
令和2年度　市内各小・中学校からの通学路改善要望および回答

No 学校名 2年度　要望箇所住所 2年度　現在の問題点 2年度　要望内容 担当課 回答

1 中央小
第二中

野田152-3地先

駅周辺の通学路に歩道がないた
め、児童と車が接触する恐れがあ
る。特に、雨天時及び朝夕は駅送
迎用の一般車両が多く、児童の通
行が非常に危険である。【中央小】
野田市駅西側で土地区画整理事
業が施工中のため、車両と歩行者
の通行が同じになってしまい危な
い。【第二中】

駅の西側で施工中の土地区画整
理事業により、駅前の広場や歩道
を早期に整備し、車両と歩行者を
分離することにより、通学児童の
安全を確保してほしい。【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】

都市整備課

現在、駅前広場及び野田市駅前線の供用開始に向けて、ライ
フライン整備及び野田市駅前線に係る権利者交渉について、
鋭意進捗を図っている状況です。令和3年度には、駅前広場
の築造工事に着手するとともに、野田市駅前線の暫定供用を
開始する計画を立てております。野田市駅前線は幅員4m～
4.5mの歩道を両側に整備することで、車両と歩行者が分離さ
れます。また、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725
歩道側に大型車が寄ってくるの
で、児童が交差点を横断する際、
危険である。

横断歩道の手前に、車両の侵入
防止用ポールを設置してほしい。

指導課
ポールが設置されており、修繕等が必要な箇所が確認できま
せんでした。【指導課】

3 東部小 鶴奉170
冬の登下校の時間帯は、薄暗く危
険である。街灯が3台設置されてい
るが、照度が低い。

街灯を増やすか、明かりの照度を
上げてほしい。

防災安全課 令和元年度にLED防犯灯へ交換しました。【防災安全課】

4 東部小 鶴奉220

ゾーン30にはなっているが、スピー
ド超過の車が多くみられる。また、
歩道と車道が近い。今後児童に接
触しないか心配である。

車道と歩道の間にガードレールを
設置してほしい。

管理課
ガードレール設置のスペースが確保できないため、設置でき
ません。【管理課】

5 東部小 目吹617

歩道は緑色の線が引かれている
が、右側の歩道は引かれておら
ず、歩道と車道の距離が近い。ま
た、見通しのよい道であることか
ら、スピードを出した車が多く見ら
れる。毎年、保護者から、危険であ
るという報告を受けている。

歩道の増幅か、ガードレールを設
置してほしい。

管理課
指導課

ガードレール設置のスペースが確保できないため、設置でき
ません。【管理課】
管理課管理係に路肩の清掃を依頼しました。【指導課】

6 東部小 目吹1407～1574-2

道幅が狭く、歩行者と車が接近す
るので危険である。登校時は車が
通れなくなっているが、下校時は規
制がされていない。

歩道と車道を分けるポールを設置
してほしい。

管理課
ポールを設置すると道路幅が確保できないため、設置できま
せん。【管理課】

7 南部小
南部中

山崎1385-6～花井67

登下校時に、中学生と小学生が行
き交い歩道が狭く、車道に出て通
行するため大変危険である。【南
部小】
小学生と中学生が登校ですれ違う
ため、歩道の幅が狭い。また、車
通りが多い。【南部中】

歩道の拡張とガードレールの設
置。【南部小】
スクールゾーンの指定など。【南部
中】

管理課
指導課

道路建設課

安全施設の修繕および流山街道へ接続する部分のドット線補
修を行っています。【管理課】
スクールゾーンの設置については、学校だけでなく、地域住民
の方々の意見を受けて、警察に要望し、様々な状況から判断
し規制することとなります。該当道路については、過去の会議
の中で検討したことがあり、生活道路として使用している住民
の様子から、設置は困難との結論でした。【指導課】
昨年度、「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、用地確保に加えて、三叉路全体としての大規模
な改修が必要と考えられるため、現状として整備することは難
しいです。」と回答しており、同様となります。【道路建設課】

8 北部小
谷津406(～北部小前踏切
のグリーンベルト)

雨が降ると水たまりができグリーン
ベルト内を児童が歩けず、交通量
の多い車道を歩くためにとても危
険である。

道路の整地及びグリーンベルトの
修復。

管理課
現時点では、道路の補修は道路用地に問題があるためできま
せんが、グリーンベルトの補修は行いました。【管理課】

9 北部小 谷津413-3(Dパーキング
七光台駅前付近)

グリーンベルトが消滅している。 グリーンベルトの修繕。 管理課 グリーンベルトの修繕を検討します。【管理課】

10 北部小 谷津406

光葉町から県道や国道への抜け
道となっているようで、登校時に通
行量が多く、児童の巻き込み事故
や横断中に事故にあう恐れがあ
る。

横断歩道や巻き込み防止のポー
ルの設置。

管理課 ポールの設置を検討します。【管理課】

11 北部小 谷津406(北部小前踏切)

光葉町から通学する児童が増加
し、一列に並んで歩いているが、踏
切を通過する車が多くとても危険
である。光葉町から県道や国道へ
の抜け道となっているようで、登校
時にかなりのスピードを出して通過
する車が多い。

踏切の拡張またはポールの設
置。
スクールゾーンの設置。
スピード抑止のための道路改修。

市民生活課
指導課

令和3年1月7日に「通学路最徐行」の注意喚起看板を設置し
ました。【市民生活課】
踏切部分の拡張については、市担当課において、国・県およ
び地権者等と改良のための協議を進めています。【指導課】

12 北部小 谷津384(北部公民館付近)

光葉町一丁目と三丁目から多数の
児童が登校している。それらの児
童の通学路となっているが、道路
が狭いにも関わらず通行する車両
があり、危険である。

スクールゾーンの設置。
管理課
指導課

路面標示を行っています。【管理課】
スクールゾーンの設置については、学校だけでなく、地域住民
の方々の意見を受けて、警察に要望し、様々な状況から判断
し規制することとなります。該当道路周辺については、過去の
会議の中で検討したことがあり、生活道路として使用している
住民の様子から、設置は困難との結論でした。【指導課】

13 北部小
光葉町二丁目9-1(光葉町
2号機信号交差点)

登校時間帯の通行車両が多く、交
通事故も多発している。橋の欄干
が破損していることから、歩道に車
が乗り上げる事故が発生し、児童
が巻き添えになる可能性がある。

ガードレールの設置。 管理課
ガードレールは、歩行者等の横断に支障があるため設置でき
ませんが、車止めであれば設置可能のため、設置します。【管
理課】

14 北部小 光葉町一丁目38
草が児童の背丈をこえ、死角とな
り不審者に襲われる可能性があ
る。

定期的な草刈り。 指導課
整地されており、修繕等が必要な箇所が確認できませんでし
た。【指導課】

15 北部小 光葉町一丁目38～40(歩
道)

年間を通して水が染み出ている。
冬期は凍結することがあるため、
転倒の恐れがある。

歩道に水が常に溜まることがない
ように改善。

管理課
現地を確認したところ、側溝のグレーチング設置個所を増やし
ており、排水対策済みのため、今回は様子を見ます。【管理
課】

16 北部小
谷津443(北部学童からの
道路)

グリーンベルトに設置されたポー
ルが紛失している。

ポールの設置。 管理課 ポールの修繕を行います。【管理課】

17 北部小 谷津443(七光台駅東口か
らの道路)

草木が多く茂っているため不審者
が心配される。

定期的な伐採および刈り込み。
指導課

防災安全課

管理課管理係に対応を依頼しました。【指導課】
既に設置されている防犯灯については、全てLED防犯灯に
なっています。【防災安全課】

18 北部小 谷津408-1
廃屋の屋根がブルーシートで覆わ
れ、強風によってスレート瓦等が校
地に飛散してくる。

廃屋の撤去。 防災安全課 所有者に対し、対応するように通知しました。【防災安全課】

19 北部小 谷津457
標識が汚れているため見えにく
い。

標識の交換。 警察 標識の視認性に問題はないと思われます。【警察】

20 北部小 谷津781 ミラーが傾いている。 傾きの修繕。 管理課 ミラーの修繕を行います。【管理課】

21 福一小
木野崎1637-24～三ツ堀
1300-8（万代～ふく八食堂
前）

道路舗装状況が悪い。歩道の設
置が必要である。また、昨年度か
ら大型トラックの往来と路上駐車が
かなり増えている。

道路の舗装、歩道の設置。 道路建設課
三ツ堀1364-16付近（下流）から㈱万代に向かって、H23年度
から道路整備を行いました。今後は、現状の道路の舗装補修
工事を実施していきます。【道路建設課】
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22 福一小 三ツ堀1398-8～1398（福
一小前の道路)

交通量が多い。要望箇所付近は
ほぼ直角に曲がらなければなら
ず、対向車も見えにくい危険箇所
である。それにも関わらず、かなり
の速度で車が通行していて大変危
険である。昨年、白線を引き直して
いただいているが、交通の様子は
依然変わらない。

ゾーン30の適用やスクールゾーン
の設置、ハンプ等の設置。

警察
管理課

ゾーン30については、警察だけでは実現が困難であり、関係
機関の協力が不可欠となるものです。車両の交通量は多く、
危険であることは把握していますが、即効性のある規制は困
難と思われます。【警察】
区画線修繕を過年度実施済みのため、今年度は様子を見ま
す。【管理課】

23 福一小 木野崎337

車道が直角に曲がっており、車が
膨らんで曲がってしまっている。ま
た、そこから歩道に草が繁茂して
いる状態である。

歩道の整備、速度注意喚起の路
面標示。

管理課
市民生活課

路面表示の修繕を行います。【管理課】
令和3年1月22日に「通学路につきスピード落とせ」の注意喚
起看板を設置しました。【市民生活課】

24 福一小 三ツ堀377-6
カーブミラーがあるが、風等で向き
が変わることが多く、車両からの視
界が悪くなっている。

カーブミラーの定期的な点検およ
び固定。

管理課
指導課

定期点検を行っていきます。【管理課】
修繕等が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】

25 福一小 三ツ堀1374(福一小西門
から左折した道路)

雨天等に水たまりになり、歩く際に
車道に大きく入らなければならな
い。

側溝等の排水設備の設置。 管理課
流末の確保等、整備に費用と時間を要するため、今回は様子
を見ます。【管理課】

26 福二小 西三ヶ尾92-7
急な坂で道幅も狭い。舗装が悪く、
危険な状態である。

道の整備および再舗装。 管理課
現地を確認したところ、将来的に舗装修繕は必要ですが、現
時点では歩行者の通行に支障がないと思われるため、今年
度は様子を見ます。【管理課】

27 川間小
中里454（松葉園前交差
点）

横断歩道の設置がない。 横断歩道の設置。 警察
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はできません。【警察】

28 川間小
船形1636(船方吉春線と市
道12008号線の交差点)

16号線の信号が赤の時に大型車
が抜け道として市道12008号線に
右折で入ってきて非常に危険であ
る。

右折禁止の措置。またはオレンジ
ポールの設置。

道路建設課
昨年度、「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。」と回答してお
り、同様となります。【道路建設課】

29 川間小 船形2850-1

大型車が頻繁に通るがガードレー
ルがない。グリーンベルトが設定さ
れたが、ガードレールの設置が望
ましい。

ガードレールの設置。 管理課
昨年度、「歩道幅員が狭く設置が困難なため、設置はできませ
ん。」と回答しており、同様となります。【管理課】

30 川間小 船形2389-1
大雨が降ったときに車両通行不能
になるほどの冠水になる。

冠水しないよう道路状況の改善。
管理課
指導課

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・指導課】

31 川間小 木間ヶ瀬落堀脇農道交差
点

一時停止をせずに農道を直進して
くる車との衝突事故が多い。

キャッツアイのような突起物の設
置。または一時停止警告をはっき
り目立つように設置（本校児童死
亡事故現場）。

警察
破損していた一時停止標識はすでに補修済みとなり、標識の
視認性は良好です。【警察】

32 川間小 船形1681～1687
路上にキャリアカーが頻繁に駐停
車しており、下校時の児童が通行
するときの妨げとなっている。

路上での駐停車をしないようにす
るなど、児童の歩行路を確保して
ほしい。

警察
複数回にわたり現場を確認していますが、車両の駐停車が確
認できません。現時点で駐車禁止等の交通規制は困難と思
われます。【警察】

33 川間小 中里1497-7
立て看板が固定してなく、ほとんど
立てかけてある状態で、強風等で
児童に当たるなどの危険がある。

看板を固定する。あるいは撤去す
る等。

指導課 環境保全課に対応を依頼しました。【指導課】

34 岩木小 岩名二丁目7-37(ノンノン
前交差点)

交差点付近の安全確保ができな
い。

歩道にガードレールかポールの設
置。

管理課

昨年度、「現地を確認したところ、ガードレールは、歩行者等の
横断に支障があるため設置できません。車止めであれば設置
可能ですが、他の交差点と比べ、安全性が確保されているこ
とから、今年度は様子を見ます。」と回答しており、同様となり
ます。【管理課】

35 清水台小 清水673-64

交差点に白線で示された「止まれ」
の表示と停止線が消えかかってい
る。自転車や車が坂道を下る場
合、スピードを出したまま交差点を
通過する可能性があり、危険であ
る。

白線の標示を書き直してほしい。 警察
本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警
察】

36 清水台小 清水673-149
交差点に白線で示された「止まれ」
の表示と停止線が消えかかってい
る。

白線の標示を書き直してほしい。 警察
本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警
察】

37 柳沢小 柳沢134
暖かくなるとスズメバチが多数発
生し、登下校時に危険がある。

木のくぼみなどを埋めるなど。 指導課 環境保全課に対応を依頼しました。【指導課】

38 柳沢小 柳沢139(柳沢西山市民の
森)

昨年度の台風により倒木あり。現
在、他の木により倒れていないが、
いつ通学路に倒れてくるか不安。
また、あまり整備の手が入っていな
いため、ごみが多く捨てられてい
る。

倒木の撤去。整備の手を入れて
ほしい。

指導課 みどりと水のまちづくり課に対応を依頼しました。【指導課】

39 柳沢小 柳沢122(国道16号線脇)

春から秋にかけ雑草が生い茂るせ
いか、粗大ごみや生活ごみがよく
捨てられている。車も捨てられてい
る。

廃車の撤去。雑草等を刈り取る定
期的な環境の整備。

指導課
千葉県国道事務所柏維持修繕出張所及び管理課管理係に、
廃車の撤去および草刈り等を依頼しました。【指導課】

40 柳沢小
柳沢132(ローソン野田柳
沢店裏)

春から秋ごろまで、雑草が生い茂
り歩道の方まで伸びてくるため児
童が通行するときに、車道へと広
がって歩かなくてはならない。ま
た、整備していないため、ごみの廃
棄も多く見られる。

定期的な環境の整備。ごみの撤
去。

指導課 環境保全課に対応を依頼しました。【指導課】

41 柳沢小
野田840(ライフケアセン
ター前交差点)

ポールが3本立っているが柔らか
いため車の衝突を食い止めること
は不可能と考える。グリーンベルト
にはなっているが、先の住宅路か
らの登下校児童は多いため不安。
通過する車両のスピードも出てい
るものが多い。

横断歩道脇よりポール付近まで
ガードレールを設置。

管理課
昨年度に共同現地診断を行い、指摘事項を踏まえた安全対
策を実施済みのため、今回は様子を見ます。【管理課】

42 柳沢小 吉春211(東葛クリニック前
交差点)

道路を横断する児童の数が増えて
きている。T字路を入る時にふくら
む車両がいる。吉春新道は直線の
ため速度を出している車が多い。

短くてもよいので吉春側にガード
レールの設置。横断歩道手前の
路面に横断歩道の標示。

警察
管理課

横断歩道の標示は良好となります。【警察】
ガードレール設置のスペースが確保できないため、設置でき
ません。【管理課】

43 柳沢小 清水公園東二丁目14～15
春から秋にかけ歩道の両側から雑
草が生い茂り通りにくい。

雑草等を刈り取る定期的な環境整
備。

指導課 管理課管理係に対応を依頼しました。【指導課】
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44 山崎小 山崎2064-2(交差点)

横断歩道がないことで、安全指導
の保護者が児童を渡らせるとき
に、やりにくい。車の運転者も横断
歩道があれば意識ができる。

横断歩道の設置。 警察
横断者が僅少であることや、設置した場合に歩行者の滞留場
所がないので、横断歩道の設置は困難と思われます。【警察】

45 山崎小 山崎2380-2(交差点)

横断歩道がないことで、安全指導
の保護者が児童を渡らせるとき
に、やりにくい。車の運転者も横断
歩道があれば意識ができる。

横断歩道の設置。 警察
横断者が僅少であることや、設置した場合に歩行者の滞留場
所がないので、横断歩道の設置は困難と思われます。【警察】

46 尾崎小 尾崎1443-1(尾崎第6区自
治会館前交差点)

交差点内横断歩道の白線が消え、
通行者も歩行者も横断歩道と気づ
かない。

白線の引き直し。 警察 本部に補修依頼を行っており、現在対応中となります。【警察】

47 尾崎小 尾崎1323
前面道路の歩道白線が消えてお
り、通行しづらくなっている。

白線の引き直し。 管理課 区画線の修繕を実施します。【管理課】

48 みずき小 みずき四丁目交差点

道幅が広いため横断に時間がか
かる。児童が横断し終える前に自
動車が通り、児童と接触するおそ
れがある。

信号機の設置。
警察

市民生活課

信号機の設置については、令和3年3月4日付で信号機設置要
望を警察に提出済みです。【市民生活課】
設置要望箇所として受理しますが、信号機は、必要性の高い
場所から優先的に設置を検討していくことになります。【警察】

49 みずき小 みずき四丁目6-2
児童が登下校で通行するが、「ス
ピード落せ」という路面標示が消え
かかっている。

路面標示の補修もしくは看板の設
置。

管理課 路面表示の修繕を行います。【管理課】

50 みずき小
みずき二丁目160(遊歩道
入口)

児童が登下校で横断するが、「横
断者注意」という路面標示が消え
かかっている。

路面標示の補修。 管理課 路面表示の修繕を行います。【管理課】

51 みずき小 山崎726-1
児童が登下校で通行するが、路肩
線が消えかかっている。

路面標示の補修。 管理課 路面表示の修繕を行います。【管理課】

52 木間ケ瀬小 木間ヶ瀬3205-1
道路幅が狭く、危険であるので、歩
行者が通ることができない。

道路幅の拡張。 県土木

R2年度では用地買収を行うための準備作業を進めているとこ
ろです。用地買収が済み次第、歩道整備を進めていきます。
引き続き地域の方々の協力を得ながら整備を進めてまいりま
す。【県土木】

53 木間ケ瀬小 木間ヶ瀬3423
道路の脇の崖が崩れ落ちてきてい
て危険である。

崖の修復と補強。 道路建設課
H31年度より歩道を整備するため、市道93057号線の道路拡
幅を実施しており、R4年度の完成供用を予定しています。【道
路建設課】

54 木間ケ瀬小 木間ヶ瀬2461 側溝に蓋がないので危険である。 側溝に蓋の設置。 管理課 昨年度、「側溝の構造上、蓋の設置を想定していません。」と
回答しておりますので、同様となります。【管理課】

55 二川小 柏寺296(JA前交差点)
赤信号待機時に左折する車に巻き
込まれる恐れがある。

ポストコーン、ポールの設置。ガー
ドレールの設置。

指導課
ポールが設置されており、修繕等が必要な箇所が確認できま
せんでした。【指導課】

56 二川小 桐ヶ作418
横断歩道およびガードレールが設
置されていない。

横断歩道、ガードレールの設置。
もしくはグリーンベルトの設置。

管理課
ガードレールおよびグリーンベルト設置のスペースが確保でき
ません。外側線の修繕を行うことにより、安全性を確保する方
向で検討します。【管理課】

57 二川小 なみき四丁目22
交通量が多く、児童の横断時に支
障がある。

信号機の設置。
警察

市民生活課

信号機の設置については、令和3年3月4日付で信号機設置要
望を警察に提出済みです。【市民生活課】
設置要望箇所として受理しますが、信号機は必要性の高い場
所から優先的に設置を検討していくことになります。【警察】

58 二川小 なみき四丁目16
「急カーブ注意」の路面標示が薄
れてきている。

路面標示の補修。 管理課 路面表示の修繕を行います。【管理課】

59 第一中 柳沢20-7
暫定的なT字路で、抜け道として使
用する自動車が多い。

信号または横断歩道をつけてほし
い。

道路建設課
H31年度より主要地方道つくば野田線のバイパスを整備する
ため、堤台柳沢線2工区の道路整備を行っております。【道路
建設課】

60 東部中
金杉2317-1(東部駐在所
前)

カーブミラーに青いスプレーがかけ
られていて見づらい。

カーブミラーをきれいなものにして
ほしい。

管理課 カーブミラーの修繕を行います。【管理課】

61 東部中 目吹1883
T字路左折のカーブミラーの向きが
悪く、左折側が見えない。

カーブミラーの向きを調整してほし
い。

管理課
指導課

定期点検を行っていきます。【管理課】
修繕が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】

62 東部中 目吹1524-2～1453
人や車通りが少なく、自転車に
乗った男性が叫んでいることがあ
る。

パトロールを強化してほしい。 指導課 青少年課に対応を依頼しました。【指導課】

63 東部中 柳沢289
カーブミラーの向きが悪く、左折側
が見えない。

カーブミラーの向きを調整してほし
い。

管理課
指導課

定期点検を行っていきます。【管理課】
修繕が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】

64 東部中
金杉(東部小～東部中周
辺)

グリーンベルトの道路が陥没して
いたり、塗装が消えていたりする。

道路を修繕してほしい。 管理課 グリーンベルトの修繕を検討します。【管理課】

65 東部中 目吹1916-5
横断歩道がなく、県道を渡ることが
困難である。

横断歩道を設置してほしい。 警察
横断者が僅少であることや、道路形状（勾配）等の観点から、
横断歩道の設置は困難と思われます。【警察】

66 東部中 目吹1921-11 高頻度で冠水する。 土地を整備してほしい。 管理課
流末の確保等、整備に費用と時間を要するため、今回は様子
を見ます。【管理課】

67 北部中 谷津673(北部中前道路)
近年の交通量の増加により登下校
する生徒にとって危険であるため。

横断歩道設置。グリーンベルト設
置。路面標示設置。

警察
指導課

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はできません。【警察】
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】

68 七光台小 蕃昌58(ラーメン花月の向
かい)

横断歩道がない。 横断歩道の設置。 警察
今後、各関係機関と協議し、設置が可能か否かを検討してい
きます。【警察】

69 七光台小 七光台20-1
正門の壁のため、右側から歩いて
くる児童の姿が見えない。

停止線を引く、「一時停止」の標識
の設置、道路の向かいにミラーを
設置など、注意を促すものを設置
する。

指導課
会議の中で検討した結果、道路形状から標識やミラー等の設
置ができない箇所となります。児童や保護者等への啓発をお
願いします。【指導課】

70 七光台小 七光台258-1
停止線、「止まれ」の路面標示の消
え、かすれがある。

停止線、「止まれ」の路面標示の
補修。

警察
本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警
察】

71 七光台小 七光台298-26
停止線、「止まれ」の路面標示の消
え、かすれがある。

停止線、「止まれ」の路面標示の
補修。

警察
本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警
察】

72 七光台小 七光台366-7
停止線、「止まれ」の路面標示の消
え、かすれがある。

停止線、「止まれ」の路面標示の
補修。

指導課
標示の補修がされており、修繕等が必要な箇所が確認できま
せんでした。【指導課】
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73 七光台小 七光台399-6
停止線、「止まれ」の路面標示の消
え、かすれがある。

停止線、「止まれ」の路面標示の
補修。

指導課
標示の補修がされており、修繕等が必要な箇所が確認できま
せんでした。【指導課】

74 七光台小 七光台305-23
停止線、「止まれ」の路面標示の消
え、かすれがある。

停止線、「止まれ」の路面標示の
補修。

警察
本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警
察】

75 七光台小 七光台341-11
停止線、「止まれ」の路面標示の消
え、かすれがある。

停止線、「止まれ」の路面標示の
補修。

警察
本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警
察】

76 七光台小 谷津1212-2
停止線、「止まれ」の路面標示の消
え、かすれがある。

停止線、「止まれ」の路面標示の
補修。

警察
本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警
察】

77 第一中
中野台1217(愛宕駅踏切
付近歩道)

歩道が狭い。 歩道の拡幅。
愛宕駅周辺地区
市街地整備事務所

県道つくば野田線の道路及び歩道拡幅整備については、引
続き、千葉県に要望してまりますが、事業の長期化も予想され
ることから、代替路として愛宕駅西口駅前広場の整備進捗に
あわせて、東西自由通路を介した新たな通学路を指定し、安
全な歩行空間が確保される予定となっております。【愛宕駅整
備事務所】

78 宮崎小 宮崎123 歩道が狭い。 歩道の拡幅。
県土木

道路建設課

県事業として都市計画道路中野台鶴奉線の整備を進めてお
り、その中で歩道幅確保のための整備を行っていきます。【県
土木】【道路建設課】

79 清水台小 清水公園駅入口交差点付
近

清水公園駅入口付近で通学児童
が歩きにくい。

歩道の設置。
県土木

道路建設課

県事業として都市計画道路清水上花輪線の整備を進めてお
り、清水公園駅入口交差点については用地買収が完了次第、
整備を行っていきます。【県土木】
県事業として都市計画道路清水上花輪線の整備と併せて清
水公園駅前線の整備を行っています。【道路建設課】

80 山崎小 山崎1933～2030 道路面にひび割れが見られる。 道路の舗装・整備。
県土木

道路建設課

対象箇所は県事業として都市計画道路今上木野崎線の整備
を進めていますが、現在は市道のためひび割れについては野
田市で修繕を行っていきます。【県土木】【道路建設課】

81 関宿中央小
東宝珠花545-2（いちいの
ホール入口）

大型車両が通る道路であり、横断
する児童の待機スペースが狭いの
で危険である。

歩道の拡幅。
県土木

道路建設課

県事業として都市計画道路東宝珠花柏寺線の整備を進めて
おり、用地買収が完了次第、待機スペース確保のため交差点
部の整備を行っていきます。【県土木】【道路建設課】

82 関宿小
関宿中

関宿台町357～関宿元町
1401

道路開通に伴い、交通量の増加が
考えられる。

道路の舗装・整備。
県土木

道路建設課

県事業として主要地方道境杉戸線バイパスの整備を行ってお
り、道路開通後、道路拡幅については検討していきます。【県
土木】【道路建設課】

83 中央小 野第163号踏切付近 児童が歩く道幅が狭い。 歩道の整備。 道路建設課
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、R5年度
末に完成供用を予定しています。【道路建設課】

84 川間小 中里1196-7～1435-4 児童が歩く道幅が狭い。 歩道の整備。 道路建設課 H30年度より歩道を整備するため、市道2040号線の道路拡幅
を実施しています。【道路建設課】

85 木間ケ瀬小 木間ヶ瀬3816-3付近
車がすれ違うことがやっとで歩道
が確保できない。

歩道の拡幅。
県土木

道路建設課

小学校周辺の安全対策を第一に、木間ケ瀬小学校から木間
ケ瀬中学校までの歩道整備を優先して実施しているところで
す。また、県事業として主要地方道我孫子関宿線の整備を
行っています。【県土木】【道路建設課】

86 木間ケ瀬中 木間ヶ瀬3393-1～木間ヶ
瀬350

生徒の安全確保のため。交通事故
の発生が複数回あったため。

道路に減速の標示や速度減速の
看板表示。歩道の設置。

県土木
道路建設課

R1年度にカーブ区間についてカラー舗装や減速表示などの注
意喚起を実施しました。【県土木】【道路建設課】

87 木間ケ瀬小
木間ケ瀬中

木間ヶ瀬3447-1～3492 児童生徒が歩く道幅が狭い。 歩道の整備。 道路建設課
H31年度より歩道を整備するため、市道93057号線の道路拡
幅を実施しており、R4年度の完成供用を予定しています。【道
路建設課】
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