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108 市川市立曽谷小学校 1 曽谷5丁目２５付近、押しボタン式信号機付近

道幅が狭く、車や自転車がスピードを出して走行している。信号があ
るが、信号待ちをするスペースが狭い。信号待ちスペースを囲むポー
ルが柔らかく歩行者を守れない材質。信号機が桜並木に隠れて見えに
くい。

①保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼
②道路安全課維持班：ポール設置
③道路安全課：路面標示「文入口、クロスマーク」復旧

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済
③今年度中予定　  済

効果あり、更なる対策検討

109 市川市立曽谷小学校 2 曽谷7-18-1、曽谷小正門付近

道幅が狭く、自転車がスピードを出して走行している。桜並木の歩道
全体的に言えることだが「歩行者と自転車」を分ける表示をするか、
自転車は車道を走るのであれば、車道に外側線を両端に書くべきであ
る。道幅が狭いので、一方通行にしてほしい。

学校：ミラー、路面標示新設 今年度中予定　　  済 ミラー設置後、効果確認

110 市川市立曽谷小学校 3 曽谷7-17-14、交差点付近
優先道路の点線はあるが、一時停止では無いため、歩道に突っ込んで
い来る車が多い。過去に、自転車と車の接触事故あり。

道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり、電柱移設する際、対策検討

111 市川市立大町小学校 1 大町８７－５付近交差点から大町小学校に向かう道
近隣の住宅や近隣施設を利用する車両や来校者の車両が往来する。車
両の速度も速い。

道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり、更なる対策検討

112 市川市立大町小学校 2 大町４３４－７付近 ハザードマップでは，冠水の要注意エリアに指定されている。 葛南土木：冠水注意喚起路面標示設置 今年度中予定      済 効果今後確認

113 市川市立大町小学校 3 大町２９３の交差点から松飛台駅に向かう道の西側
グリーンベルトが施されているが，植え込みが道路側にはみ出し通り
にくい。また雨の日は水がベルト側に溜まり車道に出ないと渡れな
い。

道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　　  済 安全指導継続

114 市川市立大町小学校 4 大町２３０付近
霊園から続く道で商業施設を目的とした車両の往来が多く、信号も少
なく車両の速度も速い。

道路安全課：電柱幕新設、外側線、路面標示復旧 今年度中予定　　  済 交通状況を見ながら対策検討

115 市川市立大町小学校 5 大町８７－５付近交差点 見通しが悪い。
①葛南土木：歩道に車道止め新設
②道路安全課：ミラー角度調整
③保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼

①今年度中予定　　済
②済（８月１３日) 済
③今年度中予定　　済

効果あり

116 市川市立大町小学校 6 大町５３付近 車の出入り口が広い。 葛南土木：縁石ブロック設置 来年度予定 今後対策検討

117 市川市立北方小学校 1 東菅野本北方橋交差点 道幅が狭く，立ち番で注意喚起を行っている。 学校：通学路変更検討 今年度中予定　　  済 見守り継続

118 市川市立北方小学校 2 正門前 路面標示が薄れている。 道路安全課：路面標示復旧 今年度中予定　　  済 効果あり

119 市川市立北方小学校 3 本北方２丁目信号機 ＰＴＡから信号が撤去されるとの情報提供があった。
委員会、学校：交通状況を把握して、関係機関に情報提供して要望を
上げていく。

継続中 交通状況を見ていく

121 市川市立百合台小学校 3 曽谷6-10百合台小東門前 外側線が薄れている。 道路安全課：外側線復旧、交差点へ減速ドット線、Ｔ字新設 今年度中予定　　  済 効果あり

122 市川市立百合台小学校 4 宮久保1-34交差点横断歩道 横断歩道ありの標識が民家の樹木で見えなくなっている。 保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼 今年度中予定　　  済 定期的な樹木対策検討

123 市川市立百合台小学校 5 宮久保1-34道路 外側線が薄れている。 道路安全課：外側線復旧 今年度中予定　　  済 効果あり
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124 市川市立百合台小学校 6 宮久保1-19交差点 一時停止の標識の向きを直してほしい。 警察：標識の向きを直す 近日中実施　　　  済 効果あり

125 市川市立百合台小学校 7 宮久保1-22道路 外側線が薄れている。 道路安全課：外側線復旧 今年度中予定      済 効果あり

126 市川市立百合台小学校 8 宮久保1-35交差点横断歩道 注意喚起幕がない。 道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり

127 市川市立百合台小学校 9 宮久保2-6交差点横断歩道 注意喚起幕がない。 道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり

128 市川市立百合台小学校 10 曽谷3-5（階段） 道が細く、崖のような階段のため、辺りが薄暗い。
①保健体育課：関係課に依頼して自治会に防犯灯の玉の交換、
　　　　　　　電柱の傾き等直しを依頼。
②保健体育課：関係課から関係省へ樹木伐採を依頼

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり、更なる対策検討

133 市川市立大洲小学校 1 大洲４－２１－６産業道路付近
ＧＳ横に至る道は普通車１台がやっと通れる幅で，押しボタン式信号
が変わるまでの間，道路上にはみ出る児童と，車・自転車で混み合
う。６０～７０名の児童が使用する。

①警察：横断歩道変更（来年度実施予定）
②葛南土木：路面標示、外側線引き直し

①②来年度、同時に行う予定 来年度実施後、効果確認

134 市川市立大洲小学校 2 大洲４－２０－５大洲中前産業道路
通行する児童数が多い。横断歩道はあるが，信号が未設置。自治会か
ら数回信号設置を要望するが、隣接する信号機等の問題で設置許可が
でない。毎朝大洲中の先生が交通整理をしている状態。

葛南土木：路面標示、外側線引き直し 今年度中予定　　  済 効果あり

135 市川市立大洲小学校 3
大洲４－１－９　大洲４－１１－２５クランク型に交
差する道路

４－１－９の角にミラーが設置されているが，道幅が狭く市民診療所
側からの通行者には見える角度ではない。左右の見通し悪く登下校の
児童・園児が飛び出し、事故になる可能性がある。

道路安全課：置外側線復旧、路面シール設置 今年度中予定　　  済 効果あり

136 市川市立大洲小学校 5 大洲４－１１－８付近
４つ角に２個ミラーが設置されているが，左右の見通しが悪いために
飛び出し事故がある。

道路安全課：注意喚起幕設置 今年度中予定　　  済 効果あり

137 市川市立大洲小学校 6 市川南２－２－４付近
宮田小，大洲小児童の登下校道路で，車１台がやっと通過できる道幅
である。住宅地から出てゆうゆう道路の延長道路に向かいＴ型となり
両サイドが見えない。

道路安全課：路面シール設置 今年度中予定　　  済 効果あり

163 市川市立大野小学校 2 南大野２-３４（通称すけろく坂付近）
急坂から降りてくる車や自転車と児童が接触する危険性がある。ま
た、不審者情報も多い場所である。

道路安全課：両側強調ドット新設 今年度中予定　　  済 効果あり

164 市川市立大野小学校 3 大野町１－３９７－１２五差路
急坂から降りてくる車や自転車と児童が接触する危険性がある。ま
た、不審者情報も多い場所である。

道路安全課：路面標示新設、外側線新設 今年度中予定　　  済 効果あり

166 市川市立稲越小学校 1 稲越２－１０－１８付近

交差点，地図で言うと縦方向が優先で，横方向は一時停止場所となっ
ているが，警察の方の取り締まりが頻繁に行われている位，不停止車
両が多い。昔からヒヤリハット報告書の報告が後を絶たない場所であ
る。

①学校：安全教育
②保健体育課：交通状況を把握して、安全対策について学校運営協議
会等と検討していく。

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

安全教育、パトロール継続、更なる対策検
討

167 市川市立稲越小学校 2 稲越１－１９－１７～３０－２９にのびる道路

外環道に抜ける道として、通る車が多い。交通量が多く、走っている
車の種類も増えている。過去に接触事故が何度かあり，児童はその狭
い道で車を避けながら登下校している。保護者に交代で登校指導をし
てもらっているが対処しきれていない。保護者・地域からも不安の声
が多くあがる。

①学校：安全教育
②保健体育課：交通状況を把握して、規制について学校運営協議会等
と検討していく。

①今年度中予定　　済
②今年度中予定討　済

安全教育継続、更なる対策検討

168 市川市立稲越小学校 3 稲越３－４－３３付近 横断歩道がうすれている。
①警察：横断歩道の白線を引く
②保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり



169 市川市立稲越小学校 4 稲越３－４－３４付近 横断歩道がうすれている。
①警察：横断歩道の白線を引く
②保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり

169 市川市立稲越小学校 5 稲越３－４－３５付近 横断歩道がうすれている。
①警察：横断歩道の白線を引く
②保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり

170 市川市立塩浜学園 1 塩浜４－１－１付近 正門から行徳高校側への横断歩道がないため危険である。 学校：安全教育 今年度中予定　　　済 安全教育継続

171 市川市立塩浜学園 2 塩浜４歩道橋
歩道橋上のマンホール蓋が破損している。階段下のガードレールに
よって安全が向上したが、長さが不足している。

①道路安全課：関係課へ依頼してマンホール復旧
②道路安全課：オレンジポール新設

①済
②済

効果あり

172 市川市立塩浜学園 3 正門から大通りにでる歩道 側溝の蓋が破損している。 道路安全課：側溝蓋補修                   済 効果あり

173 市川市立大和田小学校 1 南八幡３－２３－２０付近電柱 電柱に「通学路」と貼ってあるが、実際は通学路ではない。
①保健体育課：看板撤去
②道路安全課：電柱幕新設

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり

174 市川市立大和田小学校 2 南八幡４－１６－１２交差点 信号待ちをするスペースが狭い。 学校：通学方法検討 検討中 見守り継続、更なる対策検討

175 市川市立大和田小学校 3 南八幡３－２３－２０付近一方通行の道
道幅が狭く、車の交通量が多い。歩道代わりの白線がなく、自動車も
割とスピード出すので危険である。

道路安全課：Ｒ４一般要望として対応 未定 対策検討中

176 市川市立大和田小学校 4 南八幡３－２３－３０付近
道幅が狭く、車の交通量が多い。横断歩道がない道路であり、自転車
の交通量が多いので危険である。

道路安全課：注意喚起看板設置 今年度中予定　　　済 安全指導継続

177 市川市立福栄小学校 1 福栄1丁目23と3丁目14の間
富美浜小方面への信号停止線が前にあり、赤でも車両は手前を左折で
きる。通行人を巻き込む恐れがある。

道路安全：注意喚起幕新設 今年度中予定　　　済 効果あり

178 市川市立福栄小学校 2 東門前道路
道幅が狭く交通量が多い。対面通行だが、すれ違うことは難しい。見
通しも悪く、歩道も狭い。横断歩道はあっても停車しない車が多いの
で、狭い場所に児童がたまる。登校時は危険である。

道路安全：グリーンベルト延長 今年度中予定　　　済 効果あり、更なる対策検討

179 市川市立妙典小学校 1 下新宿２０－１０付近 住宅街であるが、街灯がないため夜道は暗い。 保健体育課：関係課へ依頼して防犯灯の球を交換依頼 今年度中予定　　　済 更なる対策検討

180 市川市立妙典小学校 2 妙典１－４－１付近 側道を通る車の交通量が多い。児童の飛び出しに注意が必要。 道路安全課：注意喚起看板新設 今年度中予定　　　済 効果あり

181 市川市立妙典小学校 3 妙典１－１１－１１付近
バスやトラックの交通量が多く，歩道での歩行に危険を感じることが
ある。

道路安全課：両側外側線復旧 今年度中予定　　　済 効果あり

182 市川市立妙典小学校 4 妙典２－４－１交差点付近
車の交通量が多く、バス通りにもなっている。横断歩道はあるが，信
号が無いため通行には注意が必要である。

道路安全課：道路表示「通学路」、外側線復旧 今年度中予定　　　済 効果あり

183 市川市立妙典小学校 5 妙典１－１５－１３付近 道幅があるため車通りは多いが，歩道が狭いため通行は危険である。 道路安全課：注意喚起幕新設 今年度中予定　　　済 効果あり

184 市川市立妙典小学校 6 下新宿１６～河原８付近 センターラインが薄れている。 道路安全課：センターライン復旧 今年度中予定　　　済 効果あり
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