
学校名

番号

通学路の危険・要注意箇所

通学路の状況・危険の内容 路線名等 対策計画（案） 担当部署等

1 焼津市 焼津１丁目 一時停止の車が横断歩道で停止するため危ない。

市道焼津駅道原線

×

市道普門寺線

一時停止規制の取り締まり強化

「止まれ」表示の引き直し

児童への通行注意指導

焼津警察署

道路課

学校教育課

2 焼津市 栄町６丁目 ３方向から車が来る。特に、トンネルから急に車が来るので危険。

市道塩津高架橋東上線

 ×

市道庚申橋線

一時停止規制の取り締まり強化

十字マーク等の引き直し

児童への通行注意指導

焼津警察署

道路課

学校教育課

3 焼津市 栄町４丁目 信号のない広い交差点で、交通量が多い。

市道焼津橋東小学校線

路面表示について協議検討

児童への通行注意指導

道路課

学校教育課

4 焼津市 三ケ名 １回の信号では渡りきれず、見守り隊の誘導無しでは危険である。

県道上青島焼津線

×

   市道鰯ヶ島八楠線

児童への通行注意指導 学校教育課

5 焼津市 塩津 利用する児童数が多く、広がってしまい、自転車との交差が危険である。

市道鰯ヶ島八楠線

（塩津地下道）

児童への通行注意指導

歩行者と自転車の分離について検討

学校教育課

道路課

6

焼津市 八楠２丁目

　　　　　八楠３丁目

道路を横切る車が多いため、歩道を歩いている児童と車が交錯する。

市道鰯ヶ島八楠線

歩行者横断指導線設置 道路課

7 焼津市 大覚寺２丁目 児童数が増加し、車の通行量も多いため、交差点の横断が危険である。

市道大覚寺二丁目

　　　　　　　　　八号線ほか

児童への通行注意指導 学校教育課

8 焼津市 三ケ名 交通量が多く、横断歩道を渡る際に危険である。

市道三ケ名小屋敷線

外側線変更・グリーンベルト設置 道路課

焼津南 9 焼津市 本町６丁目

通学路で一方通行の道である。狭い道路ではあるが車も頻繁に通り危険もある。

また、道路上の止まれの文字や線などが薄れている。

市道焼津南小学校北線

一時停止線（自転車）の引き直し

「とまれ」「十字・Ｔ字マーク」等引き直し

焼津警察署

道路課

10 焼津市 小土

信号待ちの際、歩行者だまりが狭いため、登下校時に、児童が車道に出てしまっ

たり、五叉路横の田圃に落ちてしまったりすることがある。

市道東名側大覚寺小土東線

×

市道豊田焼津線

歩行者たまり強調表示（グリーンベルト）

ポストコーン増設

道路課

11 焼津市 小土 グリーンベルトはあるが、交通量が多く、車とすれ違う際に危険である。

市道豊田焼津線

児童への通行注意指導

法定外表示の検討（減速マーク等）

学校教育課

道路課

12 焼津市 五ヶ堀之内 道路が狭く児童が水路へ転落する

市道五ヶ踏切北線

水路の暗渠化 道路課

13 焼津市 小川

交差点の向かって左側（下校時）にのみ横断歩道あり。塀があり、左方向の見通し

が悪い。

市道黒石川下川原橋北線

×

市道黒石川下川原橋南線

児童への通行注意指導

一時停止設置

学校教育課

焼津警察署

14 焼津市 東小川７丁目

道幅が狭く信号機はないが、交通量が多い。ここを分岐として児童が北・西へと分

かれる。歩道を示す白線がほぼ消えている。

市道学校西橋南北線

外側線引き直し

一時停止線の引き直し

道路課

焼津警察署

15 焼津市 小川 五叉路の交差点であり、交通事故も発生している。

市道小川庚申堂北線

交差点カラー舗装 道路課

16 焼津市 浜当目一丁目

タイルがはがれている。雨天時滑りやすく危険である。歩道橋自体が老朽化してい

る。

市道当目橋南吉花橋線

（浜当目一丁目歩道橋）

破損箇所の修繕 道路課

17 焼津市 浜当目一丁目 交通量が多い。朝通勤時にスピードを出している車が多く危険である。

市道当目花沢線

路面表示設置

「横断歩道」標識の移設

児童へ通行注意指導

道路課

焼津警察署

学校教育課

18 焼津市 高崎 日中でも路上駐車の車あり。車を避けて通行しなければならず危険である。

市道高崎東名添東線

駐車禁止交通指導 焼津警察署

19 焼津市 石脇上 複雑な交差点であるが、信号がないため危険である。

市道東益津学校脇線

児童への通行注意指導

外側線引き直し等を検討

学校教育課

道路課

20 焼津市 岡当目 アスファルトの剥離（凹凸）　高架から水が漏れている

市道浜当目松前道下線

舗装補修・外側線、グリーンベルト引き直しを検討 道路課
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学校名

番号

通学路の危険・要注意箇所

通学路の状況・危険の内容 路線名等 対策計画（案） 担当部署等

21 焼津市 石津向町 道幅が狭く、通学路の歩道も狭いため、通行の自動車との距離が十分取れない。

市道石津向町西川上線

×

主要地方道焼津榛原線

通学路変更の検討

外側線（巻き込み）設置及び歩行者たまりの設置を検討

外側線設置後の状況をみて、ポストコーン設置の検討

学校教育課

道路課

静岡県島田土木事務所

22 焼津市 石津港町 県道焼津大井川線の青信号が長く、待ちきれずに横断してしまう児童がいる。

県道焼津大井川線

信号時間の調整 焼津警察署

23 焼津市 石津中町 東西、南北（志太海岸線）とも交通量が多い。そこに出る道路の見通しが悪い。

市道小川島田幹線

×

市道志太海岸線

歩車道境界ブロック等の設置を変討 道路課

大井川東 24 焼津市 下小杉・藤守 通行速度が速く危険な交差点である。

市道0108号線

×

市道0203号線

交差点改良による交通安全対策検討 道路課

25 焼津市 上泉

田と歩道との境目にガードレールなどがないため危険。以前、田に落ちた子もい

た。

市道1740号線

児童への通行注意指導

ポストコーン設置

学校教育課

道路課

26 焼津市 下江留

スマートインター開通で以前にまして交通量が増加している。地域の保護者からも

不安の声が届いている。

市道1160号線

児童への通行注意指導

止まれ、強調表示の設置

学校教育課

道路課

27 焼津市 上泉

スマートインター開通で以前にまして交通量が増加している。地域の保護者からも

不安の声が届いている。

市道1077号線

児童への通行注意指導

樹木の剪定の指導

路面表示検討

学校教育課

土木管理課

道路課

28 焼津市 上泉 スピードを出して通過する車両が多く危険

市道1098号線

グリーンベルト等設置 道路課

大井川南 29 焼津市 利右衛門

押しボタン式の信号の押しボタンのある場所が狭く、トラックの通りも激しいため危

険である。

市道0202号線

児童への通行注意指導

ポストコーン設置検討

学校教育課

道路課

大井川西

港



学校名

番号

通学路の危険・要注意箇所

通学路の状況・危険の内容

路線名等

対策計画（案） 担当部署等

30 焼津市 塩津

登校時は800人の児童が15分間に集中するため、道いっぱいになってしまう。駅

方面へ向かう通勤の車が通る際に大変危険な状況である。

市道焼津西小学校東線

通学時に学校敷地内の児童通行検討

児童への通行注意指導

学校教育課

31 焼津市 大村３丁目

時間規制で大村中方向へ左折禁止であるが、反対側からの右折はできるため、

児童と交錯する。

市道大村坂本線

児童への通行注意指導 学校教育課

32 焼津市 大覚寺 道が狭く、車道に児童があふれてしまう。

市道笑子橋線

児童への通行注意指導 学校教育課

33 焼津市 焼津４丁目

交通量が多く、赤塚橋の橋より北側の歩道に自転車が入ってくる場合があり、接

触の危険が大きい。

市道焼津駅道原線

児童への通行注意指導 学校教育課

34 焼津市 焼津５丁目

登校時の交通量が多く、徐行、一旦停止をしない自動車がある。 また、南小学校

側の看板の文字が薄れているため、車の一旦停止の注意を喚起していない.

市道南小学校北線

児童への通行注意指導 学校教育課

35 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

通学路表示シール設置

児童への通行注意指導

道路課

学校教育課

36 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

法定外表示（減速表示）

樹木の剪定指導

児童への通行注意指導

道路課

土木管理課

学校教育課

小川 37 焼津市 与惣次 区画整理最中のため、交通量が多く見通しが悪いが信号機設置不可の状態。

市道小川下小田線

見守り隊による交通誘導

取締り強化

学校教育課

焼津警察署

38 焼津市 大島

　ステーカーは貼ってあるが、目立たない。横断歩道があるが、子どもたちが大勢

渡ることがわかるような工夫をしたい。（表示等）

市道寄子橋大島線

横断歩道部カラー舗装 道路課

39 焼津市 中根新田

　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。カラー舗

装をし直すなど、目立つようにしたい。

県道高洲和田線

児童への通行注意指導

交差点カラー舗装補修

学校教育課

静岡県島田土木事務所

40 焼津市 中根新田

　学校の敷地横は、グリーンゾーンが設けてあり、注意喚起はできているが、そこ

から西側は、道幅が狭く、車の通りもあるので、規制を強化するか、道幅を広げた

り、グリーンゾーン等を設置する必要がある。

市道大富小学校北線

児童への通行注意指導 学校教育課

41 焼津市 本中根

栃山川公園付近の道路で一旦停止の標識に気づかず、減速せずに通行する車

があり、歩行者が危険である。

市道横須賀上小田線

交差点カラー舗装 道路課

42 焼津市 一色・惣右衛門

橋のたもとで歩道が狭くなっていて、見通しも悪いが、交通量は多く、スピードを出

して通り抜ける車もかなり目にする。

主要地方道焼津榛原線

児童への通行注意指導 学校教育課

43 焼津市 一色 道路幅が狭く、交通量が多い。歩道の表示がなく、街灯もなく夕方暗い。

市道横須賀上小田線

児童への通行注意指導 学校教育課

黒石 44 焼津市 三右衛門新田

１０m程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。

市道三右衛門新田線

児童への通行注意指導

法定外表示（減速表示）設置

学校教育課

道路課

45 焼津市 下小杉

下校の時、地下道を一人で通るのは怖い。下小杉の通学路（登校とは違う）を

通っている現状である。

国道150バイパス

児童への通行注意指導 学校教育課

46 焼津市 宗高 短い区間ではあるが交通量もあるため、歩道があるとよい。

県道島田大井川線

児童への通行注意指導・見守り隊による安全確保

（平成27年10月２日　子ども会役員、自治会役員、学校

関係者と通学路変更について協議した結果、通学路の

変更は行わない事に決定）

学校教育課

大井川南 47 焼津市 飯淵

交差点を過ぎると急に道幅が狭くなる。グリーンベ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。（通学路に横断歩道がない）

市道１７００号線

横断歩道設置検討

歩行者たまり設置検討

児童への通行注意指導

焼津警察署

道路課

学校教育課

過年度からの継続協議箇所過年度からの継続協議箇所過年度からの継続協議箇所過年度からの継続協議箇所

大富

和田

大井川東

焼津西

焼津南

豊田



学校名

番号

通学路の危険・要注意箇所

通学路の状況・危険の内容

路線名等

実施中又は検討中内容 担当部署等

焼津西 48 焼津市 大栄町２丁目

本多小児科側から横断歩道を渡る際、歩道が狭いため子供が歩道からはみ出し

てしまう。

主要地方道焼津藤枝線

検討中 静岡県島田土木事務所

豊田 49 焼津市 三ケ名 歩道が狭く（1.5ｍ)、交通量も多いため危険である。

市道三ケ名小屋敷線

事業実施中 道路課

東益津 50 焼津市 石脇上

トンネル内のライトが少なく、日中も暗い。通行に際し、不安を感じる。壁面のひび

割れがあり心配である。

市道東益津学校脇線

照明灯施設の改良を検討 道路課

51 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

事業実施中 道路課

52 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。

県道高洲和田線

（小川島田幹線）

事業実施中 静岡県島田土木事務所

53 焼津市 惣右衛門 大型車両を含め、交通量が多く危険である。

市道寄子橋大島線

グリーンベルト設置 道路課

54 焼津市 一色 朝夕の交通量が非常に多い道路だが、歩道が未整備であり危険。

市道祢宜島一色線

学校：55（県道高洲和田線）の歩道設置が完了後通学

路変更を検討

学校教育課

55 焼津市 一色

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

が危険な状態である。

県道高洲和田線

事業実施中 静岡県島田土木事務所

56 焼津市 田尻

多くの児童が集まってくる和田小の近くだが、歩道が整備されておらず、路肩も狭く

なっているところがあり、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

事業実施中 静岡県島田土木事務所

黒石 57 焼津市 三右衛門新田

児童の主な通学路であるが、交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別が

なく大変危険である。

市道三右衛門宮西線

グリーンベルト設置計画 道路課

58 焼津市 吉永 子どもたちがこの道路を横断して登下校しているが、横断歩道がない。

市道０１１４号線

横断歩道設置予定 焼津警察署

59 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

地元調整中 静岡県島田土木事務所

60 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

事業実施中 道路課

61 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

事業実施中 静岡県島田土木事務所

事業実施又は検討中箇所事業実施又は検討中箇所事業実施又は検討中箇所事業実施又は検討中箇所

大富

和田

大井川南


