
年度　船橋市通学路交通安全プログラム点検箇所における対策一覧

点検
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番号

学校名 点検番号 路線名 場所・道路形状 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体
施行予定

日
施行済日

定期 1 船橋小学校 26001 市道第14-112号線 本町4丁目地先
スクールゾーンにも関わらず、車が侵
入。

法定外路面表示(スクールゾーン) 道路維持課 - H27.8

定期 1 船橋小学校 26002 市道第14-112号線 本町4丁目地先 その他 時間帯指定の標識修復 船橋警察署 - H27.2
定期 1 船橋小学校 26003 市道第14-112号線 本町5丁目地先 歩道が歩きづらく危険。 U字溝の蓋の整備 道路維持課 - H27.8

定期 1 船橋小学校 26004
市道第14-011号線
市道第14-013号線

本町5丁目地先
交通量が多いにも関わらず、歩道と車道
の区別なし。

路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H27.8

定期 1 船橋小学校 26005a 市道第14-092号線 本町5丁目地先 路面標示等が擦れて見づらい。 法定外路面表示(クロスマーク)の設置 道路維持課 - H27.8
定期 1 船橋小学校 26005b 市道第14-092号線 本町5丁目地先 路面標示等が擦れて見づらい。 横断歩道の修繕 船橋警察署 - H27.2
定期 1 船橋小学校 26006 市道第00-040号線 本町5丁目地先 横断防止柵の一部がない。 横断防止柵の修繕 道路維持課 - H26.12
定期 1 船橋小学校 26007 市道第14-070号線 本町4丁目地先 横断歩道が擦れて見づらい。 横断歩道の修繕 船橋警察署 - H27.2
定期 1 船橋小学校 26008 市道第00-040号線 本町5丁目地先 横断歩道が擦れて見づらい。 横断歩道の修繕 船橋警察署 - H27.2

定期 1 船橋小学校 26009 市道第00-040号線 本町5丁目地先
スクールゾーンにも関わらず、車が侵
入。

看板設置 教育委員会 - H26.10

定期 1 船橋小学校 26010 市道第14-084号線 本町4丁目地先 横断歩道が擦れて見づらい。 横断歩道の修繕 船橋警察署 - H27.2

定期 1 船橋小学校 26011 市道第14-088号線 本町5丁目地先
交通量が多いにも関わらず、歩道と車道
の区別なし。

路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H27.8

定期 1 船橋小学校 26012 市道第14-082号線 本町4丁目地先 流入車両・通り抜け車両が多く危険。 法定外路面標示(通学路マーク) 道路維持課 - H27.8
定期 1 船橋小学校 26013 市道第14-077号線 本町4丁目地先 流入車両・通り抜け車両が多く危険。 法定外路面標示(学童注意)の修繕 道路維持課 - H27.8

定期 1 船橋小学校 26014a 市道第14-069号線 本町4丁目地先
スクールゾーンにも関わらず、車が侵
入。

法定外路面標示(この先30ｍスクールゾー
ン)

道路建設課 - H27.8

定期 1 船橋小学校 26014b 市道第14-069号線 本町4丁目地先
スクールゾーンにも関わらず、車が侵
入。

看板設置 教育委員会 - H26.10

定期 1 船橋小学校 26015 市道第14-073号線 本町4丁目地先 外側線が擦れて見づらい。 路肩の修繕 道路維持課 - H27.8
定期 2 湊町小学校 26016 市道第12-024号線 湊町1丁目地先 流入車両・通り抜け車両が多く危険。 イメージハンプの設置、路肩の拡幅 道路維持課 - H27.7

定期 2 湊町小学校 26017
市道第12-025号線
市道第12-037号線

湊町1丁目地先 流入車両・通り抜け車両が多く危険。 路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H27.7

定期 2 湊町小学校 26018 市道第12-025号線 湊町1丁目地先 流入車両・通り抜け車両が多く危険。 ゾーン30にて対応 道路建設課 - H26.12
定期 2 湊町小学校 26019 市道第12-025号線 湊町1丁目地先 流入車両・通り抜け車両が多く危険。 イメージハンプの設置 道路維持課 - H27.7
定期 2 湊町小学校 26020 市道第12-025号線 湊町1丁目地先 一時停止で止まらない車両が多い。 止まれの強調 道路維持課 - H27.7
定期 4 宮本小学校 26021 市道第15-065号線 宮本7丁目地先 通学児童が多く道幅狭い。 法定外路面標示(通学路マーク) 道路維持課 - H27.11
定期 4 宮本小学校 26022a 市道第19-045号線 宮本8丁目地先 通学児童が多く道幅狭い。 路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H28.12
定期 4 宮本小学校 26022b 市道第15-045号線 宮本8丁目地先 通学児童が多く道幅狭い。 植栽の剪定 道路維持課 - H26.12

定期 4 宮本小学校 26023
市道第00-161号線
市道第15-062号線

宮本7丁目地先
外側線内側のカラー舗装が剥げてきてい
る。また、自転車の通行により危険なと
ころがある。

路側帯カラー舗装、法定外路面標示(クロ
スマーク)の補修

道路維持課 - H27.11

定期 4 宮本小学校 26024 市道第00-161号線 宮本7丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる。 路肩の拡幅 道路維持課 - H27.11
定期 4 宮本小学校 26025 市道第00-161号線 東船橋7丁目地先 横断歩道が見づらい。 横断歩道の修繕 船橋警察署 - H27.2
定期 4 宮本小学校 26026 市道第00-161号線 宮本7丁目地先 横断歩道が見づらい。 横断歩道の修繕 船橋警察署 - H27.2

定期 11 葛飾小学校 26027a 市道第03-009号線 西船6丁目地先
交通量が多いにも関わらず、歩道と車道
の区別なし。

路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H27.10

定期 11 葛飾小学校 26027b 市道第03-009号線 西船6丁目地先
交通量が多いにも関わらず、歩道と車道
の区別なし。

信号機のサイクル変更 船橋警察署 - H27.2

定期 11 葛飾小学校 26028 市道第03-041号線 西船5丁目地先 交通量が多く、歩道が狭い。 路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H27.10
定期 11 葛飾小学校 26029 市道第00-052号線 西船4丁目地先 交通量が多く、歩道が狭い。 歩道の拡幅 道路建設課 - 0

H26
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定期 18 三咲小学校 26030a 市道第00-114号線 二和東3丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

法定外路面標示(カラー舗装)の設置 道路維持課 - H28.12

定期 18 三咲小学校 26030b 市道第00-114号線 二和東3丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

車両侵入シール補修 道路維持課 - H26.12

定期 18 三咲小学校 26031 市道第65-030号線 二和東3丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

法定外路面標示(通学路マーク)の設置 道路維持課 - H28.3

定期 18 三咲小学校 26032a 市道第65-030号線 二和東5丁目地先
見通しが悪い上に、開発に伴い、流入車
両が多くなることが懸念される。

法定外路面標示(学童注意)の設置 道路維持課 - H28.3

定期 18 三咲小学校 26032b 市道第65-030号線 二和東5丁目地先
見通しが悪い上に、開発に伴い、流入車
両が多くなることが懸念される。

ミラーの角度調整 道路維持課 - H26.12

定期 22 咲が丘小学校 26033a 市道第67-004号線 咲が丘2丁目地先
見通しが悪く、車と接触しそうになる。
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

法定外路面標示(減速マーク)の設置 道路維持課 - H28.3

定期 22 咲が丘小学校 26033b 市道第67-004号線 咲が丘2丁目地先
見通しが悪く、車と接触しそうになる。
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

カーブミラーの設置 道路維持課 - H26.12

定期 22 咲が丘小学校 26033c 市道第67-004号線 咲が丘2丁目地先
見通しが悪く、車と接触しそうになる。
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H26.12

定期 22 咲が丘小学校 26035a 市道第67-004号線 咲が丘1丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる 法定外路面標示(減速マーク)設置 道路維持課 - H28.3
定期 22 咲が丘小学校 26035b 市道第67-004号線 咲が丘1丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる 注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.1

定期 24 法典小学校 26036 県道 藤原3丁目地先
ガードレール等がなく、歩車分離が明確
ではない。

ラバーポールの設置 葛南土木事務所 - H26.11

定期 24 法典小学校 26037 市道第28-016号線 上山町3丁目地先
壁が車の死角になり、児童が見えず危
険。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.1

定期 24 法典小学校 26038 市道第28-020号線 藤原5丁目地先
壁が車の死角になり、児童が見えず危
険。

路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H28.3

定期 24 法典小学校 26039a 県道 藤原5丁目地先
壁が車の死角になり、児童が見えず危
険。

信号機の高さ変更 船橋警察署 - H27.2

定期 24 法典小学校 26039b 県道 藤原5丁目地先
壁が車の死角になり、児童が見えず危
険。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.1

定期 32 中野木小学校 26040a 市道第00-156号線 中野木1丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

法定外路面表示(通学路マーク)の設置 道路維持課 - H26.12

定期 32 中野木小学校 26040b 市道第41-505号線 中野木1丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.3

定期 32 中野木小学校 26041 市道第00-155号線 中野木1丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

路肩の拡幅、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H28.3

定期 32 中野木小学校 26042a 市道第00-155号線 中野木1丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.3

定期 32 中野木小学校 26042b
市道第00-155号線
市道第40-020号線

中野木1丁目地先
交通量が多いが横断歩道も無く、道幅も
狭い。

法定外路面表示(通学路マーク)の設置 道路維持課 - H26.12

定期 32 中野木小学校 26043 市道第42-047号線 前原西6丁目地先
交通量が多いが横断歩道も無く、道幅も
狭い。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.3

定期 32 中野木小学校 26044 市道第00-156号線 中野木1丁目地先 スピードを出す車両が多い。 路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H28.3
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定期 33 二宮小学校 26045 市道第43-003号線 前原5丁目地先 一部ガードレールがなく危ない。 ガードレールの増設 道路維持課 - H26.12

定期 33 二宮小学校 26046 市道第43-065号線 前原5丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる。
交差点カラー舗装、法定外路面表示(クロ
スマークの修繕

道路維持課 - H28.3

定期 33 二宮小学校 26047a 市道第00-152号線 前原東5丁目地先
交通量が多いにも関わらず、歩道と車道
の区別なし。

法定外路面標示(通学路マーク)の設置、
路肩の設置、路側帯カラー舗装

道路維持課 - H26.12

定期 33 二宮小学校 26047b 市道第00-152号線 前原東5丁目地先
交通量が多いにも関わらず、歩道と車道
の区別なし。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.1

定期 42 三山小学校 26048 市道第45-104号線 三山2丁目地先 道がせまく、車と接触しそうになる。 視距改良 道路維持課 - H28.3

定期 42 三山小学校 26049
市道第45-096号線
市道第45-113号線

三山1丁目地先
急なまがり角で見通しが悪く、車と接触
しそうになる。

交差点カラー舗装、法定外路面標示(学童
通学注意)

道路維持課 - H28.3

定期 42 三山小学校 26050a 市道第45-104号線 三山1丁目地先 信号無視の自転車多い。
路肩の設置及び外側線の引き直し、路側
帯カラー舗装、法定外路面標示(ドット

道路維持課 - H28.11

定期 42 三山小学校 26050b 市道第45-104号線 三山1丁目地先 信号無視の自転車多い。 車止めの取り外し、注意喚起の看板設置 道路維持課 - H26.12
定期 42 三山小学校 26050c 市道第45-104号線 三山1丁目地先 信号無視の自転車多い。 横断歩道の再塗装 船橋東警察署 - R1
定期 42 三山小学校 26051a 市道第45-031号線 三山1丁目地先 歩道と車道の区別なし。 路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H28.11
定期 42 三山小学校 26051b 市道第45-031号線 三山1丁目地先 歩道と車道の区別なし。 通学路の標識補修 道路維持課 - H26.12
定期 42 三山小学校 26051c 市道第45-031号線 三山1丁目地先 歩道と車道の区別なし。 横断歩道の再塗装 船橋東警察署 - R1

定期 42 三山小学校 26052 市道第45-046号線 三山8丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる。
法定外路面標示(通学路マーク)、交差点
カラー舗装

道路維持課 - H28.11

定期 42 三山小学校 26053 市道第45-096号線 三山2丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる。 交差点カラー舗装 道路維持課 - H28.11
定期 42 三山小学校 26054 市道第45-510号線 三山2丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる。 法定外路面標示(学童注意) 道路維持課 - H28.11
定期 42 三山小学校 26055 市道第00-024号線 三山3丁目地先 交通量が多く、横断するのが困難。 交差点手前カラー舗装 道路維持課 - H28.11
定期 42 三山小学校 26056 市道第45-091号線 三山4丁目地先 幅員が狭く、流入車両が多い。 注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.3
定期 46 高郷小学校 26057 市道第56-054号線 西習志野3丁目地先 交通量が多く、歩道が狭い。 法定外路面標示(通学路マーク) 道路維持課 - H28.3

定期 46 高郷小学校 26058 市道第51-506号線 芝山6丁目地先
道幅が狭く、交通量が多い。しかし、歩
車分離することが不可。

法定外路面標示(クロスマーク、ドット
線)

道路維持課 - H28.3

定期 46 高郷小学校 26059a
市道第56-072号線
市道第00-134号線

西習志野3丁目地先 交通量が多く、歩道が狭い。
路肩の設置、路側帯カラー舗装、法定外
路面標示(ドット線、減速マーク)

道路維持課 - H27.8

定期 46 高郷小学校 26059b 市道第56-072号線 西習志野3丁目地先 交通量が多く、歩道が狭い。 カーブミラーの設置 道路維持課 - H26.12

定期 46 高郷小学校 26060 市有道 西習志野1丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる。
法定外路面標示(クロスマーク・ドット
線)、路肩の設置

道路維持課 - H28.11

定期 52 大穴北小学校 26061 市道第00-120号線 三咲4丁目地先
交通量が多いにも関わらず、歩道と車道
の区別なし。

路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H27.10

定期 52 大穴北小学校 26062
市道第64-504号線
市有道

三咲6丁目地先 交通量が多く、歩道が狭い。 法定外路面標示(通学路マーク) 道路維持課 - H26.12

定期 52 大穴北小学校 26063 市道第64-030号線 三咲4丁目地先 交通量が多く、危険。
路肩の設置、路側帯カラー舗装、交差点
カラー舗装

道路維持課 - H27.10

定期 52 大穴北小学校 26064 市道第64-030号線 三咲7丁目地先 歩道と車道の区別なし。 路側帯カラー舗装 道路維持課 - H27.10
定期 52 大穴北小学校 26065 市道第64-030号線 三咲7丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる。 交差点カラー舗装 道路維持課 - H27.10
定期 52 大穴北小学校 26066 市道第00-121号線 大穴北1丁目地先 交通量が多く、横断が困難なため。 信号機改良(歩車分離式) 道路維持課 - H27.3
定期 52 大穴北小学校 26067 市道第63-519号線 大穴北8丁目地先 朝夕の交通量が多く、夕方は暗い。 注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.3
定期 52 大穴北小学校 26068 市道第63-005号線 大穴北1丁目地先 停止線が見えづらい。 停止線の補修(打ち替え時) 道路維持課 - H26.12
定期 52 大穴北小学校 26069 市道第63-032号線 大穴北1丁目地先 車が見えづらい。 カーブミラーの設置 道路維持課 - H27.1
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H26

緊急 4 宮本小学校 2260002 市道第19-059号線 船橋市東船橋5丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

路肩の設置、路側帯カラー舗装、交差点
カラー舗装

道路建設課 - H27.11

緊急 4 宮本小学校 2260003 市道第15-046号線 船橋市東船橋5丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路建設課 - H27.11

緊急 4 宮本小学校 2260004 市道第19-055号線 船橋市東船橋5丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

路肩の設置、路側帯カラー舗装、交差点
カラー舗装

道路建設課 - H27.11

緊急 26 法典東小学校 2260011 市道第28-033号線 馬込西2丁目地先 歩道と車道の区別がない。 路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路建設課 - H28.3
緊急 26 法典東小学校 2260012 市道第28-033号線 馬込西2丁目地先 横断するのが困難。 交差点前カラー舗装 道路建設課 - H27.3
緊急 26 法典東小学校 2260013 市道第00‐176号線 馬込町地先 歩道と車道の区別がない。 路肩の設置、路側帯カラー舗装化 道路建設課 - H28.3
緊急 28 塚田小学校 2260005 市道第00-193号線 船橋市行田町地先 一時停止で止まらない車両が多い。 イメージハンプの設置 道路建設課 - H28.3
緊急 28 塚田小学校 2260006 市道第00-193号線 船橋市行田町地先 歩行者空間が無い。 法定外路面標示(通学路マーク) 道路建設課 - H27.5

緊急 28 塚田小学校 2260007 市道第29-050号線 船橋市前貝塚町地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

法定外路面表示(通学路マーク)の設置 道路建設課 - H27.3

緊急 28 塚田小学校 226008 市道第29-050号線 船橋市前貝塚町地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

法定外路面標示(通学路マーク) 道路維持課 - H27.3

緊急 28 塚田小学校 2260009
市道第30-015号線
市道第35-006号線

船橋市前貝塚町地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路建設課 - H27.9

緊急 37 芝山西小学校 2260010 市道第51-050号線 船橋市芝山2丁目地先 歩行者空間が無い。 路肩の設置、路側帯カラー舗装 道路維持課 - H28.9

緊急 48 習志野台第二小学校 2260001 市道第00-019号線
船橋市習志野台5丁目地
先

自転車と交錯する 自転車走行空間の確保 道路建設課 - H27.12
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