
学校名 通し番号 ①危険箇所の場所 ②危険の内容 ③安全対策の内容 ④安全対策の実施時期及び対策の実施 安全対策の効果や現状

1 市川市立市川小学校 1 学校前　国道14号側の校門前の歩道、横断歩道
車と自転車の交通量が多い。信号があるが、信号待ちをするスペース
がない。ゴミステーションが児童の待機する場所から車の来る方向
（東京）の視界の邪魔をしている。

葛南土木：路面標示等設置 来年度予定 対策後、効果確認

2 市川市立市川小学校 4 学校正門前
見通しが悪いＴ字・交差点で車がスピードを上げて走行している。新
築マンション（５７戸）への入居に伴い、車の出入りが増えることが
予想される。

道路安全課：外側線復旧、電柱幕新設、グリーンベルト新設 今年度中予定　    済 効果あり

3 市川市立真間小学校 1 真間２丁目２交差点
道幅が狭く、橋の交差点で車が坂での一時停止となり、視界が悪く児
童を確認しづらい。

①道路安全課：強調表示新設
②警察：路面標示止まれ復旧

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

更なる対策検討

4 市川市立真間小学校 2 真間４丁目２交差点
道幅が狭く見通しが悪いにもかかわらず、車と自転車がスピードを出
して通る。

道路安全課：カラー舗装復旧 今年度中予定　    済
 効果あり

5 市川市立真間小学校 3 真間４丁目９付近～真間５丁目１３付近
道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。対面交通、道幅が狭く危
険。


道路安全課：外側線復旧、電柱幕新設 今年度中予定　    済 効果あり、更なる対策検討

6 市川市立中山小学校 1 中山小北方門前木下街道 交通量が多い上、歩道が極端に狭く、ガードレールも無い。 葛南土木：カーブにラバーポール設置 今年度中予定　    済 効果あり

7 市川市立中山小学校 2 本北方１丁目30番付近 ガードレールが無い。 道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　    済 更なる対策検討

8 市川市立中山小学校 3 中山1丁目13番から28番付近 道幅が狭く、見通しが悪い。　車が通ると歩道幅がほとんどない。 道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　    済 更なる対策検討

9 市川市立中山小学校 4 中山4丁目から若宮1丁目に抜ける坂道 道幅が狭く、見通しが悪い。車が通ると歩道幅がほとんどない。 道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　    済 更なる対策検討

10 市川市立八幡小学校 2
八幡３－２６
八幡小学校正門前道路の京成電鉄踏切付近

道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。スクールゾーンとして、
７：３０から８：３０は車両進入禁止となっているが、進入する車両
が多い。

道路安全課（警察）：注意喚起看板設置 今年度中予定　    済 効果確認中

11 市川市立八幡小学校 3 八幡３－２３八幡小学校北側の交差点及び道路

道幅が狭いにもかかわらず、車の交通量が多く、自転車がスピードを
出して走行している。青信号の間隔が短く、児童が余裕をもって横断
できない。外側線が薄れている。道路が狭く対面交通であり、車が外
側線をはみ出して通行する。

道路安全課：外側線復旧 今年度中予定　    済 効果あり、更なる対策検討

12 市川市立国分小学校 1 学校と国分橋間道路と県道との接続部
保護者による交通安全指導、パトロールを実施中。平日７：００～
８：３０のスクールゾーンとなったが、通行する車両が多数あり、事
故の恐れあり。

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

13 市川市立国分小学校 2 市川北IC南交差点
保護者による交通安全指導、パトロールを実施中。交通量が多く、車
による右折、左折の巻き込み事故の恐れあり。

国交省：注意喚起看板新設 今年度中予定　    済 パトロール・見守り継続

14 市川市立国分小学校 3 北下遺跡側歩道橋の設置部付近 車や自転車の交通量が多く、事故の恐れあり。 警察：パトロール実施地点 パトロール継続 効果あり

15 市川市立大柏小学校 1
大野町３丁目１７９５～１７３９－１付近 道幅が狭く、車の交通量が多い。路側帯が場所によってはかなり狭

い。

道路安全課：大野町３丁目１７９３～１７３９－１グリーンベルト新
設
外側線復旧

今年度中予定　    済 効果あり、更なる対策検討

16 市川市立大柏小学校 2 大野町２丁目８５４～９２５付近
道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。路面の白線が薄く
なっている。カラー塗装が薄くなっている。

道路安全課：電柱幕復旧 今年度中予定　    済 更なる対策検討
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17 市川市立大柏小学校 3
大野町２丁目９２５～９０９迎米公民館付近 道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。路側帯に落ち葉や

雑草が多く、狭くなっている箇所あり。
道路安全課：左側グリーンベルト新設、外側線復旧 今年度中予定　    済 効果あり

18 市川市立大柏小学校 4 大野町４丁目２８９２－１～２８８１付近
道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。路側帯側が低く
なっており雨天時に冠水して歩けない。坂道で車がスピードを出して
走行している。

①道路安全課：グリーンベルト新設（大野町４丁目２８９２－１～大
野町３丁目１７９３）
②道路安全課：側溝掃除

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり、定期的な樹木、落ち葉対策検討

19 市川市立宮田小学校 1 新田4-9-6付近
道幅が狭く、車の交通量が多い。登校時に児童が集まり、歩道からは
み出し、車と接触する危険がある。

①保健体育課：関係課へのぼり旗について、店へ指導を依頼する。
②道路安全課：カラー舗装新設
③警察：横断歩道補修

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

20 市川市立冨貴島小学校 1 東菅野１－１２－１から１－３１－２０までの道路
一部横断歩道がない場所があり、自転車だけでなく、児童も斜めに
渡っている様子が見られる。

道路安全課：外側線復旧、電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり

21 市川市立冨貴島小学校 2 八幡６－３－２１付近 道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。 道路安全課：外側線復旧、ドット、クロス設置
 今年度中予定　　  済 効果あり

22 市川市立冨貴島小学校 3
八幡６－１９－１５から東菅野３－３１－３までの道
路

道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。 保健体育課：学校運営協議会に安全対策について投げかける 今年度中予定　　  済 見守り活動継続

23 市川市立冨貴島小学校 4 八幡６－１０浅間橋から八方橋

自転車専用道路が設置されているが、ルールを守らない自転車が多
い。道路を斜めに横断してくる自転車や、歩いている児童と正対する
自転車があり、児童と衝突する危険がある。無理に渡ろうと走ってし
まう児童がいる。

道路安全課：信号交差点看板設置、路面シール設置 今年度中予定　　  済 効果あり

24
市川市立冨貴島小学校（保護

者）
6 八幡１－１０－５付近

自転車や人の往来が多いにもかかわらず、歩行者用信号がなく危険で
ある。

保健体育課：学校運営協議会に安全対策について投げかける 今年度中予定　　  済 見守り活動継続

25
市川市立冨貴島小学校（保護

者）
7 東菅野１－３３－２付近 道幅が狭く、車道と歩道の境がない。 道路安全課：外側線復旧、グリーンベルト新設 今年度中予定　　  済 効果あり

26
市川市立冨貴島小学校（保護

者）
8 八幡５－４－３付近 見通しが悪く、スピードを出す自転車が多い。 保健体育課：関係課へ電柱移設を依頼 今年度中予定      済 効果あり

27 市川市立若宮小学校 1 北方町4丁目１８８８県道松戸原木線交差点
道幅が狭く見通しが悪いにもかかわらず、車の交通量が多く歩道の幅
がとても狭い。

①警察：横断歩道の塗装
②道路安全課：電柱幕新設

①今年度中予定
②今年度中予定　  済

効果あり、更なる対策検討

28 市川市立若宮小学校 2 本北方３丁目２４−３付近の道 歩道の幅が非常に狭い。 道路安全課：電柱幕増設 今年度中予定　　  済 効果あり、更なる対策検討

29 市川市立若宮小学校 3 若宮3-54-10　若宮小学校付近の坂
道幅が狭く、車の交通量が多い。見通しの悪い細い坂であり、車の通
行量が多い。

道路安全課：電柱幕復旧・新設 今年度中予定　　  済 効果あり、更なる対策検討

30 市川市立若宮小学校 5 若宮３丁目５４－２交差点 事故現場　警察より追加
①葛南土木：道路標識設置
②警察：パトロール強化

①今年度中予定
②今年度中予定　  済

31 市川市立国府台小学校 1 松戸街道：国府台小から国府台病院までの間
歩道の道幅がせまい。
ガードレールなどはなく、車がぎりぎり通ることができるような状
況。自転車や通行人がすれ違うのも大変な箇所がある。

葛南土木：歩道の設置・拡幅・暗渠化 現在工事継続中 効果あり

32 市川市立国府台小学校 2 国府台1丁目13番、中国分交番の前の道路
道幅が狭く、車の交通量が多い。時間規制はされているが、あまり守
られていない。

学校：通学路変更 今年度中予定　　  済 来年度効果確認



33 市川市立国府台小学校 3 北国分1-6と24,25,26付近の道路

道幅が狭く、車の交通量が多い。以前このあたりの対策をしていただ
いたが、抜け道のようになっているのか車の交通量が多く、これから
も見守りをしていきたい。

保健体育課：小塚山のフェンス破損を関係課に修繕依頼 今年度中予定　　  済 安全指導継続

34 市川市立国府台小学校 4 国府台6丁目1番付近の道路
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。矢切方面
に抜けていく車や自転車がよく通る。車同士のすれ違いで道路を防ぐ
こともある。

道路安全課：電柱幕新設，Ｔ字マーク復旧 今年度中予定　　  済 効果あり

35 市川市立平田小学校 1 平田１丁目５～７、１４号沿い道路 車の交通量が多い。自転車が歩道を走るので、歩行者が危険。 葛南土木：防護柵設置 今年度中予定 申請済み

36 市川市立平田小学校 2 平田２丁目１６JR高架下 道幅が狭く、見通しが悪い。 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

37 市川市立平田小学校 3 平田２丁目１０～１６、京成菅野駅～１４号道路
道幅が狭く、暗い。朝の車の交通量が多い。
一方通行。

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

38 市川市立平田小学校 4 南八幡５丁目９道路沿い 車や自転車の交通量が多い。 道路安全課：ポール設置 今年度中予定　　  済 更なる対策検討

39 市川市立平田小学校 6 平田１丁目１４付近
道幅が狭く、車や自転車の交通量が多い。対面交通、道幅が狭く危険
である。

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

40 市川市立鬼高小学校 1 鬼高２丁目１ＪＲ総武線高架下 高架下の歩道がうす暗く、見通しが悪い。
保健体育課：関係課へ依頼して防犯灯、設置依頼
※場所が狭く電線が引けないため、設置不可

今年度中予定　　  済 場所が狭く、防犯灯設置不可

41 市川市立鬼高小学校 2 鬼高２丁目内 民家の塀が傾いている。 保健体育課：関係課へ依頼 今年度中予定　　  済 依頼継続

42 市川市立鬼高小学校 3 鬼高２丁目１９五差路
信号のない５差路で車の交通量が多い。過去に、児童が被害者となる
当て逃げ事故が発生した。危険な現状は変わらない。

道路安全課：減速ドット、電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり、更なる対策検討

43 市川市立鬼高小学校 4 南八幡２丁目２４付近道路
道幅が狭く、車の交通量が多い。一方通行の要望は地域全体の総意と
して意見をまとめて警察に要請する必要がある。

道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり

44 市川市立鬼高小学校 5 鬼高４丁目１０－３付近交差点 路面標示が薄れている。停止線がない。車の飛び出しが多い。 道路安全課：電柱幕新設，パンダシール復旧、１箇所新設 今年度中予定　  　済 効果あり

45 市川市立鬼高小学校 6 鬼高３丁目５―７付近交差点 路面標示が薄れている。
①警察：停止線，横断歩道復旧
②道路安全課：パンダシール新設

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり

46 市川市立鬼高小学校 7 鬼高２丁目１２番歩道橋付近Ｔ字路
見通しが悪いＴ字・交差点で車がスピードを上げて走行している。路
面標示が薄れている。

①警察：停止線，一時停止，横断歩道復旧
②道路安全課：パンダシール３箇所新設

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり

47 市川市立鬼高小学校 8 鬼高３丁目３２番交差点 道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。
①道路安全課：市道にパンダシール新設
②葛南土木：ラバーポール設置

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり

48 市川市立鬼高小学校 9 鬼越２丁目高架下歩道
道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。対面交通、道幅が狭く危
険。歩道が狭く、橋脚もあり歩きにくい。児童が車道を歩かざるを得
なくなっている。


道路安全課：注意喚起看板設 今年度中予定　　  済 効果あり



49 市川市立鬼高小学校 10 鬼高３丁目１８付近鬼高歩道橋
電線の位置が低く、傘を持っていると電線に接触する危険がある。電
線カバーがあるが短い。

①保健体育課：業者へ電線をまとめるよう依頼
⓶葛南土木：高欄延長部分撤去等

①今年度中予定　  済
②来年度予定

効果あり

50 市川市立鬼高小学校 11 鬼高３丁目２付近交差点
車が左折する際の巻き込みが危険である。横断歩道がない道路で自転
車の交通量が多い。道幅が狭く、見通しが悪い。


道路安全課：注意喚起シール設置 今年度中予定　　  済 効果あり

51 市川市立鬼高小学校 12 鬼高2丁目１６付近歩道
歩道上にゴミの集積所があり、ゴミが歩道をふさぐため、児童が車道
を歩かざるを得なくなっている。

①保健体育課：関係課へ依頼して、自治会へ要望するよう依頼
②学校：学校運営協議会から自治会へ依頼

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり

52 市川市立鬼高小学校 13 鬼高２丁目内 民家の塀が傾いている。民家の壁が補修されていない。 保健体育課：関係課へ依頼 今年度中予定　　  済 所有者への依頼継続

53 市川市立菅野小学校 1 菅野３－１０　交差点付近 車が左折する際の巻き込みが危険である。 道路安全課：注意喚起看板新設 今年度中予定　　  済 効果あり

54 市川市立菅野小学校 2 菅野３－１１外環交差点
交通量が多く、通学中の児童と車が交差したり、車が左折する際の巻
き込みが危険である。

国交省：注意喚起看板新設 今年度中予定　　  済 効果あり

55 市川市立菅野小学校 4 菅野５－１１付近　

病院に出入りする車が多く、通学中の児童と交差する際、危険であ
る。

道路安全課：注意喚起シール新設（市道側） 今年度中予定　　  済 効果あり

56 市川市立菅野小学校 5 菅野５－１０の道路とのT字交差点
見通しが悪いＴ字・交差点で自転車がスピードを上げて走行してい
る。

道路安全課：強調表示新設 今年度中予定　　  済 見守り活動継続

57 市川市立菅野小学校 6

菅野６－１７付近

路面の白線が薄くなっている。

　
道路安全課：外側線新設

　
今年度中予定　　  済

効果あり

58 市川市立菅野小学校 7 須和田１－６外環側道との交差点
道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。須和田郵便局側からの車の
交通量が多く、危険である。

①道路安全課：外側線復旧＋新設
②道路安全課：電柱幕新設
③国交省：注意喚起看板新設

　
①ガス工事後
②今年度中予定　　済
③今年度中予定　　済

効果あり

58 市川市立菅野小学校 8 須和田２－１①１－２②１－４③１－７④ 対面交通、道幅が狭く危険である。路面の白線が薄くなっている。 ①～④道路安全課：電柱幕新設

 今年度中予定　　　済
 効果あり

60 市川市立菅野小学校 9 須和田２－２１①，２２② 道幅が狭く、見通しが悪い。路面の白線がない。 ①②道路安全：電柱幕新設
 今年度中予定　　　済
 効果あり

61 市川市立菅野小学校 10 須和田１－１１須和田郵便局付近 路面の白線が片側しかない。 道路安全：下水道工事後、外側線新設 未定（下水工事次第）済 効果あり

62 市川市立菅野小学校 11 菅野３－１７付近
 路面の白線が薄くなっている。 道路安全：外側線復旧 今年度中予定　    済 効果あり

63 市川市立菅野小学校 12 菅野３－２０付近 路面の白線が薄くなっている。 葛南土木：路側帯カラー舗装化 今年度中予定　　  済 効果あり

64 市川市立菅野小学校 13 菅野６－１５付近 路面の白線が薄くなっている。
①警察：センターライン復旧、
②葛南土木：路面標示・外側線引き直し

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり



65 市川市立菅野小学校 14 須和田２－２３付近 対面交通、道幅が狭く危険である。路面の白線が薄くなっている。
①葛南土木：路側帯カラー舗装化
②警察：中央線復旧

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり

66 市川市立菅野小学校 15 須和田２－２４付近 対面交通、道幅が狭く危険である。路面の白線が薄くなっている 葛南土木：路側帯カラー舗装化 今年度中予定　　  済 効果あり

67 市川市立菅野小学校 16 須和田２－２２付近 道幅が狭く、見通しが悪い。路面の白線がない。 道路安全：電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり

68 市川市立行徳小学校 1 本塩１３付近 路面の白線が薄くなっている。 道路安全課：外側線復旧 今年度中予定　　  済 効果あり

69 市川市立行徳小学校 2 本塩１０交差点付近 路面標示「止まれ」が消えている。 警察：路面標示「止まれ」復旧 今年度中予定　　  済 効果あり

70 市川市立行徳小学校 3 本塩１から歩道橋まで 道幅が広く、歩道の境界線がはっきりしてしない。 道路安全課：グリーンベルト新設 今年度中予定　　  済 効果あり

71 市川市立行徳小学校 4 妙典３丁目　校門前
道路標示が消えかかり、走行車が学校前であることを認識していな
い。車がかなりのスピードを出して走る。

道路安全：道路表示「文入口」復旧、減速ドット新設、電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり

72 市川市立信篤小学校 1 原木2-6-18横断歩道
道幅が狭く、見通しが悪いにもかかわらず、車がスピードを出して走
行している。路面の白線が薄くなっている。

①道路安全課：外側線復旧
②警察：横断歩道補修

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり、見守り継続

73 市川市立信篤小学校 2 原木2-9付近道路、原木2-10付近道路
見通しが悪いうえに道幅が狭く、車がスピードを出して走行してい
る。注意喚起幕・看板が破損・文字が薄れている。

道路安全：注意喚起看板５枚復旧 今年度中予定　　　済
 効果あり

74 市川市立信篤小学校 3 原木2-9三戸前橋付近
道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため、対面交通など
危険。路面の白線が薄くなっている。ガードレールの幅が狭く内側を
通れない。

①道路安全課：電柱幕新設
②葛南土木:児童注意路面標示新設

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり、見守り継続、更なる対策検討

75 市川市立信篤小学校 4 原木1-21～25付近道路
道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため、対面交通など
危険。路面の白線が薄くなっている。路面の白線が引かれていない部
分がある。

葛南土木：警戒標識・路面標示等設置

 今年度中予定　　　済
 効果あり

76 市川市立信篤小学校 5 高谷2-12-23付近五差路
道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため、対面交通など
危険。雨量が多いと冠水の危険あり。

道路安全課：注意喚起電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり

77 市川市立信篤小学校 6 高谷1-3-8交差点付近
車が左折する際の巻き込みが危険である。信号があるが、信号待ちす
るスペースがない。

道路安全課：電柱幕復旧 今年度中予定　　  済 効果あり

78 市川市立信篤小学校 7 田尻5-15-5横断歩道
道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため、対面交通など
危険である。通学路ではないが、通行する児童がいる。

①学校：横断旗設置
②葛南土木：ラバーポール設置

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり

79 市川市立信篤小学校 9 高谷3-1付近横断歩道
道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため対面交通など危
険である。路面の白線が薄くなっている。

①警察：横断歩道，停止線，「止まれ」の復旧
②葛南土木：鉄製ポール設置

①今年度中予定　　済
②未定            済

効果あり

80 市川市立信篤小学校 10 原木2-10-36～1974-1付近
見通しの悪いカーブで、道幅が狭いにもかかわらず、車がスピードを
出して走行している。通学路幕はあるが白線はない。校外学習時のバ
スの乗降場でもある。

①道路安全課：外側線、グリーンベルト新設
②警察：横断歩道補修

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり



81
市川市立信篤小学校

（保護者）
11 原木２－１－３８付近

以前ボランティアが立っていたが、現在不在となっている。交通量が
多く、カーブが多いにもかかわらず、車がスピードを出して走行して
いる。

葛南土木：児童注意路面標示新設 今年度中予定　　　済
 効果あり

82 市川市立稲荷木小学校 1 稲荷木1-14交差点付近
見通しが悪い５差路があり、車と自転車の交通量が多い。停止線等が
なく、出会いがしらの接触事故が多い。

①道路安全課：電柱幕新設
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

見守り継続、自転車への更なる対策検討

83 市川市立南行徳小学校 2 欠真間１－１６付近 カーブに電信柱があり、路側帯が極端に狭くなっている。 道路安全課：グリーンベルト設置 今年度中予定　　　済
 効果あり

84 市川市立南行徳小学校 3 欠真間１－２０付近 道幅はあるが路側帯ラインがない。 道路安全課：現在引かれている外側線延長、ドット、Ｔ字新設 今年度中予定　　　済 効果あり

85 市川市立南行徳小学校 4 欠真間１－４付近
カーブが急で、スピードの出た車が曲がり切れない場合、危険であ
る。

道路安全課：グリーンベルト設置 今年度中予定　　　済 効果あり

86 市川市立鶴指小学校 1 大和田４－１７、鶴指小プール横一方通行道路
車の交通量が多い。正門前道路は、通学時間車両進入禁止となってい
るが、この道路はそうでないため第八中学校生徒、本校児童が道にあ
ふれている。（特に朝）

道路安全課：外側線新設 今年度中予定　　　済 効果あり

87 市川市立鶴指小学校 2 大和田４－１９　産業道路との交差点
横断歩道のない道路であり、車の交通量が多い。児童に横断禁止を呼
び掛けているが、遠回りになっている。

①学校：学校が対応を検討
②葛南土木：防護柵設置

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり、安全指導継続

88 市川市立鶴指小学校 3 大和田４－７　　交差点 通学路ではないが、横断歩道がないため、遠回りになっている。 学校：安全教育 今年度中予定　　　済
 安全教育、見守り継続

89 市川市立宮久保小学校 1 宮久保５－１６、宮久保５－６、宮久保５－５付近
車が左折する際の巻き込みが危険である。外側線が薄れている。歩行
者に対する右折車両への注意喚起が必要。

①警察：止まれ標識看板交換
②道路安全課：Ｔ字ドット線復旧

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

90 市川市立宮久保小学校 2 宮久保５－１５付近
信号のない５差路で車の交通量が多い。路面の白線が薄くなってい
る。

①警察②道路安全課：ガス工事後、全てのライン路面標示復旧 ①②工事終了後　　済
 効果あり、更なる対策検討

91 市川市立宮久保小学校 3 下貝塚３－２２付近 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

92 市川市立宮久保小学校 4 宮久保５－１１付近 見通しの悪いカーブで、道幅が狭い。立て看板の向きがずれている。
①道路安全課：立て看板復旧
②道路安全課：路面凹凸復旧

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり

93 市川市立宮久保小学校 5 宮久保６－２付近 道幅が狭く、車と自転車がスピードを出して走行している。
①工事業者：下水工事終了後、外側線復旧
②道路安全課：電柱幕新設

①業者工事終了次第
②今年度中予定　　済

外側線復旧後、効果確認

94 市川市立宮久保小学校 6 宮久保５－３付近
横断歩道のみで、信号機の設置がないため、スピードを出している車
両が多く、児童が渡りにくい。

道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　　済 更なる対策検討

95 市川市立宮久保小学校 7 宮久保６－１３、６－１５付近 大型トラックの出入りがあり、歩道に凹凸が多い。 道路安全課：路面凹凸復旧 今年度中予定　　済 効果あり

96 市川市立二俣小学校 1 二俣４８０、二俣２丁目二俣架道橋とその周辺
道幅が狭く、車の交通量が多い。登下校時は通行止めのはずだが、ト
ラック等の走行あり。道幅が狭いうえにガードレールがなく、非常に
危険である。

道路安全課：標識に注意喚起看板新設 今年度中予定　　済 効果確認中



97 市川市立二俣小学校 2 原木３丁目４，６番、京葉道路側道原木側 対面交通であり、道幅が狭く危険である。 道路安全課：電柱幕設置 今年度中予定　　済 効果あり

98 市川市立二俣小学校 3 二俣１丁目１１，１２番、京葉道路側道西船橋側
見通しが悪いうえ、道幅が狭く、車がスピードを出して走行してい
る。

道路安全課：注意喚起路面表示復旧 今年度中予定　　済 効果あり

99 市川市立二俣小学校 4 原木３丁目１２番付近 ４差路だが信号も横断歩道もない。
①道路安全課：電柱幕設置、ガードレール復旧
②葛南土木：児童注意路面標示新設

①今年度中予定　済
②今年度中予定　済

効果あり

100 市川市立二俣小学校 5 原木３丁目５番付近
 車の交通量が多い 葛南土木：児童注意路面標示新設 今年度中予定　　済 効果あり

101 市川市立中国分小学校 1 堀之内1丁目6.7付近
車の交通量が多い。外環自動車道の開通に伴い、信号が撤去された。
信号設置の要望を出してるがかなっていない。交通量が多く大変危険
である。

学校：見守り活動 継続中 見守り継続、更なる対策検討

102 市川市立中国分小学校 2 中国分３－１７．１４交差点
車用の信号はあるが歩行者用の信号がない。右左折してくる車も多い
ので危険である。

道路安全課：注意喚起電柱幕新設 今年度中予定　　 済 更なる対策検討

103 市川市立中国分小学校 3 中国分1丁目１０．１１．１４．１５の交差点 車の通りはそれほど多くないが、横断歩道もなく危険である。 道路安全課：注意喚起の電柱幕新設、カラー舗装 今年度中予定　　 済 交通状況を見ていく

104 市川市立中国分小学校 4 堀之内1丁目２５．２６付近
横断歩道もなく、渡って左方向にある坂道を上がっていくことになる
が、渡るときに坂を下ってくる車は見づらい。

道路安全課：注意喚起電柱幕新設 今年度中予定　　 済 効果あり

105 市川市立中国分小学校 5 堀之内4丁目５．９付近
道幅が狭い坂道にもかかわらず、車の交通量が多い。車が通る時のす
れ違いもギリギリである。車が通ると慌てて道の端に寄る人の様子が
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

106 市川市立中国分小学校 6 中国分1丁目２２付近
道幅が狭く、車やバスの交通量が多い。ガードレールがなくカーブに
なっているため非常に危ない。

関係各課において今後、安全対策をする予定 継続中 来年度対策予定

107 市川市立中国分小学校 7 堀之内2丁目１７付近

横断歩道のない道路で、車の交通量が多い。現在は通学路には指定さ
れていないが、新道路開通に伴い通学路の変更を考えている。その
際、側道に入る道に横断歩道がなく、交通量も多いため児童が渡るに
は危険を伴う。通学路を想定した道路の整備を希望する。

保健体育課、学校で交通状況を把握して、関係機関に提供して要望を
上げていく 継続中 更なる対策検討

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

120 市川市立新浜小学校 1 学校北側信号のない交差点
見通しが悪いＴ字・交差点で車がスピードを上げて走行している。 路
面標示が薄れている。緩やかなカーブになっているが、見通しが悪
い。車や自転車がスピードを出して走行している。

①警察：一時停止復旧
②道路安全課：歩道上看板新設。公園前電柱へ注意喚起幕新設
　　　　　　　ダイヤマークの下に路面表示で注意喚起。
　　　　　　　ガードパイプ新設

①今年度中予定　　済
②今年度中予定　　済

効果あり

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

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



129 市川市立富美浜小学校 1
富美浜小学校らくだ山沿い道路
南行徳２－３、２－４

登校時、富美浜小に通う児童と、南行徳中に通う生徒の往来が多く、
混雑する。近隣住民から自動車の出し入れに危険であると苦情があ
る。

道路安全課：外側線、グリーンベルト設置 今年度中予定　　  済 効果あり

130 市川市立富美浜小学校 2 南行徳3－２付近 横断歩道がなく、比較的交通量も多い。
①保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼
②道路安全課：外側線、ドット復旧

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

安全指導、見守り継続

131 市川市立柏井小学校 1 柏井２丁目付近
道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。対面交通で 見通し
は良いが、抜け道となっており、信号は無い為、危険である。

①学校：通学路解除
②道路交通部：車両の速度抑制等、関係機関と協議し対応可能な対策
を検討

①今年度中予定　  済
②未定

通学路解除

132 市川市立柏井小学校 2 柏井公民館付近
道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。 民家のがけが危険
な状態である。

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

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

138 市川市立幸小学校 1 幸1－11 学校正門前 路面の白線が薄くなっている。 警察：横断歩道復旧 今年度中予定　　  済 効果あり

139 市川市立幸小学校 2 幸1－11 学校横 樹木が伸びて標識・信号等が見えない。 保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼 今年度中予定　　  済 効果あり

140 市川市立幸小学校 3 幸1－11　学校西門前 路面の白線が薄くなっている。 警察：横断歩道復旧
 今年度中予定　　  済 効果あり

141 市川市立幸小学校 4 幸1－15 交差点
「止まれ」の標示が消えている。電柱の後に標識があるため、電柱に
隠れて標識が見えづらい。

警察：止まれ復旧、標識移設 今年度中予定　　  済　 効果あり

142 市川市立幸小学校 5 幸1－14　T字路 樹木が伸びて標識・信号等が見えない。 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

143 市川市立幸小学校 6 幸1－10付近 「止まれ」の標示が消えている。 警察：路面標示「止まれ」復旧 今年度中予定　　  済　　 効果あり

144 市川市立幸小学校 7 幸1－17 交差点
横断歩道のない道路であり、車の交通量が多い。道幅が狭く、自転車
の交通量が多い。「止まれ」の標示が消えている。

①道路安全課：外側線、ドット線、クロスマーク復旧
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



145 市川市立幸小学校 8 幸1－23・幸2－4付近
道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。路面の白線が薄く
なっている。

道路安全：外側線復旧 今年度中予定　　  済 効果あり、更なる対策検討

146 市川市立幸小学校 9 幸2－11 交差点
横断歩道のない道路であり、車の交通量が多い。「止まれ」の標示が
消えている。

①警察：止まれ復旧、同所はゾーン３０設定、
②道路安全課：ドット線復旧、センターラインを消し両側外側線拡幅
予定

①今年度中予定　  済
②来年度予定

効果あり

147 市川市立幸小学校 10 幸2－12 T字路 樹木が伸びて標識・信号等が見えない。 保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼 今年度中予定　　  済 効果あり

148 市川市立幸小学校 11 加藤新田　交差点
見通しが悪いＴ字・交差点で車がスピードを上げて走行している。路
面の白線が薄くなっている。

①警察：横断歩道復旧
②道路安全課：交差点カラー舗装

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり

149 市川市立幸小学校 12 宝1－3 交差点 「止まれ」の標示が消えている。 警察：止まれ復旧
 今年度中予定　　  済 効果あり

150 市川市立幸小学校 13 宝2－3T字路 「止まれ」の標示が消えている。 警察：路面標示「止まれ」復旧 今年度中予定　　  済 効果あり

151 市川市立幸小学校 14 宝2－4付近 注意喚起幕・看板が破損・文字が薄れている。 警察：４０・駐車禁止規制標識交換 未定　　　　　　  済 効果あり

152 市川市立幸小学校 15 宝2－6 T字路
樹木が伸びて標識・信号等が見えない。「止まれ」の標示が消えてい
る。電柱の後に標識があるため、電柱に隠れて標識が見えづらい。

警察：止まれ復旧 今年度中予定　　  済 効果あり

153 市川市立幸小学校 16 末広2－16 交差点
「止まれ」の標示が消えている。電柱の後に標識があるため、電柱に
隠れて標識が見えづらい。

①警察：止まれ復旧
②道路安全課：停止用ドット、十字マーク復旧

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり

154
市川市立新井小学校

（保護者）
1 島尻４付近道路

道幅が狭く、 見通しが悪いにもかかわらず、車がスピードを出して走
行している。車が一時停止していないことが多い。

①学校：見守り活動
②道路安全課：外側線新設

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済 効果あり、安全指導、見守り継続

155 市川市立新井小学校 2 広尾２丁目９～広尾１丁目１１緑道
道幅が狭く、車の交通量が多い 。見通しが悪いＴ字・交差点で自転車
がスピードを上げて走行している。

道路安全課：電柱幕新設 今年度中予定　　  済 効果あり、安全指導、見守り継続

156 市川市立新井小学校 3 広尾１丁目１１交差点 信号のない５差路、車の交通量が多い。 道路安全課：電柱幕設置、通学路路面標識交換 今年度中予定　　  済 効果あり、安全指導、見守り継続

157 市川市立新井小学校 4 広尾1丁目６付近道路
道幅が狭く、見通しが悪いにもかかわらず、車がスピードを出して走
行している。

①道路安全課：路面標示新設
②警察：中央線補修、標識補修、一時停止、４０キロ、横断歩道補修

①今年度中予定　  済
②今年度中予定　  済

効果あり、安全指導、見守り継続

158 市川市立新井小学校 5 新井１丁目１９新井小前横断歩道付近 道幅が狭く、自転車がスピードを出して走行している。 道路安全課：電柱幕設置 今年度中予定　　  済 効果あり、安全指導、見守り継続

159 市川市立南新浜小学校 新１ 日之出１７－１６付近 車が左折する際の巻き込みが危険である。 道路安全課：金属ポール設置 今年度中予定　　  済 効果あり

160 市川市立南新浜小学校 新２ 新浜１－１７付近 車の交通量が多い。 道路安全課：カラー塗装復旧 今年度中予定　　  済 効果あり



161 市川市立南新浜小学校 新３ 新浜１－９付近 車の交通量が多い。 道路安全課：電柱幕設置、看板設置、路面強調標示設置 今年度中予定　　  済 効果あり

162 市川市立南新浜小学校 新４ 日之出７付近 車が左折する際の巻き込みが危険である。 学校：民家にポールの設置の許可を取る
 未定 逆側のポールで対応

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

165 市川市立塩焼小学校 1 塩焼５丁目塩焼中央公園交差点～学校前の道
道幅が狭く、車の交通量が多い。また抜け道として通行する車が多
く、本校の児童の他、幼稚園児も登園するので危険である。

学校：安全教育 今年度中予定　　  済 安全教育、見守り継続

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２－１１－２２付近
Ｔ字路で、角にある住宅のブロック塀により，坂から車が侵入してく
る様子が確認できず，大変危険である。

○道路安全課：電柱幕新設、路面T標示復旧
 今年度中予定　　　済 安全教育継続、更なる対策検討

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
り安全が向上したが、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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