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1 焼津東小学校 平成26年7月23日 焼津市　栄町1丁目
自転車やバイクを降りない通行者が多く、ミラー
も見にくいため危険。

市道駅西地下歩道線 児童への通行注意を指導 学校教育課

2 焼津東小学校 平成26年7月23日 焼津市　駅北1丁目
下校時は、歩行帯（グリーンベルト）を横切って
ハローワークや事業所へ出入りする車が多く、
駐停車している場合もあるため危険。

市道焼津駅北口東線 警察による指導 焼津警察署

3 焼津東小学校 平成26年7月23日 焼津市　駅北1丁目
港方面から線路をくぐって来る車は、見にくい上
にスピードも出ている事が多いため、横断する
時にこわいと思うことがある。

市道焼津藤枝線 適正な通学路の通行を依頼 学校教育課

4 焼津東小学校 平成26年7月23日 焼津市　焼津1丁目
歩道橋が通学路になっており、渡り終えて歩道
を通行しようとする際、狭くて見通しも悪いため
危険。歩道橋の劣化も目立つ。

市道焼津駅道原線 通学路の変更を検討 学校教育課

5 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　八楠
道幅も狭く、カ－ブをしているので、車が来てい
るかどうかが確認しにくい。カ－ブミラ－はある
が、遠くまでは確認できない。

市道梅田橋線 児童への通行注意の指導 学校教育課

6 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　八楠1丁目
両方向の道幅がほぼ同じ広さの広い交差点を
二段階でわたる。横断歩道はあるが、朝の通勤
の時間帯には車はほとんど停止しない。

市道八楠梅田橋線
　　×市道八楠梅田賀茂神社北線

交差点強調表示を設置
警察により横断歩道2箇所撤去を検討

道路課
焼津警察署

7 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　大栄町1丁目
止まれの標識があるにもかかわらず、停止しな
い車が多い。

市道塩津高架橋下公園西線
　　　　　　　　×市道豊田焼津線

交差点部の見通し改善のため、樹木の
剪定を依頼

土木管理課

8 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　五ヶ堀之内 朝は、交通量もあるので横断するときに危険
市道三ヶ名宮島線
　　　×市道塩津境五ケ線

警察による横断歩道設置 焼津警察署

9 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　塩津 歩道橋の階段に水がたまり、滑りやすく危険。 市道焼津中央高校線
雨天時に状況を確認
歩道橋の調査を行い安全対策について
検討

道路課

10 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　大村新田

坂道が急で歩道も狭いため、歩行者と自転車の
すれ違いが危険。７時から８時は、瀬戸川から
下ってきて大村中学校側へ左折禁止となってい
るが左折する車がいる。

市道大村坂本線
警察による取り締まり強化
児童への通行注意の指導

焼津警察署
学校教育課

11 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　栄町1丁目
地下道が暗く狭くじめじめしているため、人とす
れ違うときに少し恐怖を感じる。

市道塩津高架橋東上線 歩行者空間の整備 道路課

12 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　大覚寺
道路が非常に狭い。車が来ると避けるスペ－ス
がない。

市道笑子橋線
警察による通行規制について協議
児童への通行注意の指導

焼津警察署
学校教育課

13 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　大栄町２丁目

歩道がとても狭い。本多小児科側から横断歩道
を渡るときに歩道からはみ出してしまう。また
は、歩道から道路に飛び出しそうな子どもが多
い。

主要地方道焼津森線
　　　　×主要地方道焼津藤枝線

歩道整備を検討
児童への通行注意の指導

県島田土木事務所
学校教育課

14 焼津西小学校 平成26年7月17日 焼津市　三ケ名
横断歩道が２箇所あるが、登校時は、停止する
車がほとんどいない。

市道三ヶ名小屋敷線
警察による取り締まり強化
児童への通行注意の指導

焼津警察署
学校教育課

15 焼津南小学校 平成26年7月14日 焼津市　焼津５丁目
登校時の交通量が多く、一旦停止をしない車が
多い。

市道焼津南小学校北線 児童への通行注意の指導 学校教育課

16 焼津南小学校 平成26年7月14日 焼津市　焼津５丁目 道路上の表示が消えかかっていて見えにくい。 市道焼津南小学校北線ほか 平成26年度から順次対応 道路課

17 豊田小学校 平成26年7月14日 焼津市　小土 道路幅が狭く、車とすれ違う時に危険である。 市道豊田学校橋線 児童への通行注意の指導 学校教育課

18 豊田小学校 平成26年7月14日 焼津市　小土
交通量が多く、車とすれすれに路側帯を歩行し
ている。交差点の歩行者だまりも不十分であ
る。

市道中央高校西線 歩行者たまりの設置 道路課

19 豊田小学校 平成26年7月14日 焼津市　三ヶ名
歩道が狭く（1.5Ｍ)、交通量も多いため危険であ
る。

市道三ヶ名小屋敷線
（都市計画道路　豊田南線）

歩道整備を検討 道路課

20 小川小学校 平成26年7月25日 焼津市　与惣次
狭い道だが交通量が思いのほか多い。店舗も
できたので車通りも増えた。

焼津市南部土地区画整理事業区域
（小川下小田線）

通過車両への交通安全対策について検
討
見守り隊などによる交通誘導を実施

土地区画整理事務所
学校教育課

21 小川小学校 平成26年7月25日 焼津市　小川新町5丁目
多くの子どもが通学路として利用しているが、待
機する場所も狭く、道も細い。

市道小川新町黒石川北線

主要地方道焼津榛原線、区画道路12-1
号線の道路整備完了後、通学路の変更
を検討
児童への通行注意の指導

区画整理課
学校教育課

22 小川小学校 平成26年7月25日 焼津市　小川 大きな交差点だが、信号がない。
焼津市南部土地区画整理事業区域

（黒石通り線）
信号を設置 焼津警察署

23 小川小学校 平成26年7月25日 焼津市　小川 途中で歩道がなくなり、道も急に狭くなる。
焼津市南部土地区画整理事業区域

（黒石通り線）
通学路の変更の検討 学校教育課

24 東益津小学校 平成26年7月23日 焼津市　岡当目
登下校時に大型トラックが歩道近くに駐車して
いることが多く、トラックを避けて車道を歩かなけ
ればいけないことがある。

市道中里当目広田線 児童への通行箇所の指導 学校教育課

25 東益津小学校 平成26年7月23日 焼津市　中里
歩道が狭く、車がスピードをあげて走っているた
め危険。トラックが駐車していることが多い。雨
の日は水たまりが広くできる。

（国）150号
　　　　×（市）石脇岡当目大日線

水たまり箇所の補修を実施 県島田土木事務所

26 東益津小学校 平成26年7月23日 焼津市　浜当目1丁目 交差点の見通しが悪く危険 市道浜当目松前一号線 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰを設置 道路課

27 東益津小学校 平成26年7月23日 焼津市　浜当目1丁目 信号がなく、見通しが悪く危険
市道当目花沢線
　　　　×市道当目橋南吉花橋線

児童への通行注意の指導 学校教育課

28 東益津小学校 平成26年7月23日 焼津市　浜当目1丁目 滑りやすく危険 市道東益津南部線
歩道橋の調査を行い安全対策について
検討

道路課

29 東益津小学校 平成26年7月23日 焼津市　方ノ上
カーブで見通しが悪くかつ幅員も狭く歩道もない
ため、歩行者が危険な状態になっている。

一般県道焼津岡部線 歩道整備を実施 県島田土木事務所

30 大富小学校 平成26年7月25日 焼津市　中根新田
信号のない五叉路で道幅が狭く、車の往来もは
げしい。登下校中は危険である。

市道焼津北大島線
（大富小学校前交差点）

交差点改良の検討 道路課

31 大富小学校 平成26年7月25日 焼津市　大島
横断歩道を渡るために道路を横切らなければな
らなく、危険である。

市道寄子橋大島線
公園管理者へ、植栽の選定及び、飛び
出し注意の看板設置を依頼。

道路課

32 大富小学校 平成26年7月25日 焼津市　中新田
信号はあるが見通しが悪く、登下校中が危険で
ある。

市道保福島大島新田線 道路整備を計画 道路課

33 大富小学校 平成26年7月25日 焼津市　中新田
信号がなく、見通しも悪いため登下校中が危険
である。

一般県道高洲和田線
　　　　×市道保福島大島新田線

道路整備を実施
県島田土木事務所
道路課

34 大富小学校 平成26年7月25日 焼津市　中根新田
朝は車の通行が禁止されているが、下校時に
は車の通行もある。喫茶店より西側の道路の幅
を広げてほしい。

市道大富小学校北線 児童への通行注意の指導 学校教育課

35 大富小学校 平成26年7月25日 焼津市　中根新田
市道交差点の歩行者・自転車の止まれ路面標
示が消えている。（３箇所）

市道中新田南下線
　　　　×市道大富小北中根線

交差点強調表示を実施 道路課

36 大富小学校 平成26年7月25日 焼津市　中新田
朝夕の通勤時間帯に抜け道として利用されてお
り交通量が多いが、幅員も狭く歩道もないため、
歩行者が危険な状態になっている。

一般県道高洲和田線 道路整備を実施 県島田土木事務所

37 大富小学校 平成26年7月25日 焼津市　中新田

横断歩道があるが、車は、歩行者や自転車に
気がつかず、スピードを出してくる。道がカーブ
していることや、ブロック塀があることが原因と
思われる。

一般県道高洲和田線 停止線の引き直しを計画 焼津警察署

通学路の安全確保に係る合同点検箇所　一覧表
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38 和田小学校 平成26年7月22日 焼津市　惣右衛門
橋のたもとで歩道が狭くなっていて、車はスピー
ドを出しやすく、交通量も多く、見通しも悪い。

主要地方道焼津榛原線 児童への通行注意の指導 学校教育課

39 和田小学校 平成26年7月22日 焼津市　一色
交通量が非常に多い道路であるが、歩道が未
整備であり危険。

市道祢宜島一色線
一般県道高洲和田線(H26-41)整備後、
通学路の変更を検討

学校教育課

40 和田小学校 平成26年7月22日 焼津市　一色
道路幅が狭く、交通量が多い。歩道の表示が無
く、街路灯も無く夕方暗い。

市道横須賀上小田線 児童への通行注意の指導 学校教育課

41 和田小学校 平成26年7月22日 焼津市　一色

国道150号から沿岸部の工業地帯に抜ける大
型車の交通量が多いが、この区間のみ歩道が
整備されておらず、路肩も狭いため歩行者が危
険な状態になっている。

一般県道高洲和田線 歩道整備を実施 県島田土木事務所

42 和田小学校 平成26年7月22日 焼津市　田尻
多くの児童が集まってくる和田小学校の近くだ
が、歩道が整備されておらず、路肩も狭いため
歩行者が危険な状態になっている。

主要地方道焼津榛原線 地元自治会と歩道整備について検討 県島田土木事務所

43 和田小学校 平成26年7月22日 焼津市　三和
ﾊﾞｲﾊﾟｽが整備中のため、歩道のない市道を迂
回して通学しており、歩行者が危険な状態に
なっている。

国道150号バイパス 道路整備を実施中 県島田土木事務所

44 港小学校 平成26年7月17日 焼津市　石津港町、石津中町 登校時刻に児童が集中する。
市道焼津東縦断線
　　　×市道港小学校南線

警察による信号機の時間変更
児童への通行注意の指導

焼津警察署
学校教育課

45 港小学校 平成26年7月17日 焼津市　石津港町
歩行者用信号の時間が短く、児童が登校時に
集中する。

一般県道焼津大井川線 歩行者たまりの整備 県島田土木事務所

46 港小学校 平成26年7月17日 焼津市　石津
交通量の多い道路にもかかわらず、一部、車道
と歩道の区別がない。

焼津市南部土地区画整理事業区域
（石津祢宜島線）

歩道整備を実施予定 土地区画整理事務所

47 港小学校 平成26年7月17日 焼津市　石津
横断歩道、信号ともになく、児童が通行する際
に危険である。

会下ノ島石津土地区画整理区域
（小川港道原線）

通学路の変更について協議を実施
区画整理課
学校教育課

48 黒石小学校 平成26年7月24日 焼津市　三右衛門新田

10mほどの短い区間ではあるが、通らなければ
通学路に行けない。
交通量が多く、少しカーブしており、路側帯も狭
く非常に危険。

市道小川三右衛門線 児童への通行注意の指導 学校教育課

49 黒石小学校 平成26年7月24日 焼津市　大住
道路がカーブしていて、表示も消えている。
運転者が横断歩道に気づくのが遅くなる可能性
が高く、非常に危険。

市道大住小川二号線
横断歩道の引き直し
ドットラインの引き直し

焼津警察署
道路課

50 黒石小学校 平成26年7月24日 焼津市　道原
道幅が狭く、歩道もないため、、自動車とのすれ
違いが非常に危険。

都市計画道路 小川港道原線 道路整備を継続 道路課

51 黒石小学校 平成26年7月24日 焼津市　道原
道幅が狭く、歩道もないため、、自動車とのすれ
違いが非常に危険。

都市計画道路 小川祢宜島線 道路整備を検討 道路課

52 黒石小学校 平成26年7月24日 焼津市　三右衛門新田 交差点の見通しが悪く危険 市道三右衛門宮西線 交差点強調表示を計画 道路課

53 黒石小学校 平成26年7月25日 焼津市　中新田
沿道に店舗が多いため利用する方が多いが、
幅員が狭く歩道もないため、歩行者が危険な状
態になっている。

一般県道大富藤枝線 歩道整備を実施中 県島田土木事務所

54 大井川東小学校 平成26年7月22日 焼津市　宗高
歩道と用水路・田んぼの段差があるので落ちる
危険性がある。

市道０219号線
警察による「歩道の自転車歩行者通行
可解除」を検討

焼津警察署

55 大井川東小学校 平成26年7月22日 焼津市　下小杉
地下道は一人では怖い。下小杉の通学路を
通ったり、バイパスを突っ切っている現状があ
る。

国道150号バイパス
本線の4車線化に伴い、周辺整備を実施
するとともに、引き続き通学指導を実
施。

学校教育課
県島田土木事務所

56 大井川西小学校 平成26年7月15日 焼津市　上新田
道路幅約３ｍ歩道なし。車が通るときは児童が
道路端や空き地で通過を待っており、歩道の整
備が望ましい。

市道1143号線
整備工事の事業化を検討、地元自治会
及び関係地権者と調整を図る。

道路課

57 大井川西小学校 平成26年7月15日 焼津市　相川

児童の通学路になっているが、道幅が狭い。
港湾道路へつながっているため車も通る。雨の
日、児童の傘が車に触れることもあった。児童
には注意を促している。

市道1183号線 児童への通行注意の指導 学校教育課

58 大井川西小学校 平成26年7月15日 焼津市　上泉
歩道が狭く、車の交通量が多く危険である。（市
道0103号線）

市道0103号線 歩道整備を実施 道路課

59 大井川南小学校 平成26年7月24日 焼津市　利右衛門

道路幅が狭く、見通しがきかない箇所があり、
交通量は多い。バスの路線にもなっている。ま
た、大型トラックの通行も多い。
縁石等で区切られた歩道はなく、白ラインが引
かれているだけで幅も狭い。

主要地方道焼津榛原線
地元自治会等と調整を行い、整備内容
について検討
児童への通行注意の指導

県島田土木事務所
学校教育課

60 大井川南小学校 平成26年7月24日 焼津市　吉永

この交差点から学校側には歩道が整備され、安
全に登下校ができるようになった。今後、ここか
ら南側についても今後歩道が整備される予定で
ある。今は、道幅が狭く、登下校時間に車の通
りがあり危険である。用水路があり、危ないので
子どもたちには登校時は左側通行、下校時は
右側通行をさせている。

市道1585号線 1585号線歩道整備事業で継続実施 道路課

61 大井川南小学校 平成26年7月24日 焼津市　飯淵
交差点を過ぎると急に道幅が狭くなる。ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞ
ﾙﾄが整備されたことで安全性は高まったが、ま
だ、危険はある。

市道1700号線 児童への通行注意の指導 学校教育課

62 大井川南小学校 平成26年7月24日 焼津市　利右衛門

交通量はさほど多くはないが、道幅が狭い。子
どもたちの出入りが多い南門の近くなので、ｸﾞ
ﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ等で子どもの歩く場所が明確になると
安全性が高まる。

市道1419号線 歩行帯（ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ）の設置 道路課

63 大井川南小学校 平成26年7月24日 焼津市　吉永
大型車の交通量が多いが、歩道がなく路肩も狭
いため危険である。

主要地方道焼津榛原線 道路整備を実施 県島田土木事務所
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