
【清水町】清小校区（R1要対策箇所）
【対策検討メンバー】沼津警察署、静岡県沼津土木事務所、清水町教育委員会、清水町くらし安全課、清水町建設課

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

©Open StreetMap

36 路線名：県道沼津三島線

＜危険の状況＞登下校の時間も交通量が多い。横断歩道が

あっても見通しが悪いため、道路に少し体を出さないと車

の確認ができない。そのため、横断旗を設置してもらった

が、横断旗で遊ぶ児童がおり、かえって危ない。

＜対策内容＞【県道路管理者】スピード抑制対策（ドット

37 路線名：町道125号線・県道沼津三島線・町道127号線

＜危険の状況＞歩行者用の信号はあるが、車のスピードが

出ていたり、真っ直ぐ来る車と右折する車とが出合い頭に

ぶつかりそうになっており、横断歩行者に危険がおよぶこ

とが考えられる。



【清水町】清小校区（R1要対策箇所）

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

©Open StreetMap

39 路線名：（一）県道下土狩徳倉沼津港線

＜危険の状況＞下校時、児童が横断歩道を渡る際に、南側

から勢いよく左折していく車が多く、また児童も左折車を

確認せずに渡っていくので、大変危険。横断歩道を示す標

識が立っているが道路の無い東側に向いており南側から来

る車から、標識が見えていない状況である。

＜対策内容＞【警察】標識の向き変更

38 路線名：国道1号（玉川地下道）・（一）県道下土狩徳

倉沼津港線

＜危険の状況＞雨の日に滑りやすく、転倒する児童もいる。

滑り止めが劣化して効果が薄れている。

＜対策内容＞【町国道占用者】滑り止めの機能回復

40 路線名：（一）県道下土狩徳倉沼津港線・町道22号線

＜危険の状況＞車通りが激しいのに、歩道も狭くガード

レール等が無いため、児童が車道へ飛び出しそうで大変危

険。現在は赤白ポールが２本設置されている。また、臼井

国際産業の生垣が大きくなり歩道へはみ出してきている部

分が多く、それを避けるため児童が車道側へ寄って歩くこ

とになり大変危険である。

＜対策内容＞【県道路管理者】ポストコーン設置、歩道の



【清水町】清小校区（R1要対策箇所）

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

©Open StreetMap

41 路線名：（一）県道下土狩徳倉沼津港線・町道390号線

＜危険の状況＞ホテル北側道路と清水中学校運動場北側道

路交差点の交通量が多く、事故も起きている箇所である。

また、歩道に路面標示がなく、児童の意識が高まらず危険

である。

＜対策内容＞【町道路管理者】（町道390号線）注意喚起対



【清水町】西小校区（R1要対策箇所）

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

©Open StreetMap

46 路線名：町道299号線・町道293号線

＜危険の状況＞見通しが悪く、歩道が狭い。登校の時間帯

に車が多く危険である。

＜対策内容＞【町道路管理者】カラー舗装による交差点着

色、区画線（規制含）の引き直し、カーブ区間へのポスト

45 路線名：町道299号線

＜危険の状況＞歩道が狭い（歩行空間）

＜対策内容＞【町道路管理者】区画線設置及び引き直しに

42 路線名：町道300号線

＜危険の状況＞・歩道が狭く、区画線も消えかかってる。

児童の数も多く交通量も多いので通行時に危ない。

＜対策内容＞【町道路管理者】グリーンベルトの設置によ

る歩行空間確保（L=200m）



【清水町】西小校区（R1要対策箇所）
【対策検討メンバー】沼津警察署、静岡県沼津土木事務所、清水町教育委員会、清水町くらし安全課、清水町建設課

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

©Open StreetMap

43 路線名：町道26号線

＜危険の状況＞歩道は確保されているが、歩道からの児童

の飛び出し防止のため、柵を設置してほしい。

＜対策内容＞【学校】ソフト対策による通学路指導

44 路線名：町道26号線・町道268号線

＜危険の状況＞交通量が多く、交差点での事故も多い場所

である。（衝突事故も多いので、信号待ちの児童に車が

突っ込んできそうで危険）

＜対策内容＞【町道路管理者】ガードパイプもしくは車止

めポストによる歩行者溜まりの安全確保対策



【清水町】西小校区（R1要対策箇所）

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

©Open StreetMap

47 路線名：町道2号線・町道226号線

＜危険の状況＞蓋の掛かっていない水路があり転落の恐れ

がある箇所。

＜対策内容＞【町道路管理者】転落防止柵設置もしくは水



 

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

学校区域図

【清水町】南小校区（R1要対策箇所）

©Open StreetMap

49 路線名：町道5号線・町道550号線・町道31号線

＜危険の状況＞横断歩道を渡ろうとするところ、加速して停

止しない車が多い。渋滞時、見通しが悪く渡るタイミングが

取れない。

＜対策内容＞【町道路管理者・警察】区画線（規制含）の引

48 路線名：町道5号線、町道547号線

＜危険の状況＞信号のない交差点であり、交通量も多い。登

下校中に車が多く、児童が手を挙げていても気づいてもらえ

ない。『とまれ』の文字が消えかかっている。

＜対策内容＞【町道路管理者、警察】区画線（規制含）の引

き直し

【町道路管理者】横断指導線の設置

50 路線名：町道753号線・町道32号線

＜危険の状況＞車道が狭く、対面通行できず車両が歩道に乗

り上げてくるため、児童が危険である。【町道753号線】

通学路として使用する児童が多いにも関わらず、道幅が狭い

ため非常に危険である。【町道32号線】

朝、スピードを出している車が多く、車道も狭いので危険。

雨の日は傘をさしているので、視界が悪くさらに危険。【町

道32号線】

＜対策内容＞【町道路管理者】・ポストコーン設置による車



【清水町】南小校区（R1要対策箇所）
【対策検討メンバー】沼津警察署、静岡県沼津土木事務所、清水町教育委員会、清水町くらし安全課、清水町建設課

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

©Open StreetMap

51 路線名：町道30号線

＜危険の状況＞どちらから来てもカーブがきつくて見えに

くい。

＜対策内容＞【町道路管理者】区画線、グリーンベルトの



【清水町】南小校区（R1要対策箇所）

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

©Open StreetMap

53 路線名：（一）県道原木沼津線

＜危険の状況＞道幅がとても狭く、車の通りも多いカーブ

区間で、歩道が狭いので車が突っ込んできた場合に逃げ場

がない。特に雨の日は心配である

＜対策内容＞【県道路管理者】カーブ区間にドットライン

標示を行いドライバーへの注意喚起を促す（L=220m）

52 路線名：町道466号線

＜危険の状況＞車が通るとすれ違いができないほど道幅が

狭く怖い思いをしている

＜対策内容＞【町道路管理者】「学童注意」などの路面標

示設置



【清水町】南小校区（R1要対策箇所）

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

©Open StreetMap

54 路線名：（一）県道清水函南停車場線

＜危険の状況＞登下校の時間帯に交通量が多い。歩道が凸

凹していて歩きづらい。横断歩道で子供が車が止まるのを

待っていても、無視して止まらない。

＜対策内容＞【県道路管理者】・カーブ区間にドットライ

ン標示を行いドライバーへの注意喚起を促す（L=100m）、

歩道の劣化部分への舗装補修



【富士宮市】芝富小学校区（R1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】富士宮市立芝富小学校、富士宮市学校教育課、富士宮警察署、長貫区区長、富士宮市道路課

芝富小学校芝富小学校

55 路線名：（市）長貫19号線
＜危険の状況＞
・路側帯が狭く、雨の時は傘と車両とが接触し危険。
＜対策内容＞
・【学校】児童に対し交通安全指導を実施する。
・【市道路管理者】路側帯の拡幅。

ⒸOpenStreetMap contributors

芝川中学校芝川中学校



【焼津市】和田小学校区（R1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】焼津市市教育委員会、和田小学校、焼津市道路課、焼津警察署、島田土木事務所

56 路線名：（主）焼津榛原線
＜危険の状況＞
・交通量が多く、歩車道の区別が無い。
＜対策内容＞
・【島田土木】区画線を引く。

ⒸOpenStreetMap contributors

和田小学校和田小学校

和田中学校和田中学校



【焼津市】大井川南小学校区（R1要対策箇所）

57 路線名：（主）焼津榛原線
＜危険の状況＞
・交通量が多く、区画線が消えていて危険。
＜対策内容＞
・【島田土木】区画線を引く。

ⒸOpenStreetMap contributors

大井川南小学校大井川南小学校

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

学校区域図

【対策検討メンバー】焼津市教育委員会、大井川南小学校、焼津市道路課、焼津警察署、島田土木事務所



【焼津市】東益津小学校区（R1要対策箇所）

58 路線名：（国）150号
＜危険の状況＞
・市道と国道交差点部で、国道側の歩道に横断歩

道が無く、危険。
＜対策内容＞
・【島田土木】誘導線無しのグリーンベルトを施

工する。

東益津中学校東益津中学校

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

学校区域図

【対策検討メンバー】焼津市市教育委員会、東益津小学校、焼津市道路課、焼津警察署、島田土木事務所

東益津小学校東益津小学校

東益津幼稚園東益津幼稚園

ⒸOpenStreetMap contributors



【焼津市】大井川東小学校区（R1要対策箇所）

学校区域図

自衛隊静浜基地自衛隊静浜基地

ⒸOpenStreetMap contributors

【対策検討メンバー】焼津市教育委員会、大井川東小学校、焼津市道路課、焼津警察署、島田土木事務所

59 路線名：（一）島田大井川線
＜危険の状況＞
・路側帯・車道共に狭く、車と接触しそうになり

ながら児童が登下校している。
＜対策内容＞
・【島田土木】区画線を引き直し、グリーンベル

トを施工する。 ：要対策箇所

：通学路（学校指定）

大井川東小学校大井川東小学校



【焼津市】焼津東小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津東小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市くらし
安全課・土木管理課・河川課・道路課

焼津東小学校焼津東小学校

63 路線名：市道焼津橋東小学校線
＜危険の状況＞
・横断歩道がない。
＜対策内容＞
・児童への通行注意指導

ⒸOpenStreetMap contributors

61 路線名：市道万世橋焼津神社線

＜危険の状況＞
・用水路に柵がないため、落下の危険がある。

＜対策内容＞
・区画線の引き直し
・児童への通行注意指導

62 路線名：市道駅前小石川左岸線、市道小石川南線

＜危険の状況＞
・小石川に柵があるのだが、人が通れる隙間がある。

＜対策内容＞
・防護柵の修繕

60 路線名：市道普門寺線
＜危険の状況＞
・用水路に柵がないため、落下の危険がある。

＜対策内容＞
・児童への通行注意指導

64 路線名：市道焼津駅道原線
＜危険の状況＞
・歩道橋と民家の壁の間が狭く、相互歩行ができない。

＜対策内容＞
・注意喚起標示の設置
・児童への通行注意指導



【焼津市】焼津西小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津西小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市くらし
安全課・土木管理課・河川課・道路課

焼津西小学校焼津西小学校

66 路線名：市道鰯ヶ島八楠線

＜危険の状況＞
・歩行者用信号がなく見通しが悪い。

＜対策内容＞
・児童への通行注意指導

ⒸOpenStreetMap contributors

67 路線名：市道焼津西小学校西線

＜危険の状況＞
・道幅は狭く、一度に大勢の児童が通るため、自動車

が通るとたいへん危険。

＜対策内容＞
・児童への通行注意指導

65 路線名：市道塩津高架橋東上線
＜危険の状況＞
・朝は特に交通量が多く、たいへん見通しが悪い。

＜対策内容＞
・グリーンベルトを設置（巻込み）
・指導、取締りの徹底



【焼津市】焼津南小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津南小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市くらし
安全課・土木管理課・河川課・道路課

焼津南小学校焼津南小学校

ⒸOpenStreetMap contributors

68 路線名：市道焼津南小学校北線

＜危険の状況＞
・現在グリーンベルトがあるが、老朽化に伴い、色が

薄くなり区別がつきにくくなっている。

＜対策内容＞
・区画線の引き直し



【焼津市】小川小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、焼津小川小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市く
らし安全課・土木管理課・河川課・道路課

小川小学校小川小学校

69 路線名：市道黒石通り線

＜危険の状況＞
・歩行者専用道路を分断する交通量が多い横断歩道

だが、信号機がない。

＜対策内容＞
・信号機設置の検討
・減速路面標示の検討
・児童への通行注意指導

ⒸOpenStreetMap contributors



【焼津市】東益津小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、東益津小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市くらし
安全課・土木管理課・河川課・道路課

東益津小学校東益津小学校

70 路線名：市道石脇岡当目大日線×市道岡当目宮前線

＜危険の状況＞
・見通しが悪く危険である。

＜対策内容＞
・区画線の引き直し（市道岡当目宮前線）
・児童への通行注意指導

ⒸOpenStreetMap contributors

71 路線名：市道石脇岡当目大日線

＜危険の状況＞
・用水路に転落する危険がある。

＜対策内容＞
・転落防止柵の設置

72 路線名：市道石脇岡当目大日線

＜危険の状況＞
・横断歩道がなく出光石油から出てくる車もあり危険である。

＜対策内容＞
・グリーンベルトを設置



【焼津市】大富小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、大富小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市くらし安
全課・土木管理課・河川課・道路課

大富小学校大富小学校

73 路線名：市道三郎兵衛道原南境線

＜危険の状況＞
・用水路に転落する危険がある。

＜対策内容＞
・転落防止柵の設置
・児童への通行注意指導

ⒸOpenStreetMap contributors



【焼津市】港小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、港小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市くらし安全
課・土木管理課・河川課・道路課

港小学校港小学校

74 路線名：市道志太海岸線×市道港小学校南線

＜危険の状況＞
・西から歩いてくる児童と南から歩いてくる児童が合流する

交差点であるため、児童が集中するが、児童の待機場
所が狭く、危険である。

＜対策内容＞
・交通安全対策の検討

ⒸOpenStreetMap contributors

75 路線名：市道石津向町西川上線

＜危険の状況＞
・交差点までは、南側だけに歩道があり、交差点以降は北側だ

けに歩道がある。当該交差点は、南東角・北西角ともに児童
待機場所が狭く、危険である。（本年度より南側の歩道では
なく、北側の道を歩くよう通学路を変更したが、歩道ではない
道を歩くため、安全面で不安が残る。

＜対策内容＞
・グリーンベルト等の設置



【焼津市】黒石小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、黒石小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市くらし安
全課・土木管理課・河川課・道路課

黒石小学校黒石小学校

76 路線名：市道三右衛門堰ノ下ノ橋線

＜危険の状況＞
・グリーンベルト設置要望

＜対策内容＞
・グリーンベルトを設置

ⒸOpenStreetMap contributors



【焼津市】大井川東小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、大井川東小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市く
らし安全課・土木管理課・河川課・道路課

大井川東小学校大井川東小学校

78 路線名：市道0107号線・市道0219号線

＜危険の状況＞
・歩道がない

＜対策内容＞
・グリーンベルトを設置

ⒸOpenStreetMap contributors

77 路線名：市道1393号線×市道1403号線

＜危険の状況＞
・近くに団地があり、多くの児童が通るが、信号等なく道幅

も狭いため、危険である

＜対策内容＞
・交差点カラー舗装の設置



【焼津市】大井川西小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、大井川西小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市く
らし安全課・土木管理課・河川課・道路課

大井川西小学校大井川西小学校

79 路線名：市道1076号線・市道1077号線

＜危険の状況＞
・グリーンベルトを作っていただいたが、はばたき橋への抜

け道となっているため朝の交通量が多い。

＜対策内容＞
・児童への通行注意指導

ⒸOpenStreetMap contributors

81 路線名：市道1160号線×市道1740号線

＜危険の状況＞
・橋梁側に歩行者溜りがないため、危険である。

＜対策内容＞
・通学路変更の検討

80 路線名：市道1080号線

＜危険の状況＞
・はばたき橋への抜け道となっているため朝の交通量が多

い。規制していただけないか。

＜対策内容＞
・グリーンベルトを設置



【焼津市】大井川南小学校区（Ｒ1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】焼津警察署、静岡県交通安全協会焼津地区支部、静岡県島田土木事務所企画検査課・工事第２課、大井川南小学校、焼津市教育委員会事務局、焼津市く
らし安全課・土木管理課・河川課・道路課

大井川南小学校大井川南小学校

ⒸOpenStreetMap contributors

82 路線名：市道0204号線×市道1448号線

＜危険の状況＞
・車両が多く、横断時に危険なため、横断歩道の設置が必要

＜対策内容＞
・児童への通行注意指導
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