
平成３０年度　通学路改善要望　対策箇所一覧表 平成31年3月

No 学校名 ３０年度　要望箇所の住
所

３０年度　要望内容 ３０年度　回答

１ 中央小
第二中

野田１５２－３地先

駅の西側で土地区画整理事業が施工中なので、駅前広
場や歩道を早期に整備することにより、車両と歩行者の
通行を分離して、児童が通学する際の安全を確保して欲
しい。（中央小）
駅前広場や歩道を早期に整備して車両と歩行者の通行
を分離して欲しい。（第二中）

野田市駅西地区には元々駅前広場がなく、朝夕及び雨天時の送迎車と歩行
者が混在し、歩行者の安全性の向上や、混雑緩和が課題となっていた。この
ため、８月２１日に将来の整備に支障がない範囲で、暫定駅前広場を整備
し、供用を開始しました。今後、野田市駅西土地区画整理事業において、駅
前広場及び駅前線等の都市計画道路や区画道路の整備を進めます。
その中で、区画整理事業による道路等の整備においては、駅前線に歩道が
整備され、同時に無電柱化されることにより、通学路として安全な歩行空間
が確保される予定となっております。【都市整備課】

２ 中央小 野田611番地先（校門先）
中央小学校正門前のカーブミラーの設置（職員、第2学童
使用）

比較的見通しがよいので、現状維持とします。【管理課】

３ 中央小 野田市桜台204（第二中南
西側交差点）

横断歩道の設置
第二中正門前に押しボタン式信号が設置されており、近接すぎるため設置不
可となります。押しボタン式を利用してください。【警察】

４ 中央小 野田市野田４９－３０（ス
ギ薬局のうら入口付近）

側溝の蓋の設置 側溝の形状、蓋の設置が可能な箇所については設置しました。【管理課】

５ 中央小 野田市野田５４－５（野田
市おしあし歯科付近）

手押し式ではない信号機の設置
または朝の時間に交通指導員の配置

定周期信号に見合う交通需要（従道路）が認められないので、現在の交通規
制を継続します。【警察】

交通指導員については、平成29年8月30日に野田交通安全協会中央支部と
協議の場を設けところ、現在の中央小学校の通学路における街頭指導箇所
は、どれも外せるところはないとのことでした。交通指導員の現況として、新
たに追加するのは難しいです。【市民生活課】

６ 中央小
野田市野田７９４－１７地
先

スクールゾーンの表示の補修 スクールゾーンの表示の補修を検討します。【管理課】

７ 宮崎小
野田市宮崎５５番地
（学校表記：宮崎８１番地
４）

横断歩道の設置

横断歩道の新設は歩行者だまりがないので不可とします。【警察】

東葛飾土木事務所野田出張所前の通りに11月にグリーンベルトを設置しま
した。【管理課】

８ 宮崎小
宮崎９８－２
（学校表記：宮崎９６番地
４）

冠水対策
現場の状況を確認しましたが、冠水は見られなかったので現状のまま様子を
見ます。【管理課】

９ 宮崎小 宮崎１２３ 歩道の拡幅 県事業として都市計画道路中野台鶴奉線の整備を行っています。【県土木】

１０ 東部小 目吹１９１６
（学校表記：目吹７）

横断歩道と信号の設置
同所直近となる株式会社「日本一」前の交差点で、信号機（押しボタン式）設
置要望があるので、こちらで設置の可否を検討します。【警察】

１１ 清水台小

桜の里2-1ベイシア前交差
点
（学校表記：桜の里１丁目
２－４）

横断歩道の補修 平成30年に補修されました。【警察】

１２ 清水台小 野田市清水１９９－５
千葉電気付近の道路

横断歩道の補修
路側帯の補修

横断歩道については、補修要望箇所として受理します。【警察】

１３ 清水台小 清水公園入り口交差点付
近

歩道の設置 県事業として都市計画道路清水上花輪線の整備を行っています。【県土木】

１４ 柳沢小 野田市吉春２１１ ポールの補修 ポールの補修を実施しました。【管理課】

１５ 柳沢小 野田市柳沢１３９ グリーンベルトの設置
道路の新設に合わせて道路南側に幅1.5mの路側帯を確保しポストコーンと
グリーンベルトを設置する予定です。【道路建設課】

１６ 第一中
あたご不動産付近
野田７８５－８

信号の設置
現時点では、第一中学校前信号と近接していますので、不可としますが、東
武線高架事業にあわせ、検討すべきと判断します。【警察】

１７ 第一中 岩崎精肉店付近
清水277

カーブミラーの設置
現地を確認したところ、カーブミラーは既に設置されておりますので、現状の
まま様子を見ます。【管理課】

１８ 第一中 いとう整骨院付近 注意喚起看板の設置
現地を確認したところ、車両の通行が多くみとめられるため、要望箇所付近
に「スピード落とせ」等の注意喚起看板の設置を検討いたします。【市民生活
課】

１９ 第一中 愛宕神社から愛宕駅まで
野田725

自転車レーンの設置 交通管理者など関係機関と連携して検討致します。【県土木】

２０ 第一中 愛宕駅踏切付近歩道
中野台1217

歩道の拡幅

現在、東武野田線連続立体交差事業は、千葉県が事業主体となり、野田
市、東武鉄道の共同事業により、平成35年度完了を目標に進めております。
鉄道高架化に併せて、愛宕駅踏切部の拡幅は含まれていますが、県道つく
ば野田線の道路及び歩道拡幅整備についても、引続き要望してまいります。
【指導課】

２１ 第一中
愛宕駅踏切前の右折禁止
場所
野田790-2

取り締まりの強化
「一時停止」及び「右折禁止」の標識は、すでに設置されていますので、現状
の取り締まりを継続します。【警察】

２２ 第一中
しちりん愛宕駅前店前のT
字路
野田787-10

工事が終わるまでは、立哨して欲しい。

現在、東武野⽥線連続⽴体交差事業は、千葉県が事業主体となり、野⽥
市、東武鉄道の共同事業により、平成35年度(2023年度)完了を⽬標に進め
ております。鉄道⾼架化に併せて、愛宕駅踏切部分の拡幅は含まれていま
すが、県道つくば野⽥線の道路及び歩道拡幅整備についても、引続き千葉
県に対し要望してまいります。
　また、工事により踏切周辺の歩道に影響を及ぼす際は、交通誘導員を配置
し、安全確保に努めたいと思います。【指導課】

２３ 東部中 野田市鶴奉２６０－１付近 雑草の除去による歩道の確保 管理課管理係に対応を依頼しました。【指導課】

２４ 東部中 目吹ゴルフ場あやめコー
ス付近

歩道の舗装 舗装の状態が悪い部分については、修繕を実施しました。【管理課】
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２５ 南部小 花井1-19-21付近 信号機の設置
信号機設置要望場所として受理しています。'【警察】
信号機の設置については、平成３０年１月２３日付で信号機設置要望を警察
に提出済み。【市民生活課】

２６ 南部小 山崎1560付近 歩行者の通り道がわかるよう白線等を引いて欲しい 今後、改善の可否について検討します。【指導課】

２７ 南部中・南部小山崎１３８５付近

路側帯の補修
歩道の確保
（南部小）
歩行者スペース及び横断歩道の設置
道路の拡張が可能であれば、ガードレールの設置
道路の進入禁止（登校時間帯）
（南部中）

現地については、変則的な三叉路となっており、幅員が確保出来ないため、
現状ではガードレールの設置が出来ません。ガードレール等の設置にはある
程度の拡幅が必要となりますが、測量費、用地買収費及び補償費が増大と
なることから、整備が難しいです。なお路側帯の補修についてはドット線の補
修を平成30年１月に実施済みです。【道路建設課】

２８ 南部中 山崎1654-1
肉の小林付近交差点

信号の設置
交通指導員等の配置

民地上では、歩行者用灯器は設置できないことから、道路管理者による用地
買収が必要になります。【警察】
交通指導員の配置については、人員不足のため、新たに街頭指導箇所とし
て追加することは難しいです。【市民生活課】

２９ 山崎小 山崎２７３３付近
東門付近

スピード抑止のための看板設置
現地を確認したところ、要望箇所に「通学路徐行」の注意喚起看板（２枚）が
既に設置されておりますが、老朽化しているため、交換を検討いたします。
【市民生活課】

３０ 山崎小 山崎１９３３～２０３０ 道路の舗装・整備 県事業として都市計画道路今上木野崎線の整備を行っています。【県土木】

３１ みずき小 みずき3丁目１ 停止線や横断歩道の補修 補修要望箇所として受理します。【警察】

３２ みずき小 みずき3丁目２ 停止線や横断歩道の補修 平成30年に補修されました。【警察】

３３ みずき小 みずき３丁目４ ドット線の補修 ドット線の補修を実施しました。【管理課】

３４ みずき小 みずき３丁目１２ 停止線や横断歩道の補修 補修要望箇所として受理します。【警察】

３５ 七光台小 七光台９６－１付近（岡田
ランド横）

横断歩道の補修
点字ブロックの補修

補修要望箇所として受理します。【警察】

３６ 七光台小 七光台２５８－２ 歩道の設置
歩道を設置するには現在の幅員では拡幅が必要ですが、用地買収費及び
補償費等予算の確保が難しいです。【道路建設課】

３７ 七光台小 七光台２５９－１ 一時停止表示の補修 平成30年に補修されました。【警察】

３８ 七光台小 七光台３５６－１ 横断歩道の補修 補修要望箇所として受理します。【警察】

３９ 七光台小
蕃昌５８付近（ラーメン花
月の向かい）

横断歩道の設置 横断歩道はすでに設置されています。【警察】

４０ 七光台小 七光台３４４－３ 一時停止の補修 補修要望箇所として受理します。【警察】

４１ 七光台小 七光台３４１－１ 一時停止の補修 補修要望箇所として受理します。【警察】

４２ 北部小 谷津４０６付近 道路の整地及びグリーンベルトの修復
現時点では、要望箇所のグリーンベルト補修は道路用地に問題があるため
できません。【指導課】

４３ 北部小 谷津２５付近（学校前歩
道）

蓋の開いている部分にカバーを付けて欲しい。 排水機能が低下するため、カバーの設置は困難です。【管理課】

４４ 北部小 谷津２６付近（学校北側の
道路）

定期的に刈り込みをして欲しい。 管理課管理係に対応を依頼しました。【指導課】

４５ 北部小 谷津３５５（アパート前） 間の隙間を狭めて欲しい。 管理課管理係に対応を依頼しました。【指導課】

４６ 北部小 光葉町１－２８－１（空き
地前）

定期的に刈り込みをして欲しい。 管理課管理係に対応を依頼しました。【指導課】

４７ 岩木小 五木３４１－５付近 グリーンベルトの設置 児童に広がって歩かないよう指導をお願いします。【指導課】

４８ 岩木小 岩名２－１２－１付近 点字ブロックの補修 点字ブロックの補修を実施しました。【管理課】

４９ 岩木小 岩名１－６５付近 側溝の蓋の設置 側溝の形状上、蓋の設置はできません。【管理課】

５０ 岩木小 五木新町１０付近 横断歩道の設置
横断需要が不明のため、セブンイレブン前の横断歩道を利用するよう、児童
に指導をお願いします。【警察】

５１ 岩木小 岩木２－１２－１ 正門の反対側にカーブミラーの設置
入校車に児童の登下校時間帯の注意喚起、また児童への安全指導等の対
応をお願いします。【指導課】

５２ 岩木小 岩名２－３６－１付近 横断歩道の補修 補修要望箇所として受理します【警察】

５３ 尾崎小 東金野井957-1付近 路側帯の補修 橋の路側帯の補修を実施しました。【管理課】

５４ 尾崎小 尾崎1415
第6自治会館前の交差点

横断歩道の補修 補修要望箇所として受理します。【警察】
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５５ 尾崎小
日の出町1-11
マルギクヤ前交差点

横断歩道の補修 補修要望箇所として受理します。【警察】

５６ 尾崎小 尾崎1199-1
住宅前交差点

横断歩道の補修 補修要望箇所として受理します。【警察】

５７ 川間小 中里８６２～８６８－３（ス
クールゾーン）

コンクリート舗装かアスファルト
除草

「Ｈ２８現在、対応済みです。再度の草刈りが必要であれば、その都度、管理
課管理係に依頼して下さい」と回答しており、同様となります。【指導課】

５８ 川間小 中里８６８－３付近
道路の拡幅
歩行者用道路の設置

拡幅による整備では、用地買収費及び補償費が増大となるため予算の確保
が難しいです。【道路建設課】

５９ 川間小 中里１１１２付近
側溝に蓋の設置（川間小から権現神社へ向かう道路の途
中）
道路の拡幅または路側帯の表示

昨年度、「排水機能が落ちてしまうため、蓋の設置は困難です」と回答してお
り、同様となります。【管理課、指導課】

６０ 川間小 中里４５４付近交差点（松
葉園前）

横断歩道の設置
設置要望箇所の両側に歩行者の滞留場所がなく、安全が確保されていない
ため設置できません。【警察】

６１ 川間小
船形636付近
船方吉春線と市道１２００
８号線の交差地点

右折禁止の措置
オレンジポールの設置

右折を禁止するポールの設置は横断する一般交通も遮断してしまうことにな
り、設置できません。【道路建設課】

６２ 川間小 船形２８５０－１付近 ガードレールの設置 歩道幅員が狭く設置が困難なため、設置はできません。【管理課】

６３ 川間小 中里862付近国道１６号交
差点

右折時間の延長
右折感応式の信号機です。右折車線への流入量によって、右折矢印の表示
時間が変動（長短あり）しますので、ご理解をお願いします。【警察】

６４ 川間小 中里１６２９ 歩道整備 現在、歩道の整備を行っており、Ｈ30年度の完成を予定しています。【道路建
設課】

６５ 北部中 谷津６７３先
横断歩道設置
グリーンベルト設置

昨年度、「道路幅員が確保されておらず歩車分離が困難なため、歩道の設
置はできません」と回答しておりますので、同様となります。【指導課】

６６ 福一小
福田第一小前の道路
木野崎１３８５－１～１３８
５－４付近

グリーンベルトの設置
路面標示の補修

歩道が設けられているため、グリーンベルトの設置は現状維持とします。路
面標示の補修につきましては、平成30年8月に実施しました。【管理課】

６７ 福一小 木野崎１６３７－２４付近
（福八食堂前～）

道路の舗装、歩道の設置 三ツ堀1364-16付近（下流）から㈱万代に向かって、H23年度から随時道路整
備を行っています。【道路建設課】

６８ 福一小 名鉄運輸先の交差点 歩行者用信号の設置（3カ所しかないのでもう1カ所） 平成30年に歩行者用灯器が増設されました。【警察】

６９ 福二小 上三ヶ尾４０７ ポールの補修 ポールの補修を実施しました。【管理課】

７０ 福二小
福田二小入り口～聖華保
育園入り口

道路標示の補修 道路標示の補修を実施しました。【管理課】

７１ 福二小 上三ヶ尾１４８先
排水溝の整備
周辺の再舗装

現地を確認しましたところ、集水枡蓋の目詰まりがありましたので、蓋の清掃
を実施しました。【管理課】

７２ 二ツ塚 大殿井440-2信号T字路 横断歩道の補修 平成30年に補修されました。【警察】

７３ 二ツ塚 大殿井150-82信号機のあ
る交差点

横断歩道の補修 平成30年に補修されました。【警察】

７４ 二ツ塚 二ツ塚梅郷第２号緑地の
信号機のある交差点

歩道のもっと内側よりに移動して欲しい。 児童に支柱から離れ、安全な場所で待機するよう、指導をお願いします。【指
導課】

７５ 福田中 三ツ堀１３７５付近 道路の舗装

舗装補修は毎年継続して実施しており、現地確認で部分的に補修工事を
行っていることが確認出来ました。発注担当に聞き取りを行ったところ、補修
箇所については自治会長と協議し、平成33年度分まで決定しているので今
後の計画を変更するのは難しいとの事です。
そのため、追加で補修工事を実施することは、予算状況も考慮すると難しい
と思われます。当分は自治会長と協議した計画通りに舗装補修工事を実施
させていただきたいと思います。【管理課】

７６ 福田中 福田郵便局交差点付近
道路の修繕
歩道縁石の修繕

現地を確認して、対応を検討致します。【県土木】

７７ 福田中 瀨戸１０５７付近
スポーツ公園の通り

冠水対策
冠水は水路の流末改修が必要になるため、早急な対応はできません。【管理
課】

７８ 木間ケ瀬小 木間ヶ瀬３６４６－１付近 歩道の拡幅 木間ケ瀬小学校と木間ケ瀬中学校を結ぶ区間は最優先で整理を進めていく
計画と致します。【県土木】

７９ 木間ケ瀬小 木間ヶ瀬３８１６－３付近 歩道の拡幅 計画に沿って順次整備を進めます（県単道路改良（幹線）事業）。【県土木】

８０ 木間ケ瀬小 木間ヶ瀬３９０４～３７７２ 信号機設置 歩行者が安全に滞留できる場所がなく、官民境が不明であるため、現時点で
は設置不可となります。【警察】

８１ 木間ケ瀬小 木間ヶ瀬 ２５８３ 信号機設置（向ノ内自治会館前交差点） 設置要望箇所として受理しています【警察】

８２ 木間ケ瀬小 木間ヶ瀬２７４５－１ 停止線の設置

一時停止を付けるには、片方の見通しが良いことから設置は困難です。【警
察】
現地を確認したところ、看板を設置できる電柱やカーブミラーがなく、注意喚
起看板は設置できません。【市民生活課】

８３ 関宿中央小 東宝珠花223番地付近 傾斜をなくし、側溝に蓋を付けるなどして、歩道として整備
して欲しい。

市民より要望があり、側溝落下対策として設置しました。ポールの外側を歩く
よう指導をお願いします。【管理課、指導課】
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８４ 関宿中央小 東宝珠花５４５－２（いちい
のホール入り口）

歩道の拡幅
県事業として都市計画道路東宝珠花柏寺線の整備を行っています。【県土
木】

８５ 二川小 古布内295-3「田舎料理と
くべえ」付近

横断歩道の設置
歩道がなく、民地出入り口が接し、歩行者が安全に滞留できる場所がないこ
とから、設置不可となります。【警察】

８６ 二川小 古布内４2６－４付近 横断歩道の設置 歩行者が安全に滞留できる場所がないため設置不可となります。【警察】

８７ 二川小 桐ヶ作４１８（二川中学校
付近）

横断歩道の補修
ガードレールの設置
グリーンベルトの設置

平成30年に補修されました。【警察】

８８ 二川小 桐ヶ作４６４（二川小正門
前）

横断歩道の補修
信号機は更新されています。横断歩道は、平成30年に補修されました。【警
察】

８９ 二川小
二川中

古布内４１７－１（アートシ
バタ付近）

横断歩道の補修 補修要望箇所として受理します【警察】

９０ 関宿小 関宿台町２１０７ 横断歩道の補修 平成30年に補修されました。【警察】

９１ 関宿小 関宿台町２６０ 横断歩道の補修 平成２９年度末に補修されています。【警察】

９２ 関宿小 関宿台町２１０１～２１０５ ガードレールの設置 今年度7月にガードレールを新設しました。【県土木】

９３ 関宿小 関宿台町３５７～３７４ ガードレールの設置 交通安全対策につきましては、現場を確認して対応を検討します。【県土木】

９４ 関宿小 関宿台町２１０７～２１２０ ガードレールの設置 今年度7月にガードレールを新設しました。【県土木】

９５ 関宿小 関宿江戸町３２ カーブミラーの補修 問題ないかと思われます。【指導課】

９６ 関宿小 関宿江戸町２６ 信号機の設置と横断歩道の設置
道路開通に伴い、信号機及び横断歩道を設置する方向で検討します。【県土
木】

９７ 木間ケ瀬中 木間ヶ瀬１４５４～3327－1
付近

ラバーポールの設置
カーブミラーの設置

交通安全対策につきましては、現地を確認して対応を検討致します。【県土
木】

９８ 木間ケ瀬中 木間ヶ瀬１０２５～１５９４ 街灯の設置
当該道路は県道我孫子関宿線のため、市で街灯を設置する予定はありませ
ん。市道との交差点部にある既設防犯灯につきましてはLED化（２ヶ所）しま
した。【防災安全課】

９９ 二川中 次木５９ 信号機の設置
信号機設置要望場所として把握していますが、「しまむら関宿店」南西側交
差点から近接しているため、設置は困難と判断されます。【警察】

１００ 二川中 古布内９７７
道幅の拡張
道路にせり出している木の裁断

所有者である株式会社日本エコシステムへ雑草の除草依頼をし、道路に面
している部分についてのみ除草がされている状況です。
　要望箇所は太陽光発電用地として使用される予定であり、平成31年6月に
着工予定とのことです。【指導課】

１０１ 中央小 野第163号踏切付近 歩道整備
連続立体交差関連事業と併せ現道拡幅及び交差点改良のため、都市計画
道路中野台・中根線の整備を行っておりH35年度末に完成共用を予定してい
ます。【道路建設課】

１０２
木間ケ瀬小
木間ケ瀬中

木間ヶ瀬3447-1～3484-1 歩道整備
H31年度より歩道を整備するため、市道93057号線の道路拡幅を実施する予
定であり、H37年度の完成共用を予定しています。【道路建設課】


