
2018 2019 2020 2021以降

1 下田 下田市 朝日小学校 市道吉佐美田牛線（吉佐美隧道）
トンネル内及び周辺照明の再点検ならびに未点灯に対
する照明修繕、適正管理

道路管理者（市） ○

2 沼津 沼津市
開北小学校

第五中小学校
市道0103号線 道路拡幅 道路管理者（市） ○ ○ ○ ○

3 沼津 沼津市 片浜小学校 市道2510号線 時間帯規制の検討 警察 ○ ○ ○

4 沼津 沼津市 片浜中学校 市道2556号線 規制標示の追加、交通指導取り締まり 警察 ○

5 沼津 沼津市 片浜中学校 市道0105号線 横断歩道の塗り直し、停止線の位置変更 警察 ○ ○ ○

6 沼津 沼津市 原小学校 一般県道東柏原沼津線
横断歩道の位置変更
ポストコーンの設置、外側線の引き直し

警察
道路管理者（県）

○ ○ ○

7 沼津 沼津市 原小学校 市道2110号線 交通指導取り締まり 警察 ○

8 沼津 沼津市
原小学校
原中学校

市道2173号線
路面表示の設置
道路の拡幅

道路管理者（市） ○

9 沼津 沼津市
原小学校
原中学校

市道0204号線
道路の拡幅
歩道の設置

道路管理者（市） ○

10 沼津 沼津市 原小学校 市道2110号線 通学指導 学校 ○

11 沼津 沼津市
原小学校
原中学校

国土交通省所管道路
横断歩道、停止線の塗り直し
自転車マナーについての街頭指導

警察
沼津市

○

12 沼津 沼津市 今沢中学校 市道2330号線 外側線、グリーンベルトの設置 道路管理者（市） ○

13 沼津 沼津市 浮島小学校 市道0115号線 道路拡幅、歩道の設置 道路管理者（市） ○ ○

14 沼津 沼津市 浮島小学校 市道2029号線 道路拡幅、路面標示の設置 道路管理者（市） ○ ○ ○ ○

15 沼津 裾野市 西小学校 市道2-20号線
道路の拡幅
通学指導

道路管理者（市）
学校

○ ○ ○ ○

16 沼津 裾野市 西小学校 県道24号線 通学指導 学校 ○

17 沼津 裾野市 西小学校 市道2-17号線
歩行空間（グリーンベルト）の整備
通学指導

道路管理者（市）
学校

○

18 沼津 裾野市 西小学校 市道2-13号線
ガードレール交換
通学指導

道路管理者（市）
学校

○ ○

19 沼津 裾野市 西小学校 市道1-1号線 通学指導 学校 ○

20 沼津 裾野市 西小学校 市道2009号線 グリーンベルトの整備 道路管理者（市） ○

21 沼津 裾野市 西小学校 国道246号、市道2379号線 横断指導線の整備 道路管理者（市） ○

22 沼津 裾野市 東小学校 市道2-18号線 路面標示（速度抑制等）の整備 道路管理者（市） ○

23 沼津 裾野市 東小学校 市道2-18号線 グリーンベルトの整備 道路管理者（市） ○

24 沼津 裾野市 東小学校 市道1401号線 区画線の整備 道路管理者（市） ○

25 沼津 裾野市 東小学校 市道1-22号線（佐野茶畑線）
歩車分離式信号の検討
通学指導

交通安全担当課（市）
警察
学校

○ ○ ○

26 沼津 裾野市 東小学校 市道1140号線、市道1401号線 グリーンベルトの整備 道路管理者（市） ○ ○ ○

27 沼津 裾野市 東小学校 市道1410号線 グリーンベルトの整備 道路管理者（市） ○
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28 沼津 裾野市 向田小学校 市道1425号線、市道1426号線 通学指導 学校 ○

29 沼津 裾野市 向田小学校 市道1425号線 歩道拡張 道路管理者（市） ○ ○ ○

30 沼津 裾野市 向田小学校 市道2-16号線 蓋掛け整備 道路管理者（市） ○ ○ ○ ○

31 沼津 裾野市 深良小学校 市道2-18号線
通学指導
規制時間帯の変更を検討

学校
交通安全担当課（市）

警察
○ ○ ○

32 沼津 裾野市 深良小学校 市道2-18号線
外側線の引き直し
路面標示（速度抑制）整備

道路管理者（市） ○ ○

33 沼津 裾野市 深良小学校 県道394号線、市道2-18号線
歩道拡張
通学指導

道路管理者（市）
学校

○ ○ ○ ○

34 沼津 裾野市 深良小学校 県道394号線、県道337号線 店舗へ旗の移動を指導 警察 ○

35 沼津 裾野市 深良小学校 市道2-18号線
グリーンベルトの整備
センターラインの抹消の検討

道路管理者（市）
警察

○ ○ ○

36 沼津 裾野市 富岡第一小学校 市道3070号線 歩道の整備 道路管理者（市） ○ ○ ○

37 沼津 裾野市 富岡第一小学校 市道1-9号線 隅切り整備 道路管理者（市） ○ ○ ○

38 沼津 裾野市 富岡第二小学校 市道4001号線 横断指導線の整備 道路管理者（市） ○

39 沼津 裾野市 千福が丘小学校 市道1-19号線
外側線・ゼブラ帯の引き直し
ポストコーン設置

道路管理者（市） ○ ○ ○

40 沼津 裾野市 西中学校 市道2-17号線 注意喚起看板の設置 交通安全担当課（市） ○

41 沼津 裾野市 西中学校 市道2-17号線 交通指導取り締まり 警察 ○

42 沼津 裾野市 東中学校 市道1509号線 構造物の点検を実施。 道路管理者（市） ○

43 沼津 裾野市 東中学校 市道2-14号線 交通指導取り締まり 警察 ○

44 沼津 裾野市 深良中学校 市道1-4号線、市道1632号線
外側線の引き直し
路面標示（速度抑制）の整備

道路管理者（市） ○ ○

45 沼津 裾野市 富岡中学校 市道2236号線 外側線の引き直し 道路管理者（市） ○

46 沼津 裾野市 富岡中学校 市道2-30号線
カーブミラーの設置
安全施設の整備

道路管理者（市） ○

47 沼津 裾野市 富岡中学校 市道2-29号線 外側線の引き直し 道路管理者（市） ○

48 沼津 清水町 清水小学校
県道沼津三島線
町道22号線

歩車分離信号（押しボタン式）への検討
歩車分離信号とした場合は、交差点のコンパクト化及
び境界ブロックの切下げ

警察
道路管理者（県・町）

○ ○

49 沼津 清水町 清水小学校 県道下土狩徳倉沼津港線
歩道の改良
矢羽型路面表示の設置

道路管理者（県） ○

50 沼津 清水町 清水小学校
町道3号線
町道332号線

横断歩道の撤去（通学路の集約）の検討
歩道整備による歩行者溜まり確保
通学指導

警察
道路管理者（町）

学校
○ ○

51 沼津 清水町 清水小学校 県道沼津三島線
交差点改良の検討
横断旗の設置

道路管理者（県・町）
学校

○

52 沼津 清水町 清水小学校
町道134号線
町道137号線
町道1号線

別途事業で拡幅整備がある。（町道137号線）拡幅整備
後に脇道の規制（とまれ）を警察と協議し設置する。

道路管理者（町） ○

53 沼津 清水町 清水小学校
町道129号線
町道127号線
町道122号線

歩行者用通路整備 道路管理者（町） ○

54 沼津 清水町 清水小学校 町道324号線
路面標示等の注意喚起対策
外側線設置による路肩明示

道路管理者（町） ○

55 沼津 清水町 清水小学校
県道下土狩徳倉沼津港線
町道3号線

歩車分離信号（押しボタン式）への整備の検討
信号現示の変更

警察
道路管理者（県）

○ ○ ○

56 沼津 清水町 西小学校 県道沼津三島線
・歩道上の老朽化した蓋版については、点検し修繕す
る。
・路面標示などの対策を施す。

道路管理者（県） ○

57 沼津 清水町 西小学校
国道1号
町道24号線

歩行者信号機の時間表示の検討 警察 ○ ○ ○



58 沼津 清水町 西小学校
県道沼津三島線
町道2号線

区画線、ポストコーンの設置
道路管理者（町）
道路管理者（県）

○

59 沼津 清水町 西小学校
町道24号線
町道26号線

歩道の拡幅 道路管理者（町） ○ ○ ○

60 沼津 清水町 西小学校 町道309号線
改善が見られない場合、ポストコーンの設置による対
策実施。

道路管理者（町）

61 沼津 清水町 南小学校 県道原木沼津線 通学指導 学校

62 沼津 清水町 南小学校
町道628号線
町道33号線
町道32号線

外側線を設置し、路肩を明示する。
路面標示（注意喚起）

道路管理者（町） ○

63 沼津 清水町 南小学校
町道753号線
町道32号線

ポストコーンの設置（車両乗り上げ対策）
外側線を設置し、路肩を明示する。
路面標示（注意喚起）

道路管理者（町） ○

64 富士 富士宮市 大宮小学校 （主）富士宮富士公園線 歩道の設置 道路管理者（県） ○ ○ ○ ○

65 富士 富士宮市 芝富小学校 市道長貫19号線 時間帯通行規制の検討 警察 ○ ○

66 富士 富士宮市 第三中学校 （主）富士宮芝川線 道路の拡幅の検討 道路管理者（県） ○ ○

67 富士 富士宮市 第四中学校 市道田中青木1号線 路面標示の設置 道路管理者（市） ○

68 富士 富士市 丘小学校 市道本市場大渕線 路肩部の除草 道路管理者（市） ○

69 富士 富士市 鷹岡小学校 市道久沢二丁目1号線 ポストコーンの設置 道路管理者（市） ○

70 富士 富士市 鷹岡小学校 市道入山瀬四丁目2号線 歩道橋の再塗装等の修繕 道路管理者（市） ○ ○

71 富士 富士市 神戸小学校 県道富士裾野線 路肩整備（側溝蓋かけ） 道路管理者（県） ○ ○

72 島田 藤枝市 西益津小学校 市道1地区86号線 交差点カラー舗装、注意喚起の路面標示 道路管理者（市） ○

73 島田 藤枝市 青島小学校 市道4地区441号線 文字の塗り直し、注意喚起の路面標示 道路管理者（市） ○

74 島田 藤枝市 青島東小学校 市道2地区7号線 カーブミラーの設置、視線誘導標の設置 道路管理者（市） ○

75 島田 藤枝市 大洲小学校 市道3地区5号線
交差点カラー舗装、文字路面表示
注意喚起の路面標示、グリーンベルトの設置

道路管理者（市） ○

76 島田 藤枝市 広幡小学校 市道5地区159号線 注意喚起の路面標示 道路管理者（市） ○

77 島田 藤枝市 藤岡小学校 市道5地区73号線 交差点カラー舗装、カーブミラーの設置 道路管理者（市） ○

78 島田 藤枝市 青島北小学校 市道7地区324号線
交差点カラー舗装、文字の設置
注意喚起の路面標示、横断指導線

道路管理者（市） ○

79 島田 藤枝市 岡部小学校 市道内谷河原田西ノ山線 横断歩道の強調標示、視線誘導標設置 道路管理者（市） ○

80 島田 藤枝市 青島中学校 市道志太小石川町線 交差点カラー舗装、注意喚起の路面標示 道路管理者（市） ○

81 島田 藤枝市 広幡中学校 市道八幡中央線
注意喚起の路面表示、注意看板の設置
外側線の塗り直し

道路管理者（市） ○

82 島田 藤枝市 葉梨小学校 市道葉梨稲葉線 歩道整備 道路管理者（市） ○

83 島田 藤枝市 葉梨小学校 市道葉梨稲葉線 歩道整備 道路管理者（市） ○ ○

84 島田 藤枝市 葉梨小学校 市道6地区363号線ほか 舗装整備 道路管理者（市） ○ ○ ○

85 島田 藤枝市 藤岡小学校 市道5地区34号線ほか 歩道整備 道路管理者（市） ○ ○ ○

86 島田 藤枝市 高洲小学校 市道2地区173号線 歩道整備 道路管理者（市） ○ ○ ○

87 島田 藤枝市 大洲小学校 市道2地区263号線 歩道整備 道路管理者（市） ○ ○



88 島田 藤枝市 稲葉小学校 県道藤枝黒俣線
薄層カラー舗装
注意喚起の路面標示

道路管理者（県） ○

89 島田 藤枝市 葉梨西方小学校 県道伊久美藤枝線
路肩の拡幅
歩行空間整備

道路管理者（県） ○ ○

90 島田 藤枝市 青島小学校 県道上青島焼津線 歩道または歩行空間の整備 道路管理者（県） ○ ○

91 島田 藤枝市 岡部小学校 県道焼津森線 薄層カラー舗装ほか路面標示 道路管理者（県） ○

92 島田 焼津市 焼津東小学校 市道焼津駅道原線
注意喚起看板設置の検討
通学指導

道路管理者（市）
学校

○ ○ ○

93 島田 焼津市 焼津東小学校 市道駅西地下歩道線
照明灯のＬＥＤ化
通学指導

道路管理者（市）
学校

○

94 島田 焼津市 焼津西小学校 市道鰯ヶ島八楠線
グリーンベルトの設置
通学指導

道路管理者（市）
学校

○

95 島田 焼津市 焼津西小学校 市道西小学校慈恵園線 通学指導 学校 ○

96 島田 焼津市 焼津南小学校 市道南小学校北線
速度減速の対策検討
看板修繕

道路管理者（市）
くらし安全課（市）

○ ○ ○

97 島田 焼津市 豊田小学校 市道豊田学校橋線 通学指導 学校 ○

98 島田 焼津市 豊田小学校 市道東名側大覚寺小土東線 通学指導 学校 ○

99 島田 焼津市 東益津小学校 市道中里坂本村下線
通学指導
ボックスカルバート修繕を依頼（NEXCO中日本）

道路管理者（市）
学校

○

100 島田 焼津市 東益津小学校
市道八楠石脇線
×
市道東益津中央線

ポストコーン設置
自転車横断帯の廃止の検討、横断歩道の塗替えの実施

道路管理者（市）
警察

○ ○ ○

101 島田 焼津市 東益津小学校 市道当目橋南吉花橋線
車両減速対策の検討
通学指導

道路管理者（市）
学校

○ ○ ○

102 島田 焼津市 東益津小学校 市道石脇岡当目大日線 グリーンベルトの設置検討 道路管理者（市） ○ ○ ○

103 島田 焼津市 大富小学校 市道中新田中央線
門扉の修復及び、立入防止措置を市担当課へ依頼
通学指導

道路管理者（市）
学校

○

104 島田 焼津市 大富小学校
市道大富小学校北線
市道保福島大島新田線

舗装修繕の検討、カラー舗装修繕検討
横断歩道塗替えの検討
通学指導

道路管理者（市）
警察
学校

○ ○

105 島田 焼津市 大富小学校
市道道原上請所線
市道中根新田宮西線

通学指導 学校 ○

106 島田 焼津市 黒石小学校 市道本中根不動尊南線
転落防止措置の検討
通学指導

道路管理者（市）
学校

○ ○ ○

107 島田 焼津市 大井川東小学校 市道1403号線
止まれ文字の塗替えの検討
一時停止線の塗替えの実施
通学指導

道路管理者（市）
警察
学校

○ ○

108 島田 焼津市 大井川東小学校 国道150号バイパス 通学指導 学校 ○

109 島田 焼津市 大井川東小学校
市道0219号線
市道0107号線

歩行者信号の青色表示時間延長の実施
通学指導

警察
学校

○

110 島田 焼津市 大井川東小学校
市道1271号線
県道島田大井川線

歩行者信号の青色表示時間延長の実施 警察 ○

111 島田 焼津市 大井川西小学校 市道1183号線 通学指導 学校 ○

112 島田 焼津市 大井川西小学校
市道1076号線
市道1077号線

グリーンベルト設置検討 道路管理者（市） ○

113 島田 焼津市 大井川西小学校 市道1080号線 グリーンベルト設置検討 道路管理者（市） ○ ○

114 島田 焼津市 大井川西小学校 市道1160号線 経過観察し舗装修繕検討 道路管理者（市） ○

115 島田 焼津市 大井川西小学校 市道0209号線 グリーンベルト設置検討 道路管理者（市） ○

116 島田 焼津市 大井川西小学校 市道1080号線 転落防止柵の設置 道路管理者（市） ○

117 島田 牧之原市 川崎小学校 市道仁田28号線 歩道の設置 道路管理者（市） ○ ○ ○



118 島田 牧之原市 相良小学校 市道横町線 グリーンベルトの設置 道路管理者（市） ○

119 袋井 菊川市 堀之内小学校 主要地方道掛川浜岡線
歩道橋東側に横断歩道の設置実施
設置後、歩道橋と横断歩道を実用に応じて使用する。

警察
学校

○ ○

120 袋井 菊川市 堀之内小学校 宮前西方線 通学指導 学校 ○

121 袋井 菊川市 加茂小学校 蓮ノ前方吹線 蛍光灯の清掃と「通学路注意」等ののぼり旗を設置 地域支援課（市） ○

122 袋井 菊川市 加茂小学校 主要地方道掛川浜岡線 青信号点灯時間の延長実施 警察 ○

123 袋井 菊川市 内田小学校 県道小笠掛川線 歩道の切り下げを行う。 道路管理者（県） ○

124 袋井 菊川市 六郷小学校 市道三堂上川原線 通学路の再検討・注意喚起の看板設置
学校

地域支援課（市）
○ ○

125 袋井 菊川市 横地小学校 市道加茂横地線 外側線の塗り直し 道路管理者（市） ○ ○

126 袋井 菊川市 河城小学校 市道辻線 安全施設の設置を検討 道路管理者（市） ○ ○

127 袋井 菊川市 河城小学校 県道吉田大東線
歩道の設置を検討
注意喚起の看板設置

道路管理者（県）
地域支援課（市）

○ ○ ○ ○

128 袋井 菊川市 河城小学校 市道前田宮ヶ谷線 学校敷地の草木の伐採 学校 ○

129 袋井 菊川市 河城小学校 市道東富田線

横断旗の設置
横断歩道のラインを１本減らし、歩道溜り確保の検討
通学路の再検討を行い、必要に応じてグリーンベルトの設
置を検討する。

地域支援課（市）
警察
学校

道路管理者（市）

○ ○ ○

130 袋井 菊川市 小笠北小学校 県道小笠掛川線
路側帯の舗装補修
グリーンベルトの設置

道路管理者（県） ○ ○ ○ ○

131 袋井 菊川市 小笠北小学校 市道西29号線 路側帯の段差の解消 道路管理者（市） ○

132 袋井 菊川市 小笠北小学校 県道掛川浜岡線 横断旗の設置 地域支援課（市） ○ ○

133 袋井 菊川市 小笠東小学校 市道嶺田川上線 通学路の再検討 学校 ○ ○

134 袋井 菊川市 小笠南小学校 市道南196号線 通学路の再検討 学校 ○ ○

135 袋井 菊川市 菊川西中学校 市道西方加茂線 生徒への通学指導 学校 ○

136 袋井 菊川市 菊川東中学校 市道谷田部屋敷前線 外側線の設置 道路管理者（市） ○ ○

137 袋井 菊川市 菊川東中学校 市道半済小出線 生徒への通学指導 学校 ○

138 袋井 菊川市 岳洋中学校 市道岳洋通り線 標識を学校敷地内に移設の検討 警察 ○ ○

139 袋井 菊川市 岳洋中学校 市道青葉通り線 歩道の設置の検討 道路管理者（市） ○ ○ ○ ○

140 袋井 袋井市 山名小学校 市道村松宇刈線
歩道の設置
通学指導

道路管理者（市）
学校

○

141 袋井 森町 三倉小学校 県道藤枝天竜線
区画線の引き直し
支障竹の伐採

道路管理者（県） ○

142 袋井 森町 天方小学校 町道葛布線
建物の所有者に撤去を依頼
支障木の伐採

道路管理者（町） ○

143 袋井 森町 天方小学校 県道袋井春野線
横断歩道の移設を検討する
横断歩道の移設に伴い、通路として利用してきた箇所を塞
ぐことの検討

警察
道路管理者（県）

○ ○

144 袋井 森町 森小学校 町道一藤五明線

道路拡幅（歩道整備）を検討
生垣等の伐採依頼
注意喚起看板「通学路注意」等の設置の検討
通学指導

道路管理者（町）
学校

○

145 袋井 森町 森小学校 町道新田赤松線
歩道整備の検討
通学指導

道路管理者（町） ○

146 袋井 森町 森小学校 町道新田赤松線 地権者に畑の土が出ないようにするようお願いする 道路管理者（町） ○

147 袋井 森町 森小学校 町道天宮新町線 一旦停止を促す対策の検討 道路管理者（町） ○



148 袋井 森町 森小学校 県道袋井春野線 ガードレールの一部撤去の検討 道路管理者（県） ○

149 袋井 森町 飯田小学校 町道下飯田市場線
30キロ規制の検討
２車線→１車線、路肩拡幅の検討

警察
道路管理者（町）

○

150 袋井 森町 飯田小学校
県道袋井春野線
町道飯田三沢線

外側線、セーフティコーンの設置の検討 道路管理者（県、町） ○

151 袋井 森町 飯田小学校 県道焼津森線 東側の横断歩道の南側への移設の検討 警察 ○

152 袋井 森町 飯田小学校 町道粟倉・飯田線 外側線及びグリーンベルトの引き直し検討 道路管理者（町） ○

153 袋井 森町 飯田小学校 県道袋井春野線 歩道の拡幅 道路管理者（県） ○

154 袋井 森町 宮園小学校 県道焼津森線
グリーンベルトの設置の検討
カーブミラーの設置の検討

道路管理者（県） ○

155 袋井 森町 宮園小学校 町道赤根円田線
民家の生垣の伐採の依頼
カーブミラーの更新の検討

道路管理者（町） ○

156 袋井 森町 宮園小学校 町道円田森駅線 通学路の変更の検討 学校 ○
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