
７野田.xlsx７野田

≪野田市≫ 対策必要箇所数　１２３箇所　　　　対策済み箇所数　９５箇所　　　　対応予定箇所数　２８箇所 令和４年３月末現在

【担当部署別対策箇所数 ： 学校・教育委員会　３０箇所  ， 道路管理者　７３箇所  ， 警察　２８箇所】 ※『●』は担当部署の対策済みを表す。網掛け（　　　　）はこの箇所の対策済みを表す。

対策の有無 対策の有無 対策の有無

1 ● 都市整備課が看板を設置
その他

2 ● 交通指導取締り

3 ● 交通指導取締り

4 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

5 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

6 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

7 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

8 ●
車道分離標（ラ
バーポール）の設
置

9 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

10 ● 通学路変更、安全教育
通学路の変更は検討中

11 ● 安全教育 ○
車道分離標（ラ
バーポール）の設
置

12 ● 路面標示・外側線
の引き直し

13 ● 標示の補修

14 ● 標示の補修

15 ● 路面標示・外側線
の引き直し

16 ● 標示の補修

17 ○
道路施設（歩道
橋、防護柵、舗装
等）の修繕

18 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

19 ● 路面標示・外側線
の引き直し

20 ● 標示の補修

21 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

22 ● 路面標示・外側線
の引き直し

23 ● 路面標示・外側線
の引き直し

野田市立南部小学校 野田市山崎1639-12付近(野第178号踏切道)

野田市立南部小学校 野田市花井362-5～363-11付近にかけて

野田市立南部小学校 野田市山崎1314(市営西大和田第一団地付
近)

野田市立南部小学校 野田市山崎1330-1付近(流山街道 営大和田
団地交差点)

野田市立南部小学校 野田市花井23-9

野田市立南部小学校 野田市山崎1695-3付近(流山街道 山崎郵便
局入口交差点)

野田市立南部小学校 野田市山崎1078付近

野田市立南部小学校 野田市山崎1453-3付近

野田市立南部小学校 野田市桜木5-1

野田市立南部小学校 野田市桜木14-12

野田市立南部小学校 野田市堤根75-2

野田市立東部小学校 野田市目吹40-1付近の道路

野田市立東部小学校 野田市金杉2334(細い路地からｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ駐
車場へ渡る場所)

野田市立南部小学校 野田市山崎1401-2

野田市立東部小学校 野田市鶴奉145-2付近

野田市立東部小学校 野田市鶴奉220付近

野田市立東部小学校 野田市目吹617付近

野田市立宮崎小学校 野田市宮崎42-1(十字路)

野田市立宮崎小学校 野田市中根36-45(十字路)

野田市立東部小学校 野田市鶴奉151-2付近

野田市立中央小学校 野田市野田152-3地先

野田市立中央小学校 野田市野田350-6前道路(十字路)

野田市立中央小学校 野田市野田245及び野田市野田378前道路(T
字路)

対策の有無 対策内容
国 県 市町村

対策の有無 対策内容

番号 小学校名及び通し番号

危険箇所 対策実施担当

危険箇所の位置・形状

学校・教育委員会 道路管理者 警察

対策内容 対策内容 対策内容
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対策の有無 対策の有無 対策の有無
対策の有無 対策内容

国 県 市町村
対策の有無 対策内容

番号 小学校名及び通し番号

危険箇所 対策実施担当

危険箇所の位置・形状

学校・教育委員会 道路管理者 警察

対策内容 対策内容 対策内容

24 ● 路面標示・外側線
の引き直し

25 ○
道路施設（歩道
橋、防護柵、舗装
等）の修繕

26 ●
安全教育
関係各所と引き続き検討
その他

27 ●

路肩（路側帯）の
設置・拡幅、路面
標示・外側線の引
き直し

28 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

29 ● その他
民地の除
草依頼

30 ●
安全教育
関係機関と連携を取り対応
その他

31 ● 見守り活動、安全教育

32 ○ 路側帯のカラー舗
装化

33 ● 安全教育

34 ● 安全教育

35 ● 安全教育

36 ● 安全教育

37 ● 安全教育

38 ● 安全教育

39 ○
・防護柵の設置
・路面標示、外側
線の引き直し

40 ○
車道分離標（ラ
バーポール）の設
置

41 ○

・路面標示、外側
線の引き直し
・路側帯のカラー
舗装化

42 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

野田市立福田第一小学校 野田市瀬戸76-5(二ツ塚入り口ﾊﾞｽ停から南
側に100m付近)

野田市立福田第一小学校 野田市木野崎1788(関東西部運輸付近)

野田市立福田第二小学校 野田市西三ケ尾700(山野辺商店前 自治会
館入口付近 市道沿い)

野田市立福田第一小学校 野田市木野崎1625-4(突き当りを右折した
通り)

野田市立福田第一小学校 野田市木野崎1638付近(県道我孫子関宿線
から福八脇に入った通り付近)

野田市立福田第一小学校 野田市瀬戸43(稲荷神社付近)

野田市立福田第一小学校 野田市三ツ堀1057付近(ｽﾎﾟｰﾂ公園から県道
我孫子関宿線に向かう通り)

野田市立福田第一小学校 野田市三ツ堀1398～1580-2付近(まめﾊﾞｽ保
木間ﾊﾞｽ停～保木間浅間台付近の市道)

野田市立福田第一小学校 野田市三ツ堀1536付近(まめﾊﾞｽ保木間ﾊﾞｽ
停付近の市道から東側に入った通り)

野田市立北部小学校 野田市光葉町2丁目22の10(光葉町3号橋交
差点)

野田市立北部小学校 野田市谷津742番地の3(野田中央高校入り
口ﾊﾞｽ停付近)

野田市立福田第一小学校 野田市木野崎1637付近(里山自然園へ向か
う通り)

野田市立北部小学校 野田市谷津36番地

野田市立北部小学校 野田市谷津384番地～谷津395番地の1(北部
公民館～光葉町1丁目28番への下り坂)

野田市立北部小学校 野田市谷津384番地(北部公民館前変則Y字
路)

野田市立北部小学校 野田市谷津403番地～谷津384番地(野第148
号踏切～北部公民館前まで)

野田市立北部小学校 野田市谷津403番地(野第148号踏切)

野田市立北部小学校 野田市谷津404番地の4(ﾁｹｯﾄﾊﾟｰｸ七光台第2
駐車場前丁字路)

野田市立南部小学校 野田市花井67(南部中学校ﾃﾆｽｺｰﾄ付近)
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対策の有無 対策の有無 対策の有無
対策の有無 対策内容

国 県 市町村
対策の有無 対策内容

番号 小学校名及び通し番号

危険箇所 対策実施担当

危険箇所の位置・形状

学校・教育委員会 道路管理者 警察

対策内容 対策内容 対策内容

43 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

44 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

45 ●

路面標示・外側線
の引き直し、警戒
標識、路面標示等
の設置

46 ○
路肩（路側帯）の
設置・拡幅、路側
帯のカラー舗装化

47 ● 標示の補修

48 ● 通学路変更、安全教育 ○ 路側帯のカラー舗
装化

49 ●

路肩（路側帯）の
設置・拡幅、路面
標示・外側線の引
き直し

50 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

51 ● 標示の補修

52 ○
路肩（路側帯）の
設置・拡幅、路側
帯のカラー舗装化

53 ○
路肩（路側帯）の
設置・拡幅、路側
帯のカラー舗装化

54 ●
道路施設（歩道
橋、防護柵、舗装
等）の修繕

55 ○

・路側帯のカラー
舗装化
・歩道の設置・拡
幅（水路蓋掛け含
む）

56 ● 路面標示・外側線
の引き直し

● 標示の補修

57 ● 標示の補修

58 ○ その他

路肩のカ
ラー舗装
修繕
L=277m

野田市立柳沢小学校 野田市柳沢52-1(あずみ苑ｸﾞﾗﾝﾃﾞ)～野田市
柳沢139(柳沢小学校)

野田市立清水台小学校 野田市清水431-4(清水公園駅交差点付近)

野田市立柳沢小学校 野田市清水公園東一丁目20番地付近(吉原
新道)

野田市立柳沢小学校 野田市柳沢122-1(ﾛｰｿﾝ横の横断歩道 側道
側)

野田市立清水台小学校 野田市清水641付近(交差点につながる路側
帯)

野田市立清水台小学校 野田市堤台237付近(道路の路側帯)

野田市立清水台小学校 野田市清水199付近(丁字路交差点)

野田市立川間小学校 野田市中里407(ﾍﾔｰｻﾛﾝやなぎ前県道結城野
田線交差点)

野田市立川間小学校 野田市船形2142

野田市立清水台小学校 野田市清水673-64

野田市立川間小学校 野田市中里868

野田市立川間小学校 野田市中里748(JA川間支店から国道16号へ
向かう道の交差点)

野田市立川間小学校 野田市中里43-3(松葉園角の横断歩道のな
い交差点)

野田市立福田第二小学校 野田市西三ケ尾1009(正覚寺前 市道沿い)

野田市立福田第二小学校 野田市下三ケ尾825付近(大杉神社前 市道
沿い)

野田市立福田第二小学校 野田市西三ケ尾710-3
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対策の有無 対策の有無 対策の有無
対策の有無 対策内容

国 県 市町村
対策の有無 対策内容

番号 小学校名及び通し番号

危険箇所 対策実施担当

危険箇所の位置・形状

学校・教育委員会 道路管理者 警察

対策内容 対策内容 対策内容

59 ○

路側帯のカラー舗
装化、車道分離標
（ラバーポール）
の設置

60 ● 安全教育

61 ○

路面標示・外側線
の引き直し、車道
分離標（ラバー
ポール）の設置、
その他

路肩のカ
ラー舗装
修繕

62 ● 安全教育

63 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

64 ○ 路側帯のカラー舗
装化

● 交通指導取締り

65 ○ 路側帯のカラー舗
装化

66 ○
路面標示・外側線
の引き直し、その
他

路肩のカ
ラー舗装
修繕

67 ●

路肩（路側帯）の
設置・拡幅、警戒
標識・路面標示等
の設置

68 ● 標示の補修

69 ● 標示の補修

70 ● 標示の補修

71 ● 標示の補修

72 ● 路面標示・外側線
の引き直し

● 標示の補修

73 ● 標示の補修

74 ○
道路施設（歩道
橋、防護柵、舗装
等）の修繕

75 ●

路面標示・外側線
の引き直し、構造
物の移設・撤去に
よる歩行空間拡幅

76 ○
車道分離標（ラ
バーポール）の設
置

野田市立尾崎小学校 野田市尾崎431-1付近交差点

野田市立岩木小学校 野田市五木新町28付近(五木新町公園前)

野田市立岩木小学校 野田市五木134～405番地付近

野田市立尾崎小学校 野田市尾崎431-1付近交差点～野田市尾崎
554-5付近

野田市立岩木小学校 野田市岩名2-13-1(岩木小北側道路)

野田市立岩木小学校 野田市岩名2-27-1付近(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ岩名二丁
目店前交差点東側)

野田市立岩木小学校 野田市岩名2-14-18付近(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ岩名二
丁目店前交差点西側)

野田市立岩木小学校 野田市五木341付近(岩木幼稚園付近 光葉
町方面から岩木幼稚園前交差点までの道)

野田市立岩木小学校 野田市五木341付近(岩木幼稚園付近 岩木
幼稚園前交差点)

野田市立岩木小学校 野田市岩名2-13-7付近(岩木小学校北側道
路)

野田市立山崎小学校 野田市山崎2738-4(小学校正門前の道路)

野田市立山崎小学校 野田市山崎2738-4(小学校正門前の道路付
近)

野田市立山崎小学校 野田市山崎2638-63付近

野田市立柳沢小学校 野田市野田840(ﾗｲﾌｹｱｾﾝﾀｰの吉春新道側)

野田市立山崎小学校 野田市山崎2427

野田市立山崎小学校 野田市山崎2380

野田市立柳沢小学校 野田市柳沢94番地～野田市柳沢288番地に
抜ける道

野田市立柳沢小学校 野田市清水公園東1丁目5～1丁目28(吉春橋
の交差点)
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対策の有無 対策の有無 対策の有無
対策の有無 対策内容

国 県 市町村
対策の有無 対策内容

番号 小学校名及び通し番号

危険箇所 対策実施担当

危険箇所の位置・形状

学校・教育委員会 道路管理者 警察

対策内容 対策内容 対策内容

77 ○
車道分離標（ラ
バーポール）の設
置

78 ● その他
道路反射
鏡の修繕
1箇所

79 ○

車道分離標（ラ
バーポール）の設
置、道路施設（歩
道橋、防護柵、舗
装等）の修繕

80 ● 標示の補修

81 ● 標示の補修

82 ○ 路側帯のカラー舗
装化

83 ● 安全教育

84 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

85 ● 標示の補修

86 ● 標示の補修

87 ● 安全教育

88 ● 標示の補修

89 ● 標示の補修

90 ● 安全教育

91 ● 安全教育

92 ● 標示の補修

93 ●
みどりと水のまちづくり課
が雑草や街路樹の整備　そ
の他

● 交通指導取締り

94 ● 路面標示・外側線
の引き直し

95 ● 路肩（路側帯）の
設置・拡幅

96 ● 安全教育

97 ● 安全教育

98 ● 安全教育 ○ 車止め（鉄製ポー
ル等）の設置

99 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

野田市立みずき小学校 野田市みずき3ｰ3ｰ10付近(3丁目)

野田市立みずき小学校 野田市みずき3-1-2(ﾎｰﾏｯｸ野田みずき店駐
車場出入口)

野田市立みずき小学校 野田市みずき2-19

野田市立みずき小学校 野田市みずき4-6-2(みずき4丁目)

野田市立みずき小学校 野田市みずき2ｰ20ｰ5付近(2丁目)

野田市立みずき小学校 野田市みずき2ｰ20ｰ160付近(2丁目)

野田市立みずき小学校 野田市みずき4-12-1(みずき4丁目公園付近
遊歩道沿い)

野田市立みずき小学校 野田市山崎梅の台19-10

野田市立みずき小学校 野田市みずき3-1-2(資材館前歩道)

野田市立二ツ塚小学校 野田市二ツ塚547-39

野田市立二ツ塚小学校 野田市二ツ塚587-12

野田市立みずき小学校 野田市みずき4-19-1(ｵｵｿﾗﾓのだみずき前交
差点 みずき4丁目交差点)

野田市立二ツ塚小学校 野田市二ツ塚547-39

野田市立二ツ塚小学校 野田市二ツ塚547-39

野田市立二ツ塚小学校 野田市瀬戸189-22～野田市三ツ堀832-34

野田市立尾崎小学校 野田市尾崎1717-2付近～東金野井960-4付
近(くりぼり川～建設会社前)

野田市立七光台小学校 野田市七光台4-2～谷津1252-1

野田市立七光台小学校 野田市蕃昌336-7(北部幼稚園前まめﾊﾞｽﾊﾞｽ
停付近)

野田市立尾崎小学校 野田市尾崎423-1付近～野田市尾崎1198付
近までの歩道

野田市立尾崎小学校 野田市尾崎153-2付近交差点

野田市立尾崎小学校 野田市尾崎1198付近交差点

野田市立尾崎小学校 野田市尾崎431-1付近交差点～野田市尾崎
423-1付近までの歩道

野田市立尾崎小学校 野田市尾崎423-1付近
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100 ●

・路面標示、外側
線の引き直し
・路側帯のカラー
舗装化

101 ○

・路面標示、外側
線の引き直し
・路側帯のカラー
舗装化
・道路施設（歩道
橋、防護柵、舗装
等）の修繕
・歩道の設置・拡
幅（水路蓋掛け含
む）

102 ○

・警戒標識、路面
標示等の設置
・路面標示、外側
線の引き直し
・外側線の高度化
（高輝度化、リブ
付け等）
・歩道の設置・拡
幅（水路蓋掛け含
む）

103 ● 路面標示・外側線
の引き直し

104 ● 安全教育

105 ● 安全教育

106 ● 安全教育

107 ● 路面標示・外側線
の引き直し

108 ● 標示の補修

109 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

110 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

● 標示の補修

111 ● 安全教育

112 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

113 ○

・路側帯のカラー
舗装化
・路面標示、外側
線の引き直し

114 ● 見守り活動、安全教育

115 ○ 路側帯のカラー舗
装化

野田市立二川小学校 野田市村桐ケ作830付近

野田市立二川小学校 野田市柏寺323付近

野田市立二川小学校 野田市新田戸522(関宿幼稚園以北の県道)

野田市立二川小学校 野田市桐ｹ作464～桐ケ作453-1～桐ケ作
418(二川小～中部幼稚園～二川中の道)

野田市立二川小学校 野田市古布内1541-5(二川中南門～ﾚｯﾄﾞK～
牛小屋付近)

野田市立二川小学校 野田市なみき3丁目29-25(なみき歯科手前
交差点)

野田市立二川小学校 野田市なみき3丁目33-1(なみき歯科前交差
点)

野田市立二川小学校 野田市桐ケ作418(二川中学校前)

野田市立二川小学校 野田市桐ケ作418(二川中学校裏門付近)

野田市立二川小学校 野田市柏寺296(JA前交差点)

野田市立二川小学校 野田市桐ケ作453-1

野田市立二川小学校 野田市なみき一丁目13(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ側)

野田市立二川小学校 野田市なみき一丁目13(交番前)

野田市立木間ケ瀬小学校 野田市木間ケ瀬350(県道7号線ﾛｰｿﾝ野田利
根大橋店付近道路)

野田市立木間ケ瀬小学校
野田市木間ケ瀬3196-2地先～木間ケ瀬1105
地先(県道7号線木間ケ瀬中学校から木間ケ
瀬小学校までの間)

野田市立木間ケ瀬小学校 野田市木間ケ瀬6191-1地先～木間ケ瀬3772
地先(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ～関宿急便)
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116 ● 安全教育

117 ● 標示の補修

118 ●
車道分離標（ラ
バーポール）の設
置

119 ●

・路面標示、外側
線の引き直し
・車道分離標（ラ
バーポール）の設
置

120 ● 市民生活課が看板を設置
その他

121 ● 路面標示・外側線
の引き直し

122 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

123 ● 警戒標識・路面標
示等の設置

野田市立関宿中央小学校 野田市東宝珠花126-1付近

野田市立関宿中央小学校 野田市木間ケ瀬2107-1付近

野田市立関宿中央小学校 野田市東宝珠花253-1(公民館前)

野田市立関宿小学校 野田市関宿台町262

野田市立関宿小学校 野田市関宿江戸町32付近県道

野田市立関宿中央小学校 野田市木間ケ瀬2296-13付近

野田市立二川小学校 野田市桐ケ作536-1付近

野田市立関宿小学校 野田市関宿台町171


