委員会】横断歩道の設置検討中

№99
路線名：市道内谷支線

市道内谷１号支線
市道内谷２号支線

＜危険の状況＞
・水路に蓋がないため転落の危険がある
＜対策内容＞
・【道路管理者】転落防止柵の設置

№97
路線名：主要地方道焼津森線
＜危険の状況＞
・交通量が多く車がスピードを出し危険
＜対策内容＞
・【道路管理者】横断歩道の強調表示



・道路に表示やミラーがなく、車がスピー

ドを出したまま通行することもあるため危

険。

＜対策内容＞

・カーブミラ－設置・グリーンベルト設置・

アスファルト舗装 H28対策済

【菊川市】小笠東小学校区(H28要対策箇所) 1/2
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、小笠東小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

小笠東小学校

100

101

・橋の幅が狭く、古谷方面から

南側に抜ける車の交通量が多

い。その狭い所を歩いているの

で危険。

＜対策内容＞

・時間帯規制を検討する。

静岡県GIS



小笠東小学校

【菊川市】小笠東小学校区(H28要対策箇所) 2/2
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、小笠東小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

・学校前の道を横切って登下校し

ているが、横断歩道の設置がされ

ておらず危険。

＜対策内容＞

・至近(北側55メートル)に信号機が

あるため、設置は困難。交通安全

指導を実施。

103

・アスファルトが切れていて歩きにく

い。道路・歩道が狭いため、車が

通るときに危険。

・白線が消えかかっている。

＜対策内容＞

・白線、アスファルト舗装H28対応済。

102

静岡県GIS



小笠南小学校

104
・歩行者通行部分が非常に狭く、

縁石や歩道がここだけ無い。

・交通量が非常に多くて危険であ

る。

＜対策内容＞

・私有地。県道を広げられない所。

他にバイパスを作って、交通量を

減らす計画。

・私有地を通らせてもらい、車道

から少しでも離れて歩くようにする。

【菊川市】小笠南小学校区(H28要対策箇所)
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、小笠南小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

静岡県GIS



【菊川市】内田小学校区(H28要対策箇所)
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、内田小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

106 ・低学年が遊んでいて危ない。

・車が見えずらい。

・柵が切れていて危険な箇所が

ある。

＜対策内容＞

・登校指導を継続する。

・県道工事後、通学路の変更を

検討する。

・横断歩道がない所がある。

・道幅が狭く、見通しが悪い所

がある。

＜対策内容＞

・横断歩道の設置を検討する。

・横断歩道移設に伴いゼブラ

ゾーンの設置を検討する。 ・道が急に狭くなっている。

・自転車が通って危険。

＜対策内容＞

・自歩道ではないので、自転車

への指導を継続する。

・拡幅する場合、地権者等の了

解が必要。

107 105

内田小学校

静岡県GIS



横地小学校

【菊川市】横地小学校区(H28要対策箇所)
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、横地小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設

108

・道路に歩道がない。

・溝にふたがなく、歩行時に危険。

＜対策内容＞

・グレーチング1枚を設置。

静岡県GIS



加茂小学校

･舗装の下の土が流れて崩

れかけている。

＜対策内容＞

・H28対策済 土が流れて

崩れないように対策済。

110
・照明が暗い。

＜対策内容＞

・照明灯がゴミ等で汚れていたので、清掃を行

い明るくなったと感じますが、今後の状況に応

じて対策を検討する。

【菊川市】加茂小学校区(H28要対策箇所)
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、加茂小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

109 ・側溝のふたの段差が大きい。

・雨の日は排水口付近に水が出る。

＜対策内容＞

・北側の排水対策を優先して進め、補修する。

111

112

･雨の時に崩れてくる。

・防護ロープがたるんでいる。

＜対策内容＞

・自治会か持ち主が対策した。

・現状では緊急性がなさそう。

静岡県GIS



河城小学校
・歩道幅がとても狭く車もスピードを

出して走行するため危険。

・上本所地区からの要望はでている

が、吉沢自治会として市への要望提

出というところまでは至っていない。

＜対策内容＞

・通学路の変更を検討する。

114

113
・歩道幅がとても狭く車もスピードを出

して走行するため危険

・設置希望箇所のうち１つは、横断歩

道設置を検討中。(下倉沢児童が帰る

道に必要なもの)
・昨年、歩道のラインが引き直された。

・子どもの歩くスペースを広げるため、

路肩の補修を行った。

＜対策内容＞

・白線対策済。

【菊川市】河城小学校区(H28要対策箇所)1/2
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、河城小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

静岡県GIS



・交通量が多く、スピードを出して車が通るが、

白線が東側になく、子ども達が下校する際に

不安がある。しかも、西側の垣根がせり出し

てきていて見通しが悪いために、車が白線

のない東側に寄って進むため大変危険であ

る。

・側溝が、途中で切れている箇所があり、落

下する不安がある。

＜対策内容＞

・H28対策済 西側に転落防止柵を取り付け、

区画線を施工。

115

【菊川市】河城小学校区(H28要対策箇所)2/2
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、河城小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

河城小学校

静岡県GIS



【菊川市】六郷小学校区(H28要対策箇所)
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、六郷小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

116

・交通量が多い。

・青信号の時間が短い。

＜対策内容＞

・既に最大限まで伸ばしている

うえ、東側の信号と連動してい

ることから、秒数変更は困難。

・交通安全指導を実施する。

117

・交通量が多い。

・歩道が狭い。

＜対策内容＞

・たて看板やのぼり旗を増やし

て注意喚起。六郷小学校

静岡県GIS



【菊川市】小笠北小学校区(H28要対策箇所)
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、小笠北小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

118

・交通量の割に道幅が狭い。

(抜け道として使う車が多い。)
＜対策内容＞

・時間帯規制を検討する。

119 ・交通量が多く、右折や左折を

する車が多い。

＜対策内容＞

・右折車両への注意喚起と生

徒への交通安全指導を実施す

る。

小笠北小

静岡県GIS



h

菊川西中学校

120

・本来は時間指定の一方通行（７:００～８:００）のため、

菊西中の南側の県道を西進する車の左折は禁止され

ているのだが、左折車が後を絶たない。地権者との関

係で目立つ交通標識も設置できないようである。警察

の取締り、地域の方による朝の交通指導を実施してい

る。

＜対策内容＞

・慢性的な渋滞箇所であることから、路面標示は効果

が期待できない。

・標識の視認性にも問題ないことから引き続き交通指

【菊川市】菊川西中学校区(H28要対策箇所)
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、菊川西中学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

静岡県GIS



・交通量が多い。

・歩道がない。

＜対策内容＞

・歩道の整備

【菊川市】堀之内小学校区(H28要対策箇所)
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、堀之内小学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設

121

堀之内小学校

静岡県GIS



岳洋中学校

・歩道がなく、水路に近いた

め転落の危険がある。

＜対策内容＞

・歩道の整備

【菊川市】岳洋中学校区(H28要対策箇所)
【対策検討メンバー】袋井土木事務所、菊川市教育委員会、岳洋中学校、菊川警察署、菊川市地域支援課、菊川市建設課

122
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御前崎市 第一小学校通学路対策箇所図

要対策箇所

凡例

通学路

No.123
＜状況＞幅員が狭く児童が通行しているときに

避けるスペースがない。
＜対策＞
（短期）
・注意喚起看板取付
・通学リーダーに呼びかけ
（長期）
・県道の道路拡幅、両側歩道設置

【対策検討メンバー】第一小学校、菊川警察署、袋井土木事務所、御前崎市（学校教育課、教育総務課、防災課、都市建設課）

静岡県ＧＩＳ



【御前崎市】浜岡中学校区（H28要対策箇所）

：要対策箇所

：通学路

【対策検討メンバー】浜岡中学校、菊川警察署、御前崎市(学校教育課・教育総務課・防災課・都市建設課)

浜岡中浜岡中

№125
路線名：市道207号線
＜状況＞幅員が狭く児童が通行しているときに

避けるスペースがない。
また、設置してあるカーブミラーが
老朽化により見にくくなっている

＜対策内容＞
・市道へ歩道の設置
・カーブミラーの補修

№125
路線名：市道207号線
＜状況＞幅員が狭く児童が通行しているときに

避けるスペースがない。

＜対策内容＞
・市道へ歩道の設置

静岡県ＧＩＳ

№124
路線名：市道209号線
＜状況＞路肩が狭く歩行者の歩く空間が少
ないため危険である

＜対策内容＞
・市道へ歩道の設置


