
H29要対策箇所一覧表（公表用）

H29 H30 H31以降

1 沼津 沼津市 第四小 市道4027号線 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置 道路管理者（市） ○

2 沼津 沼津市 浮島小 主要地方道三島富士線
安全柵の設置
路面標示の設置
信号背面板の設置

道路管理者（県）
警察

○ ○ ○

3 沼津 沼津市 浮島小 主要地方道三島富士線 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの塗り直し 道路管理者（県） ○

4 沼津 沼津市  門池小門池中 国道246号線　地下道
落書き除去、清掃
自転車止めの設置
照明灯のLED化

道路管理者（市） ○ ○ ○

5 沼津 沼津市  門池小門池中 国道246号線 通学路の変更、交通指導 学校 ○

6 沼津 沼津市  門池小門池中 市道3321号線 歩行空間の整備 道路管理者（市） ○

7 沼津 沼津市  門池小門池中 市道1763号線
横断歩道の設置位置の変更
外側線、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置

警察
道路管理者（市）

○ ○ ○

8 沼津 沼津市 愛鷹小 市道1338号線 車両通行規制 警察 ○

9 沼津 沼津市 愛鷹小 主要地方道三島富士線 信号機の設置 警察 ○

10 沼津 沼津市 愛鷹小 市道1397号線 外側線、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置 道路管理者（市） ○

11 沼津 沼津市 愛鷹小 市道105号線
信号機のLED化
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ、足元マークを設置

警察
道路管理者（市）

○ ○ ○

12 沼津 沼津市 愛鷹小 市道1354号線
停止線の塗り直し
学童注意の路面標示を設置

警察
道路管理者（市）

○

13 沼津 沼津市 愛鷹小 市道1357号線 外側線、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置 道路管理者（市） ○

14 沼津 沼津市 第五小 市道0235号線
自転車の交通指導
防犯灯の設置

自治会
学校

○ ○

15 沼津 沼津市 第五小 市道3574号線 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの設置 道路管理者（市） ○ ○

16 沼津 沼津市 開北小
市道3477号線
市道3510号線

ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙの設置 道路管理者（市） ○

17 沼津 沼津市 開北小
市道0103号線
市道3517号線

ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙの設置 道路管理者（市） ○

18 沼津 沼津市 開北小
市道0103号線
市道3519号線

ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙの設置
外側線、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの設置

道路管理者（市） ○

19 沼津 沼津市 金岡小
主要地方道三島富士線
市道0232号線

交通指導員をたてる
自治会
学校

○

20 沼津 沼津市 金岡小
市道3368号線
市道3389号線

横断歩道の設置位置の変更
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ、足元マークを設置

警察
道路管理者（市）

○

21 沼津 沼津市 沢田小 主要地方道三島富士線 ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙの設置 道路管理者（県） ○

22 沼津 裾野市 東小 市道1-3号線 学校指導 学校教育課 ○

23 沼津 裾野市 東小 市道1140号線 学校指導 学校教育課 ○

24 沼津 裾野市 東小 市道1395号線 道路新設 道路管理者（市） ○
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25 沼津 裾野市 西小 県道富士裾野線 学校指導 学校教育課 ○

26 沼津 裾野市 西小
市道2-20号線、市道3006号線交差
点

通学路のルート変更の検討
学校指導

学校教育課
小学校

○

27 沼津 裾野市 西小 市道2-17号線、富士裾野線交差点
①信号については対応済み。
②学校指導

①警察
②学校教育課

○

28 沼津 裾野市 西小 市道2-17号線
①学校指導
②ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄで歩道部の拡幅実施済み

①学校教育課
②危機管理課

○

29 沼津 裾野市 西小 富士裾野線 学校指導 学校教育課 ○

30 沼津 裾野市 西小 市道2038号線
①学校指導
②ガードレールに注意喚起標示等設置検討

①学校教育課
②危機管理課

○ ○

31 沼津 裾野市 西小 市道1-5号線、市道2111号線交差点
①学校指導
②交差点協議、横断歩道設置の検討

①学校教育課
②道路管理者（市）・

警察
○ ○

32 沼津 裾野市 西小 市道2-17号線、沼津小山線交差点 ポストコーンの設置 道路管理者（県） ○

33 沼津 裾野市 深良小 市道2-18号線
①学校指導
②横断歩道の引き直し

①学校教育課
②警察

○

34 沼津 裾野市 深良小 市道2-31号線 学校指導・通学路変更の検討 学校教育課 ○

35 沼津 裾野市 深良小 市道1-4号線
①学校指導
②押しボタン信号の検討

①学校教育課
②警察

○

36 沼津 裾野市 深良小 市道1706号線
改良すべき踏切道に指定されたため、H31までに改良計画
を策定し対応する。

道路管理者（市） ○

37 沼津 裾野市 富岡第一 市道2229号線、富士裾野線交差点 学校指導 学校教育課 ○

38 沼津 裾野市 富岡第一 市道2-29号線
①舗装の打ち替えを随時行っている。白線の引き直しの調
整
②学校指導

①建設課・危機管理課
②学校教育課

○ ○

39 沼津 裾野市 富岡第一 市道2-23号線
①学校指導
②路面標示「スピードおとせ」「学童注意」検討

①学校教育課
②危機管理課

○ ○

40 沼津 裾野市 富岡第二 市道3172号線
①歩道の拡幅
②横断歩道の設置については歩道の拡幅後検討

①道路管理者（市）
②警察

○ ○

41 沼津 裾野市 富岡第二 市道2-38号線 学校指導 学校教育課 ○

42 沼津 裾野市 富岡第二 市道2-38号線 神社の前まで白線の検討 危機管理課 ○

43 沼津 裾野市 富岡第二 市道2329号線 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの交換検討
道路管理者（市）

学校教育課
○

44 沼津 裾野市 須山小 国道469号 ガードレールを延長する 道路管理者（県） ○ ○

45 沼津 裾野市 須山小 国道469号
学校指導
路面標示の実施

学校教育課
道路管理者（県）

○ ○

46 沼津 裾野市 向田小 市道1425号線 学校指導 学校教育課 ○

47 沼津 裾野市 向田小 市道2-16号線
①学校指導
②路肩の補修

①学校教育課
②道路管理者（市）

○

48 沼津 裾野市 向田小 市道1707号線、市道2-16号線交差点 ドットラインの検討 危機管理課 ○



H29要対策箇所一覧表（公表用）

H29 H30 H31以降

平成30年3月31日現在

№ 事務所名 市町名 学校名 路線名 対策内容 事業主体

対策実施年度（予定）

0B

49 沼津 裾野市 千福が丘小 市道2164号線・市道2177号線
①学校指導
②ストップシールの対応

①学校教育課
②危機管理課

○

50 沼津 裾野市 南小 市道1026号線・市道1027号線
①ストップシールの設置
②市道1026号線白線の検討
③市道1027号線ラバーポールの検討

危機管理課 ○ ○

51 沼津 裾野市 南小 市道1002号線・市道1715号線 学校指導 学校教育課 ○

52 沼津 裾野市 南小 市道1738号線、市道1741号線交差点 ストップシールの設置 危機管理課 ○

53 沼津 裾野市 南小 市道2-45号線
改良すべき踏切道に指定されたため、H31までに改良計画
を策定し対応する。

道路管理者（市） ○

54 沼津 伊豆市 天城小 主要地方道伊東西伊豆線 道路拡幅 道路管理者（県） ○

55 沼津 伊豆市 天城小 国道136号
看板撤去、バス停移動依頼
歩道再整備

道路管理者（県） ○

56 沼津 伊豆市 天城小 市道大平柿木本柿木線
ドットライン設置
歩道整備

道路管理者（市） ○ ○

57 沼津 伊豆市 修善寺小 主要地方道修善寺戸田線 歩道整備 道路管理者（県） ○ ○

58 沼津 伊豆市 修善寺小
市道南温泉場線
市道越路嵐山線

歩道が整備されている平行路線である（主）修善寺戸田線
へ通学路を変更。（主）修善寺戸田線までの（市）越路嵐山
線に歩道整備。

道路管理者（市） ○ ○

59 沼津 伊豆市 中伊豆小 主要地方道伊東修善寺線 横断歩道が消えかかっているため、再塗装。 警察 ○

60 沼津 伊豆市 中伊豆小 主要地方道伊東修善寺線 交差点部カラー舗装 道路管理者（県） ○

61 沼津 伊豆市 中伊豆小 主要地方道伊東修善寺線
区画線引き直し
ドットライン追加

道路管理者（県） ○

62 沼津 伊豆市 修善寺東小 市道小川遠藤橋線 グリーンベルト設置 道路管理者（市） ○ ○

63 沼津 伊豆市 修善寺南小 市道駅前柏久保線 ドットライン設置 道路管理者（市） ○

64 沼津 伊豆市 修善寺南小 市道駅前柏久保線
区画線の引き直し
カラー舗装
交差点改良。

道路管理者（市） ○

65 沼津 伊豆市 修善寺南小 市道駅前本町線
区画線設置。
平行路線である市道駅前柏久保線に歩道設置。

道路管理者（市） ○ ○ ○

66 沼津 伊豆市 修善寺南小 市道駅前線 平行路線である市道駅前柏久保線に歩道設置。 道路管理者（市） ○ ○ ○

67 沼津 伊豆市 土肥小 市道金山橋線
グリーンベルト設置
歩道設置。

道路管理者（市） ○ ○ ○

68 沼津 伊豆の国市 韮山小学校 市道韮303号線 通学通路のグリーンベルト塗り直し 道路管理者（市） ○

69 沼津 伊豆の国市 韮山小学校 県道韮山韮山停車場線 速度抑制を講じるため横断歩道の手前にドットラインの設置 道路管理者（県） ○

70 沼津 伊豆の国市 韮山南小学校 市道韮2-26号線
学校周りに錆びた「車両進入禁止」「ゴミ捨て禁止」「飛出し
注意」看板有り。更新もしくは撤去

道路管理者（市） ○

71 沼津 伊豆の国市 韮山南小学校
市道韮2-26号線
市道韮400号線

通学通路のグリーンベルト塗り直し 道路管理者（市） ○

72 沼津 伊豆の国市 韮山南小学校
市道韮2-23号線
市道韮424号線

舗装補修及びカラー舗装 道路管理者（市） ○
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73 沼津 伊豆の国市 長岡南小学校 県道伊豆長岡修善寺線 「学校あり」標識の設置 道路管理者（県） ○

74 沼津 伊豆の国市 長岡南小学校 市道長5036号線 カラー舗装及び区画線補修 道路管理者（市） ○

75 沼津 伊豆の国市 長岡南小学校
市道長210号線
市道長5019号線

視界を遮る植栽の伐採もしくは除去
定期的な植栽等の管理

道路管理者（市） ○

76 沼津 伊豆の国市 長岡北小学校 市道長203号線 グリーンベルト設置 道路管理者（市） ○

77 沼津 伊豆の国市 大仁北小学校
市道大3056号線
市道大3254号線

交差点のカラー舗装化及び外側線引き直し 道路管理者（市） ○

78 沼津 伊豆の国市 大仁小学校
市道大105号線
市道大1120号線

区画線引き直し、グリーンベルト施工及びラバーポール設置 道路管理者（市） ○

79 沼津 伊豆の国市 大仁小学校 県道伊東大仁線 外側線(区画線)を引き、車道と歩道を判別し安全確保を図る 道路管理者（市） ○

80 富士 富士市 青葉台小学校 主要地方道一色久沢線 路面標示による交差点の線形改良 道路管理者(県) ○

81 富士 富士市 青葉台小学校 主要地方道富士白糸滝公園線
警察との立会いにより、やむを得ない場合は信号柱に添架
できるとのことで、警察と町内会とで相談する。

学校（PTA） ○

82 富士 富士市 青葉台小学校 主要地方道一色久沢線 歩道の設置 道路管理者(県) ○ ○ ○

83 富士 富士宮市 貴船小学校 市道滝戸野中線 道路線形を変更し、歩行空間を確保する。 道路管理者（市） ○

84 富士 富士宮市 芝富小学校 市道羽鮒長貫線 バス停の移動 道路管理者（市） ○

85 富士 富士宮市 東小学校 県道大坂富士宮線
児童への安全教育
警察等の街頭指導

学校
警察

○

86 富士 富士宮市 西小学校 市道大中里沼久保線 歩行者だまりを確保し、横断歩道の設置
警察

道路管理者（市）
○ ○

87 富士 富士宮市 西小学校 市道大中里沼久保線 雑草の撤去・街路樹の剪定。 道路管理者（市） ○

88 富士 富士宮市 富士見小学校 市道大岩１５・１６・５６号線の交差点 ガードレール・ポストコーンの設置。 道路管理者（市） ○

89 富士 富士宮市 富士根北小学校粟倉分校市道粟倉２号線 路面標示の復旧
警察

道路管理者（市）
○

90 富士 富士宮市 大富士小・中学校
市道上蒲沢万野線・市道宮原万野線
の交差点

歩行者だまりと車道を隔離するラバーポールの設置。 道路管理者（市） ○

91 富士 富士宮市 大富士小・中学校 市道万野原新田８号線 歩道と車道を分離するラバーポールの設置。 道路管理者（市） ○

92 富士 富士宮市 黒田小学校 市道黒田山本線 横断歩道の設置。 警察 ○

93 富士 富士宮市 黒田小学校 市道黒田山本線 張り出しの歩道整備。 道路管理者（市） ○

94 富士 富士宮市 富士宮第三中学校 主要地方道富士宮芝川線 道路拡幅と歩道の整備 道路管理者（県） ○ ○ ○

95 富士 富士宮市 富士宮第三中学校 主要地方道富士宮芝川線 道路拡幅と歩道の整備 道路管理者（県） ○

96 富士 富士宮市 富士根北中学校 市道粟倉石原線 歩道と車道を分離するラバーポールの設置。 道路管理者（市） ○
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97 富士 富士宮市 富士根北中学校 市道粟倉石原線 外側線の移動を行い、歩道の幅員を確保する。 道路管理者（市） ○

98 富士 富士宮市 富士根北中学校 市道粟倉石原線 カーブミラーの設置 学校 ○

99 富士 富士宮市 富士根北中学校 市道粟倉石原線 減速マーク及び減速を促す文字の塗布。 道路管理者（市） ○

100 富士 富士宮市 北山中学校 市道北山５８号線 側溝改修及び歩道の設置 道路管理者（市） ○ ○

101 島田 焼津市 焼津東小学校 市道西早川線 児童への通行注意指導 学校 ○

102 島田 焼津市 焼津東小学校 主要地方道焼津藤枝線 適切な維持管理の継続 道路管理者（県） ○

103 島田 焼津市 焼津西小学校 主要地方道焼津藤枝線
自転車横断帯を廃止し、横断歩道の引き直しを検討
歩車道ブロックの設置を検討

警察
道路管理者（県）

○ ○ ○

104 島田 焼津市 焼津南小学校 市道焼津駅道原線 歩行者信号の青色表示時間の延長 警察 ○

105 島田 焼津市 焼津南小学校   市道禅門川線×市道横町線
カーブミラーの角度調整の検討
児童への通行注意指導

道路管理者（市）
学校

○

106 島田 焼津市 焼津南小学校   市道焼津南小学校北線×市道青木神社黒石橋線
民地内標識を、可能な範囲で市道側に移設を検討
樹木剪定の指導

警察
道路管理者（市）

○ ○

107 島田 焼津市 豊田小学校 未認定道路 児童への通行注意指導 学校 ○

108 島田 焼津市 小川小学校 市道東小学校小川線 グリーンベルト設置の検討 道路管理者（市） ○

109 島田 焼津市 小川小学校 市道小川五丁新開線 グリーンベルト設置の検討 道路管理者（市） ○

110 島田 焼津市 東益津小学校 市道東益津学校脇線

一時停止線の引き直し検討
「十字マーク」「止まれ」引き直し検討、水たまりについては現
状確認していく
児童への通行注意指導

警察
道路管理者（市）

学校
○ ○

111 島田 焼津市 東益津小学校 市道中里坂本村下線
一時停止線の引き直し検討
「止まれ」「強調表示」引き直し検討
児童への通行注意指導

警察
道路管理者（市）

学校
○ ○

112 島田 焼津市 大富小学校
市道本中根不動北上請所線
×
市道中根新田橋線

児童への通行注意指導 学校 ○

113 島田 焼津市 大富小学校
市道中新田本中根縦断線
×
市道栃山川下河原橋線

一時停止線の引き直し検討
「十字マーク」引き直し、カラー舗装の検討

警察
道路管理者（市）

○ ○

114 島田 焼津市 黒石小学校 占用道路 舗装修繕の検討 道路管理者（市） ○

115 島田 焼津市 黒石小学校  市道三右衛門宮西線市道小川大住線
グリーンベルト設置の検討
児童への通行注意指導

道路管理者（市）
学校

○

116 島田 焼津市 大井川東小学校   国道150号線×県道島田大井川線 歩車道ブロックの設置を検討 道路管理者（県） ○ ○

117 島田 藤枝市 西益津小学校 市道1地区56号線 「外側線」設置（二軒家橋上の下流側（片側）のみ） 道路管理者（市） ○

118 島田 藤枝市 西益津小学校 市道1地区93号線　　　　　　　　　　　　　　
「交差点」カラー舗装（強調）
「止まれ」「クロスマーク」「停止線」塗り直し
交通取締りの強化

道路管理者（市）
警察

○

119 島田 藤枝市 葉梨小学校 市道6地区365号線
「外側線」塗り直し
「グリーンベルト」設置(両側)

道路管理者（市） ○

120 島田 藤枝市 葉梨小学校 市道6地区350号線　　　　　　　　　　　　　「交差点」カラー舗装（強調） 道路管理者（市） ○
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121 島田 藤枝市 大洲小学校
市道3地区219号線
市道3地区253号線

「外側線」塗り直し
「ドットライン」設置
「交差点注意」路面標示

道路管理者（市） ○

122 島田 藤枝市 大洲小学校 市道3地区162号線
「止まれ」「外側線」塗り直し
「止まれ」強調標示

道路管理者（市） ○

123 島田 藤枝市 大洲小学校
市道高洲大東町線
市道3地区174号線
市道3地区177号線

「交差点」カラー舗装（強調）
「止まれ」設置
「交差点鋲」交換

道路管理者（市） ○

124 島田 藤枝市 高洲南小学校
市道小川島田幹線
市道3地区14号線

「横断歩道」強調標示
「止まれ」塗り直しと強調標示 道路管理者（市） ○

125 島田 藤枝市 高洲南小学校
市道3地区102号線
市道3地区360号線

「カーブミラー(W)」設置
「止まれ」設置

道路管理者（市） ○

126 島田 藤枝市 高洲南小学校
市道3地区27号線
市道3地区71号線

「クロスマーク」を「Ｔ字」にして「外側線」設置
「外側線」（両側）「グリーンベルト」（北側）設置

道路管理者（市） ○

127 島田 藤枝市 青島北小学校 市道4地区44号線
「外側線」「減速マーク」「カラー舗装」塗り直し
「横断歩道」強調標示（ドット）
グリーンベルト（両側）

道路管理者（市） ○

128 島田 藤枝市 岡部小学校 市道内谷信濃田新町線 「横断歩道」強調標示(カラー化) 道路管理者（市） ○

129 島田 藤枝市 青島中学校
市道4地区231号線
市道4地区265号線
市道4地区279号線

「交差点」ゼブラとポストコーン設置
「止まれ」設置

道路管理者（市） ○

130 島田 藤枝市 青島中学校
市道内瀬戸大西町線
市道4地区170号線

「止まれ」「外側線」「減速マーク」塗り直し
「横断歩道」強調標示(カラー化)

道路管理者（市） ○

131 島田 藤枝市 葉梨中学校 市道横見中ノ合線
「止まれ」設置と強調標示
「グリーンベルト」設置(北側)

道路管理者（市） ○

132 島田 藤枝市 岡部中学校 市道内谷小川4号線 「カーブミラー」設置 道路管理者（市） ○

133 島田 藤枝市 大洲小学校 県道島田大井川線 カラー舗装（交差点強調）、路面表示追加 道路管理者（県） ○

134 島田 藤枝市 高洲南小学校 県道高洲和田線 交差点改良（右折帯設置）及び歩行空間整備 道路管理者（県） ○ ○

135 島田 藤枝市 瀬戸谷小学校 県道藤枝黒俣線 カラー舗装（交差点強調）、路面表示追加 道路管理者（県） ○

136 島田 藤枝市 広幡小学校 県道藤枝静岡線
横断歩道の強調標示(カラー化)
グリーンベルト設置

道路管理者（県） ○ ○

137 島田 藤枝市 藤枝小学校 県道藤枝黒俣線
自転車通行空間の整備（車道混在形式）
自転車専用通行帯

道路管理者（県） ○

138 島田 藤枝市 青島小学校 県道島田岡部線
自転車通行空間の整備（車道混在形式）
自転車専用通行帯

道路管理者（県） ○

139 島田 藤枝市 高洲南小学校 市道前島善左衛門線 「歩道」設置 道路管理者（市） ○ ○

140 島田 牧之原市 川崎小学校 市道勝間田静波線 車道幅員を狭め、グリーンベルトを設置 道路管理者(市) ○ ○

141 袋井 掛川市 曽我小学校
市道掛川袋井線
(掛川駅梅橋線）

【掛川市】
・市道掛川駅梅橋線の整備促進

道路管理者（市） ○ ○ ○

142 袋井 掛川市 第二小学校 市道殊勝寺線
【掛川市】
・道路拡幅による歩行空間の確保

道路管理者（市） ○ ○

143 袋井 掛川市 第二小学校 県道掛川袋井線
【静岡県】
・側溝蓋の取替
・側溝蓋の隙間解消

道路管理者（県） ○

144 袋井 掛川市 日坂小学校 市道日坂東山線
【掛川市】
・道路幅員の増幅（歩道部）
・グリーンベルトの設置

道路管理者（市） ○
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145 袋井 掛川市 日坂小学校 市道日坂本通り線

【掛川市】
・学校周辺からグリーンベルトを設置。
【掛川警察署】
・一時停止線の塗り直し等。

道路管理者（市）
警察

○

146 袋井 掛川市 西山口小学校 市道仁藤町山口橋線
【掛川市】
・山口橋側道橋を含む道路改良により歩行空間を確保す
る。

道路管理者（市） ○ ○ ○

147 袋井 掛川市 城北小学校 市道下西郷１－9号線
【掛川市】
・歩行空間の確保、グリーンベルトの設置

道路管理者（市） ○

148 袋井 掛川市 城北小学校 市道水垂1号線

【掛川市】
・歩行者待機場所を舗装する。
【掛川警察署】
横断歩道の角度修正を検討

道路管理者（市）
警察

○ ○

149 袋井 掛川市 西郷小学校 県道掛川川根線
【静岡県】
・交差点のコンパクト化

道路管理者（県） ○

150 袋井 掛川市 桜木小学校 市道小山平小津根線

【掛川市】
・ガードレールの設置、柵の設置。
【掛川市】
・橋の補修計画

道路管理者（市） ○

151 袋井 掛川市 桜木小学校 市道桜木本郷線
【掛川市】
・道路改良による歩行空間の確保

道路管理者（市） ○

152 袋井 掛川市 土方小学校 県道掛川大東線
【静岡県】
・交差点のコンパクト化

道路管理者（県） ○

153 袋井 掛川市 土方小学校 市道椿藪線
【掛川市】
・グリーンベルトの設置を検討

道路管理者（市） ○

154 袋井 掛川市 土方小学校 市道嶺向東大谷線
【掛川市】
・天神橋の拡幅を含む歩行空間の確保

道路管理者（市） ○

155 袋井 掛川市 佐束小学校 県道中方千浜線
【静岡県】
歩道新設

道路管理者（県） ○ ○

156 袋井 掛川市 佐束小学校 市道土方平田線

【掛川市】
・区画線等の引き直し
【掛川警察署】
横断歩道設置の検討

道路管理者（市）
警察

○ ○

157 袋井 掛川市 佐束小学校 主要地方道掛川大東線
【掛川警察署】
・◇マークの塗り直し

警察 ○

158 袋井 掛川市 中小学校 県道袋井小笠線
【掛川警察署】
・横断歩道の移設の検討

警察 ○

159 袋井 掛川市 大坂小学校 県道相良大須賀線
【静岡県】
・新川橋を撤去する

道路管理者（県） ○ ○

160 袋井 掛川市 千浜小学校 市道千浜西幹線
【掛川警察署】
・横断歩道の設置検討

警察 ○

161 袋井 掛川市 大渕小学校 掛川大東大須賀線
【静岡県】
・歩道新設

道路管理者（県） ○ ○

162 袋井 掛川市 横須賀小学校 市道横須賀9号線
【掛川警察署・掛川市】
・一時停止線、横断歩道の塗り直し検討（インターロッキン
グ）

警察 ○

163 袋井 掛川市 横須賀小学校
市道沖ノ須西大渕１号線
（西大渕２０号線）

【掛川市】
・グリーンベルト、区画線の位置変更
・現道の拡幅は困難であるため、並行する西大渕20号線に
歩行空間を確保する。施工延長

道路管理者（市） ○

164 袋井 御前崎市  第一小学校浜岡中学校 市道207・209号線
区画線等の塗替え
歩道の設置

道路管理者（市） ○ ○ ○

165 袋井 御前崎市  第一小学校浜岡中学校 市道249・2434号線
区画線等の塗替え
歩道の設置（市道249号線のみ）

道路管理者（市） ○ ○ ○

166 浜松 湖西市 鷲津小学校 市道鷲津駅谷上線 自歩道整備 道路管理者（市） ○ ○ ○
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