
令和３年度　通学路交通安全対策要望一覧表 令和３年７月２９日現在

危険

箇所

№ 国 県 市

1 柏一小 1

あけぼの５－２－１ ソフィア柏グランハースト前
交差点

横断歩道はあるが，信号機がないので危
険

信号機を設置してほしい 建柱場所・滞留場所なしのため信号
機設置不可
⇒見守り・安全指導強化，路面表示
（横断者注意）

○ ○

2
あけぼの１－７－６ 柏第一小前の道路 学校が近く，車通りも多く危険 「この先学校あり」等の表示をし

てほしい
R３路面表示実施（完了）

○

3
あけぼの４－６－７８ みこし寿司前 交通量が多く，信号がないため横断が危険 「児童多し」などの路面表示をし

てほしい
「横断者注意」路面標示検討

○

4
柏５－６－１２ トヨタレンタカー前 交通量が多く，車が急に入り込んでくるた

め危険
「児童多し」などの路面表示をし
てほしい

ドット線塗り直し
○

2 柏二小 5

豊四季９４５－１５９か
ら９４５－５１９までの
区間

東武バス「柏駅西口」から
「免許センター」の間

歩道が狭く，電柱が歩道をふさいでいる ・歩道を確保してほしい
・グリーン線の設置，または車道
に色を塗ってほしい。
・白線上に反射板を設置してほ
しい。
・白線を塗りなおしてほしい（凸
版印刷側）

路側線塗り直し，グリーン線設置検討

○ ○

6
豊四季２９０－１付近 柏第二小　青門の正面 抜け道として車が頻繁に通るが，カーブが

あり，見通しが悪く，危険
横断歩道を設置してほしい 滞留場所無いため不可。

⇒電柱幕設置を検討
○

7
豊四季２６６－２ ヤマト住建㈱住まいのギャ

ラリー柏店前交差点
交差点内に横断歩道が２箇所しかない 横断歩道を整備してほしい。

または，歩車分離式の信号点灯
方式にしてほしい。

横断歩道設置を検討中
○

8

豊四季２０４－５ 日光東往還道路，朝日新
聞サービスアンカーASA豊
四季付近東武野田線踏切
との丁字路

この丁字路は，トラックの往来が多く，渋滞
することも多い。ブロック塀もあり見通しが
悪い。

日光東往還道路に横断歩道を
整備してほしい。

確認中

○

9
豊四季１２７－１ 日光東往還道路焼肉みっ

ちゃんの交差点からおおた
かの森病院までの間

路肩が狭く，常に渋滞している道路。ブロッ
ク塀や電柱もあり，見通しが悪い。

歩道の確保，またはガードレー
ルやグリーン線を整備してほし
い

道路幅から不可
⇒見守り・安全指導対策 ○

3 柏三小 10
若葉町８－２０ 柏第三小　南門前Y字路 Y字路を車が減速せず通過するので危険 一時停止をつけてほしい 主従がはっきりしているため不可。

⇒交差点改良検討
○ ○

11
中央１－８－１１ BigA前交差点 車からの見通しが非常に悪い 歩行者や自動車に気付けるよう

にミラーをつけてほしい
ミラー設置不可
⇒見守り・安全指導強化

○

4 柏四小 12
高田１０１０－４５ 松ヶ崎第二公園前　五差

路
抜け道になっており，速い速度で車が通り
抜ける。令和２年，自転車乗車中の児童が
車との交通事故に遭った。

・横断歩道の塗り直し
・道路を拡幅し，見通しを良くし
てほしい

横断歩道塗り直し検討
○

13

十余二２５４－１０２ AOKI松ヶ崎店前交差点 ガードレールがなく，道幅が狭い。車が白
線を越えて走行する。一方通行でないた
め，車と頻繁にすれ違う。ATMが死角と
なっており見通しが悪い。

・ガードレールの設置
・一方通行規制

・ガードレールは道路幅員により不可
・一方通行不可
⇒見守り・安全指導強化

○

14
高田１００１－１９ 満徳寺前 抜け道になっており，車が多く通る。登校時

間帯に自転車も多く通るため近隣住民から
も危険性を指摘されている。

スクールゾーン，グリーン線の
整備をしてほしい。

道路幅から不可
⇒見守り・安全指導対策 ○

5 柏五小 15

柏１２７２-２付近 戸張入口交差点を戸張方
面に入って約１００ｍ（歩道
がなくなる）

柏第五小の児童が最も多く通る通学路。歩
ける場所がかなり狭いので危険。車通りも
多く，バス通りでもあるので子どもの横をバ
スがぎりぎりで通過している状況に恐怖を

歩道と車道を区別する縁石を設
けてほしい

・交差点付近について，R３年度内改
良予定

○

6 柏六小 16
豊四季２５０－２０から
２４６－４

中華赤門の前～サイゼリ
ヤの向かい側まで

道路にガードレールやグリーン線がない グリーン線を引いてほしい グリーン線設置予定
○

17 向原町３－１１ デュオヒルズ柏前の丁字 バス通りだが，横断歩道がない 横断歩道を設置してほしい 検討中 ○

7 光ヶ丘小 18
今谷南町１－３ 光ヶ丘小対向側の路側 路肩が非常に狭く，車とぶつかる危険があ

る
ポール等を設置し，歩道と車道
を区切ってほしい

道路幅により不可
⇒見守り・安全指導強化

○

19 中新宿３－１１－１ スーパーカスミ前 路側線が消えかかっている カラーで舗装してほしい 路側線引き直し ○

安全対策の内容 実施状況
警察 教育委員会

担当部署（予定）
道路管理者

№ 学校名 所在地住所 場所の補足説明 危険箇所の状況 対策の要望内容

1



令和３年度　通学路交通安全対策要望一覧表 令和３年７月２９日現在

危険

箇所

№ 国 県 市
安全対策の内容 実施状況

警察 教育委員会

担当部署（予定）
道路管理者

№ 学校名 所在地住所 場所の補足説明 危険箇所の状況 対策の要望内容

20
今谷南町４ スクールゾーンの道 路側帯とグリーン線が消えかかっていると

ころがある
塗りなおしてほしい 塗り直し検討

○ ○

21 豊住１－１－４５ 平野医院前のバス通り 横断歩道がなく，横断する際に危険 横断歩道を整備してほしい。 横断需要要確認 ○

8 土小 22
増尾２－２－１６ 増尾駅入口交差点から駅

方面へ入ってすぐ
登校時間帯車の交通量が多く，道が狭い
ため危険

グリーン線の設置またはポール
の設置

グリーン線設置検討
○

9 富勢小 23
根戸４１２－４付近 野口クリーニング店付近の

交差点
歩道のライン，一時停止線が消えかかって
いる。ミラーの位置が高すぎて児童の目線
からは車が来ていることが見えない

・歩道のラインの塗り直し
・一時停止線の塗り直し
・ミラーの位置を低くしてほしい

路側線引き直し予定（R3）
・一時停止線検討
・ミラー調整検討

○ ○

24
根戸４８３－５５ マミーマート駐車場前の交

差点
横断歩道がない。駐車場への出入り車両
が多いため危険である。

横断歩道を設置してほしい バス停の状況を踏まえ現地確認
⇒見守り・安全指導強化・電柱幕設置

○

25
布施９２５－１ 学校裏門の周辺 側溝の蓋が数カ所割れており，足が入って

つまづきそう
修繕してほしい 修繕実施予定

○

26
布施８６２－１ 布施新田ふるさと会館前の

カーブ
住宅街方面から出てくる人がカーブで見え
づらく，児童と車との接触しそうな場面が

「飛び出し注意」や「児童横断注
意」等の看板を設置してほしい。

電柱幕検討
○

10 田中小 27

大室１０８６－４付近 柏ビレジ第一公園付近 当該箇所を通る児童が増えており，また，
交通量も増加している。児童の歩く場所を
増やしてほしい。途中まで白線があるが，
一部ないところがある。自動車と児童が接
触しそうな場面があり，近隣住民からも危
険性を指摘される場所である。

・グリーン線を引いてほしい
・ポールまたはガードレールを設
置してほしい

・路側線+グリーン線設置可能か現地
確認

○ ○

28

大室１０３５付近 道路が狭く，トタンの壁がはがれかけてい
て危険である。ハチがいて危険であるとの
保護者からの意見も寄せられている。市役
所や教育委員会にも対応を依頼している
が改善されていない。

トタンの撤去または張り直しをし
てほしい
ハチの駆除をしてほしい

※民有地
※地主に対応を依頼済み

― ― ― ― ―

11 田中北小 29
大青田１２４８ 香取神社近くの信号機の

ない交差点
交差点に信号機がない。さらに児童が横断
する横断歩道があるのに，主道路であるた
めか停止せず通行する車が多い。

・歩行者用信号の設置
・道路の主従の逆転

・信号設置を含め検討
○

30
船戸一丁目１８－３３ プリントパックとの間の信

号機のない横断歩道
児童が横断するにも関わらず信号機がな
い

歩行者用信号機の設置 ・信号機近接のため設置不可
　⇒見守り・安全指導強化

○

31
船戸１７８８－２ そめだな前交差点から船

戸会館への道路
ゾーン３０指定されているが，スピードを出
している車やトラックがあり，危険

通学路であることを道路に表示
してほしい

・「学童注意」路面標示検討
○

32
船戸１７５５－３ ひさご亭前交差点 過去に事故が発生している交差点 信号機を設置してほしい。 建柱場所が確保できないため不可

⇒交差点への車止め設置
○

33
船戸１７８８－２ 県道（そめだな以南の一部

区間）
一部区間のみ歩道がない 歩道を整備してほしい。 ラバーポールまたはグリーン線の検

討
○

34
船戸二丁目４ 柏たなか第一公園の隣接

する交差点
信号機を設置してほしい 信号機設置困難（交通量）

⇒路面表示，看板設置，車止め設置
○ ○

35
大青田１２５３前の道
路

砂川園芸前の道路 グリーン線が薄くなっている。交通量多く，
スピードを出す大型車も多い。

グリーン線を引き直してほしい。
３０ｋｍ/ｈ速度制限またはゾー
ン３０を設定してほしい

路側線・グリーン線の塗り直し
○ ○

36
船戸山高野５５１－１
から船戸１７５５－３ま

センコーからひさご亭まで
の間の道路

歩道に草木が張り出しており，通行が困難
な区間がある。

定期的な剪定をお願いしたい ※民有地のため，地主に依頼
― ― ― ― ―

12 土南部小 要望なし

13 柏七小 37
篠籠田７２３－１ 柏第七小とサルビアマン

ションの間の横断歩道
横断歩道が消えかかっている。
学校側の車道の停止線が横断歩道に近
い。

・横断歩道の塗り直し
・停止線を横断歩道から遠ざけ
てほしい

・横断歩道塗り直し検討
・停止線移動は不可 ○

14 柏八小 38
永楽台１－５－７ 急な坂道が重なる交差点 見通しが悪い。下り坂で自転車などがス

ピードを出していて危険
カーブミラーを増やしてほしい 道路幅等により不可

⇒見守り・安全指導強化
○

39
永楽台２－８－３３ 柏第八小校門前の交差点 下り坂と上り坂の道路が交差する交差点で

あり，上り坂からの見通しが悪い。
カーブミラーを増やしてほしい ミラー角度確認

⇒見守り・安全指導強化
○

40
名戸ヶ谷１－３－４ 柏第八小から柏第四中ま

での道路
細い道が多く，視認性も悪い。交通量も多
い。

速度制限を示す表示を増設して
ほしい。注意喚起の看板を設置
してほしい。

注意喚起の看板または路面表示を検
討 ○
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41

永楽台２－８－１ 柏第八小校庭沿いの道路 ２０ｋｍ／ｈ制限の道路であるが守らない車
が多い。歩道も狭く，人ひとり分の幅しかな
い。

速度制限を示す表示を増設して
ほしい。注意喚起の看板を設置
してほしい。
歩道を拡幅してほしい。

路面標示検討
歩道拡幅は不可

○

42
永楽台１－５－７ 急な坂道が重なる交差点 視認性が悪い。下り坂で自転車などがス

ピードを出していて危険
速度制限を示す表示を増設して
ほしい。注意喚起の看板を設置
してほしい。

№38と重複
○

15 酒井根小 43

酒井根４－１０－３３ 酒井根保育園前十字路 朝はPTAの方々に旗振りをしていただいて
いるが，車の交通量が非常に多い。また，
車がバス通り側から交差点に進入した際に
右側の狭い道方向から来る児童を確認す
るためのミラーがない。

①カーブミラーを設置してほしい
②歩行者，児童が多く通ること
をドライバーに注意喚起する方
法を考えてほしい

路面標示検討

○

44
酒井根１９－２ 酒井根小裏門の前 保育園や幼稚園，老人ホームが隣接して

いるため車両の交通量が多い。白線が消
えかかっている。

白線を塗りなおしてほしい 路側線塗りなおし
○

45 酒井根１９－２ 正門前 路側線が消えかかっている。 塗り直してほしい 塗り直し検討 ○
16 西原小 要望なし

17 旭小 46
旭町６－４ 旭小こどもルーム裏の曲が

り角
見通しが悪い。 カーブミラーをつけてほしい ミラー検討

○

47

新富町２－２ 畑横のカーブ 見通しが悪い。 ・看板「通学路徐行」をつけてほ
しい
・白線を引いてほしい
・「止まれ」が消えかかっている
ので塗りなおしてほしい

「学童注意」の路面標示検討
「止まれ」塗り直し検討

○ ○

48
旭町６－５ 旭小正門前の丁字路 カーブミラーに近隣の家の草木がかかって

いる。カーブミラーが見えづらい位置にあ
カーブミラーの位置を正門寄り
に移設してほしい。

草木剪定依頼及びミラーの高さ調整
予定

○

49
旭町４ 豊四季幼稚園横から東武

野田線の踏切までの細道
道幅が狭く，児童と自動車の接触の危険性
がある。道路が舗装されていない。

白線を引いてほしい。
道路を舗装してほしい。

路側線は幅員により不可
未舗装部は民有地のため不可
⇒見守り強化

○

50 豊上町２８－２ 豊上町第二公園沿いの道 ブロック塀が崩れる可能性がある ブロック塀を撤去してほしい 担当部署より所有者へ連絡 ― ― ― ― ―

18 藤心小 51

藤心２－１３－２ 郵便ポストのある交差点 横断歩道や停止線が消えかかっている ・横断歩道，停止線を塗りなおし
てほしい
・横断歩道に差しかかる前の道
路を赤茶色に着色し，運転者の
目につくようにしてほしい

・横断歩道，停止線について塗り直し
検討
・着色について検討 ○ ○

19 中原小 52
つくしが丘４－２１－３ 跨線橋を降りたところの交

差点
とまれマークや黄色の表示が消えかかって
いる

塗り直してほしい シール張り直し予定
○

53

つくしが丘５－４－１８ 三段坂と呼ばれる急坂 「スピード落せ」「幅員狭し」の文字が消えて
いる

・「スピード落せ」を塗り直してほ
しい
・「幅員狭し」を「児童多し」等に
変更し塗りなおしてほしい

・塗り直し等検討

○

54

中新宿３－２３－１ 柏みどり幼稚園前の道路 道幅が狭く，児童の下校時間と乳児・幼児
の迎え時間が重なり，車通りが多い。

ボランティアの方が下校指導を
行っている。児童や乳児・幼児
の安全のために，安全な環境整
備を検討してほしい。

見守り・安全指導強化

○

55
つくしが丘３－９－８ 田口歯科医院駐車場前交

差点
車通りが多く，信号機がない。また歩道もな
いため歩行者と自動車の距離が近い

信号機を設置してほしい 建柱場所無しのため不可
⇒見守り強化

○

56
つくしが丘４－１－１ (有)米一番　残善前スクラ

ンブル交差点
新柏駅付近の交差点であり，特に登校時
間帯の車通りが多い。

ボランティア，教職員で登校指
導を行っている。色々な大人の
目で見守っていきたい。

職員，ボランティアでの見守り強化
○

57
新柏１－１８－７ 名戸ヶ谷第二公園前交差

点
新柏駅から信号待ちなく大通りへ出れる道
（抜け道）。また，名戸ヶ谷病院も近くにある
ため，特に登校時間帯の車通りが多い。

ボランティア，教職員で登校指
導を行っている。色々な大人の
目で見守っていきたい。

職員，ボランティアでの見守り強化
○
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58
中原１８０９－１ 中原小正門前 自動車整備工場が先にあり，大型車の出

入りが多い。
児童の歩行空間（路肩）を拡げ
てほしい

拡幅不可
⇒見守り強化

○

59
つくしが丘３－２４－１
２

未洋室アンシャンテ新柏店
前交差点

中道に入ると歩道がなくなる。左折車も多
い。

歩車分離のための設備を整備
してほしい

道路幅から不可
⇒見守り強化

○

60
つくしが丘５－１３－１ スーパーベルクス駐車場

横
歩道がなく，車通りが多い。 ガードレールを設置してほしい 道路幅から不可

⇒見守り強化
○

20 酒井根西小 61

青葉台２丁目
２５-１８，－１３付近
２６-３３付近

ベルドゥムールマンション
への入り口付近
グリーンヒルⅡアパート前
付近

青葉台２丁目２６番付近の児童が横断歩道
のないところを横断せざるを得ず危険。一
方にしかグリーン線がない。２年前，この付
近で児童と車の接触事故があった。

・横断歩道を設置してほしい
・グリーン線を設置してほしい

ガードパイプ設置

○

62

西山２丁目９，８，２付
近

西山第一公園付近 松戸市からの抜け道となっており，両方向
とも車の交通量が多い。狭い道にも関わら
ず，スピードを出す車が多くて危険。歩道は
なく，児童の歩行スペースが狭い。

自動車の速度を抑制するよう
に，徐行のマークや道路への着
色などの路面表示をしてほしい

路面表示及び狭窄ドット

○

21 高田小 63
高田１０７２－１ ローソン柏高田店が面する

道路
路肩が狭く，児童と車が近い距離ですれ違
う。

歩車道境界ブロックを設置して
ほしい

・道路幅から実施不可
⇒見守り・安全指導強化

○

64
松ヶ崎１２１０－１２１ ビニールハウスの前の交

差点
横断歩道がひとつもなく，児童はそれぞれ
の自宅近くで道路横断している。

横断歩道を設置してほしい ・滞留場所がないため不可。
⇒電柱幕等で対応検討

○

22 名戸ヶ谷小 要望なし

23 増尾西小 65

増尾台１－３－６ バーミヤン前交差点 信号機が歩車分離式に変更されたばかり
のため，赤信号で停止中の自動車が「信号
が変わる」と思い込み，発進し，児童とぶつ
かりそうになる場面が多発している。

再度，信号機の点灯方式が変
更されたことを運転者に周知し
てほしい。

・工事に付帯して実施したもののた
め，実施不可
⇒見守り・安全指導強化

○

66
増尾台３－５－１５ ライフ前の横断歩道 交通量が多く，児童が横断する際に危険を

感じる。
信号機を設置してほしい ・近接しているため実施不可

⇒見守り・安全指導強化
○

67
増尾台３－２０－３７ 橋本モータース前交差点 交差点内の横断歩道が消えかかっている 横断歩道を塗りなおしてほしい 横断歩道塗り直し

⇒報告日時点で実施済み
― ― ― ― ―

24 逆井小 68

南逆井７－４－１ しいの木台から来る道の交
差点

しいの木台方面からの抜け道として，交通
量がとても多い。この地点は逆井小児童の
９割以上が通過する場所である。
片側には一時停止があり，登下校時はボ
ランティアの方が立ってくださっているが，
見通しが悪いため右左折時に児童の巻き
込み等の事故が起こる危険性がある。

信号機の設置を要望するが，そ
れが難しい場合には，登下校時
間帯の車両の通行規制（スクー
ルゾーン）の設定を要望する。

・傾斜が急なため，信号設置不可
・時間帯通行規制は付近住民の同意
が必要
⇒見守り・指導強化 ○

69

南逆井４－１８－２６ まつのい整骨院前の交差
点

しいの木台方面から新逆井方面への抜け
道として，交通量がとても多い。４箇所に注
意喚起の看板が設置されているが，歩道
が狭く，直前の道路が曲がっているため，
車両側からの見通しも悪いので，さらなる

信号機の設置を要望するが，そ
れが難しい場合には，登下校時
間帯の車両の通行規制（スクー
ルゾーン）の設定と，路面への
注意喚起表示を要望する。

・時間帯通行規制は付近住民の同意
が必要
・「学童注意」路面表示検討 ○

25 富勢東小 70

布施２１４７ おかだクリニック付近の丁
字路

令和３年６月より，あけぼの山農業公園前
に，坂東バスの停留所が設置されたため，
登下校の時間帯にバスが通るようになっ
た。歩道側に渡るために丁字路の交差点
を横断するが横断歩道がない。

横断歩道を設置してほしい ・設置可能か検討

○

26 豊小 71
常盤台２２から豊四季
９４９－９までの道路

踏切から旧水戸街道まで 車が速いスピードで往来する道路である
が，歩行者のスペースが狭く，路側帯がな
いため危険である

路側帯を設置してほしい 道路幅により不可
⇒見守り・指導強化 ○

72

豊四季６１０－２ 豊小正門前 車で校門から出るときに歩行者や車を視認
しづらい。また，児童も道路を横断したり，
右左折するときに周囲の状況を確認するこ
とが難しく危険である。

カーブミラーを設置してほしい 道路幅（バスの進入ができなくなる）に
より不可
⇒見守り・指導強化

○
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27 酒井根東小 73

光ヶ丘２－２１－１７ コマ電機前交差点 歩車分離式の信号で車と歩行者が分かれ
て横断できることはよいが，自転車がショー
トカットのため斜め横断する場面がしばし
ば見られ，児童や歩行者との接触の危険
性がある。

自転車専用レーンを作ってほし
い。もしくは，自転車は２段階で
横断するルールを案内表示や
路面標示する，横断注意の看板
設置などしてほしい

交通安全教育・交通安全講習にて交
通ルールを広く周知していく。

○ ○

74

光ヶ丘４－１２－２ 広瀬工業前交差点 令和２年度の児童の交通事故発生を受
け，ガードレール設置や停止線変更等の対
策がなされた。ただ，正面も見通しが悪いと
ころがあり，児童が横断するときに車から
死角になるため危険

「児童多し」などの路面表示を設
置してほしい

路面表示

○

28 旭東小 75
旭町５－３－４７ 旭町５交差点（トヨタカロー

ラ前丁字路）
市川柏線方面から国道６号線へ右折する
車と児童が交錯し危険

歩車分離式の信号機にしてほし
い

検討中
○

76
旭町５－４－１９ 旭町保育園入口 スクールゾーンの表示が消えかかっている スクールゾーンの表示を塗りな

おしてほしい
スクールゾーン表示・路側線塗り直し

○ ○

29 松葉一小 要望なし

30 花野井小 77

花野井９０４－１ ドラッグストアセキ付近の
信号

令和２年，ドラッグストアセキの向かいに
あった「業務スーパー」が移転した。これに
より，野田方面からの自動車が「業務スー
パー」に右折して入るようになった。後続車
が，この右折待ちの自動車を避けて進行し
ようとするため，路外（路肩・グリーンゾー
ン）に逸脱し走行している。下校時に信号
待ちしている児童の位置と重なるため危険

ポール設置等により，すり抜け・
路外への逸脱を防止してほしい

車止め，ラバーポール設置検討中

○

31 松葉二小 78
松ヶ崎１２６から１４５ 通学時間帯，車の往来が激しく，車両と児

童との接触の危険性がある
車線分離標（ラバーポール）を
白線上に設置してほしい

道路幅から不可
立て看板設置により対応済み

○

32 富勢西小 79
布施１４６－３２ 柏セレモニーホールから富

勢西小学校まで
電柱が歩道の真ん中にあり，歩きにくい。
傘を差しているいると車道に出なければ通
れない。

電柱を移動してほしい ・不可のため立て看板設置済み
○

80
宿連寺４３７－１３ 坂のある十字路 交通量が多く，道路が狭い 通学路表示をしてほしい ・路面標示検討

○

33 十余二小 要望なし

34 風早南部小 81
藤ヶ谷１７８５－６ めん星沼南店前交差点 右左折車が多く，横断歩道を渡っている際

にも危険な場面がある。注意喚起看板の
設置について地域住民からも求める意見

右左折する車両に対しての注意
喚起の看板（「この先，児童多数
横断」旨）を設置してほしい

車止め・看板設置を検討
○ ○

82

高柳７８３－３ 旧南部小入口交差点 通学路のため，７：００～８：３０，１４：３０～
１５：３０の時間帯通行禁止の規制がかかっ
ているが，通行している車両がある。地域
住民からも危険との意見が寄せられてい

ガードレールを全面に設置して
ほしい

道路幅から設置不可
警察による取り締まり強化

○

35 風早北部小 83
大井１８８５－１ ランドローム前歩道（旧い

なげや前）
登下校時，車道を横断する児童が多数お
り，信号がない交差点を自動車が左折，右
折するときに事故が起きそうで危険であ

歩車分離式の信号機を設置す
るか，または横断歩道を設置し
てほしい

線形改良・横断歩道設置を検討
○ ○

84
大井１９１０ 旧レストランプロプル駐車

場横の道路
登下校時に，児童が歩道のない道路を通
行し，危険

路側線を設置してほしい 塗り直し検討
○

85
大島田１２８－１ 大島田柏戸交差点 右左折車両が信号の変わり目にスピードを

上げて横断歩道を横切る
（左折車両による児童の死亡事故あり）

右折信号をつけるか，歩車分離
式信号にしてほしい

現場確認の上対策検討
○

86
手賀の杜５－３５－１ 手賀の杜接骨院前の交差

点
左折車両が横断歩道を渡る児童を見落と
しがちで，接触事故の未遂が多発してい

歩車分離式信号にしてほしい 不可
⇒見守り・安全指導強化

○

36 手賀西小 87
泉３０１ 泉入口バス停前 見通しの悪いカーブになっている。交通量

が多く，車の速度も速いため危険
信号機を設置してほしい 信号機近接のため不可

⇒見守り・指導強化
○
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37 手賀東小 88

手賀１０７７ 大勢至菩薩付近 幅員減少で道幅が狭く，歩車道が分離され
ていない。通学時間帯にバスの運行もあ
り，交通量が多い。車が児童のすれすれを
通行し，接触の危険がある。

ガードレールを設置してほしい 幅員よりガードレール不可
⇒グリーン線設置

○

89
手賀４７９－７ 手賀東小正門に入る直前

の歩道
歩道の路面に亀裂が入っている。転倒する
児童が多発

補修してほしい 補修予定
○

90

手賀１０７７ 東武バスイースト「手賀」バ
ス停付近

多くの児童が渡る主要な交差点。一時停止
位置からは，左前方の横断歩道が視認で
きない。見通しが悪く，横断する児童と左折
車との接触の危険性がある。

カーブミラーを設置してほしい 対策検討

○

38 高柳小 91
高柳１６５２－１８ 高柳近隣センター付近交

差点
見通しが悪いところに横断歩道がある 踏切側の横断歩道を移動（踏切

側に後退）してほしい
実施済み

○

92
高柳２－１６２０ やなぎっこ公園前の道路 公園前が坂になっているため，スピードの

出ている自転車や自動車と，児童が接触
する危険性がある

飛び出し注意の看板等を設置し
てほしい

路面表示等を検討
○

93
高柳１６８１ ハピリア入口交差点近くの

道路
雨が降ると冠水してしまう 市教委に連絡済み 対策工事を予定

○

39 大津一小 94

大津ヶ丘３－１８ ジェーソン前の高架下 高架下へ向かう下り坂となっているため車
がスピードを出しやすい。事故等があったと
きに車が歩道上に乗り上げてくるおそれが
ある構造。また冬場などは高架下は暗く，
運転者から歩行者が視認しづらい。

ガードレールまたは歩行者保護
用の柵を設置してほしい

現状で対策がなされている（マウンド
アップ歩道がある）ため不可
⇒見守り・指導強化 ○

40 大津二小 95
塚崎２－１２－８付近
丁字路

塚崎２丁目の横断歩道の
少し奥にある丁字路

「止まれ」の路面表示が消えかかっている 塗りなおしてほしい 塗り直し検討
○

96
塚崎１２８６－１付近 歩道が狭く，さらに標識があるため児童が

車道にはみ出してしまう
標識をどかして，違うところに表
示してほしい

移設場所が無いため不可
⇒見守り・指導強化

○

41 高柳西小 要望なし

42 柏の葉小 97

若柴１７３－５
若柴２８４－１

柏の葉キャンパス交番前
丁字路
プチ・ナーサリー柏の葉保
育園前丁字路

主道路を横断する児童の人数が多く，途切
れないため，従道路側の右左折車が渋滞
してしまう。車道信号の変わり際に無理に
進行してくる車も多く危険。最近も車と歩行
者との交通事故が起きた。

歩車分離式の信号にしてほし
い。または，歩道橋を設置して
ほしい。

歩行者・交通量調査結果等をもって検
討

○

98

十余二３３７－２２０ 若柴交差点～柏の葉こか
げ公園～柏の葉小付近の
歩道

広い歩道であるが，車両の出入りが多かっ
たり，自転車の通行が多い

歩道を，歩行者と自転車とで通
行帯を分離してほしい。

歩道は自転車通行禁止のため，実施
することで歩行スペースを削減するこ
ととなるため不可
⇒見守り・指導強化

○
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