
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
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日
施行済日

定期 6 峰台小学校 27001 市道第00-038号線 宮本6丁目地先 道路の幅が狭いため危険。 外側線の補修、路側帯のカラ―舗装化 道路維持課 - H28.11
定期 6 峰台小学校 27002 市道第00-039号線 駿河台1丁目地先 歩道を走行する自転車が危険。 法定外路面表示(自転車マーク) 道路建設課 - H30.3
定期 6 峰台小学校 27003 市道第00-157号線 東船橋3丁目地先 歩道を走行する自転車が危険。 法定外路面表示(自転車マーク) 道路建設課 - H30.2
定期 6 峰台小学校 27004 市道第00-038号線 東船橋2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 - H28

定期 6 峰台小学校 27005
市道第19-001号線
市道第00-038号線

東船橋2丁目地先 交差点が分かりづらく危険。 停止線位置変更、交差点内カラー舗装化 道路維持課 - H28.11

定期 6 峰台小学校 27006
市道第19-001号線
市道第00-038号線

東船橋2丁目地先 交差点が分かりづらく危険。 側溝枡の蓋設置、除草 道路維持課 - H28.10

定期 6 峰台小学校 27007
市道第00-037号線
市道第00-038号線

東船橋2丁目地先 歩道が歩きづらい。 側溝枡の蓋設置 道路維持課 - H28.10

定期 6 峰台小学校 27008 市道第00-038号線 東船橋2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 - H28

定期 6 峰台小学校 27009
市道第00-037号線
市道第00-038号線

東船橋2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 - H28

定期 6 峰台小学校 27010
市道第00-037号線
市道第00-038号線

東船橋2丁目地先 自転車の速度が速く危険。 注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10

定期 6 峰台小学校 27011 市道第00-158号線 東船橋2丁目地先 標識が曲がっている。 標識の修繕 道路維持課 - H28.3
定期 6 峰台小学校 27012 市道第15-091号線 宮本6丁目地先 穴が開いていて危ない。 注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10
定期 6 峰台小学校 27013 市道第00-039号線 東船橋2丁目地先 歩道が歩きづらい。 蓋の改修 道路維持課 - H28.3
定期 16 高根東小学校 27014 市道第52-006号線 新高根2丁目地先 流入車両・通り抜け車両が多く危険。 法定外路面表示(通学路マーク) 道路維持課 - H28.11
定期 16 高根東小学校 27015 市道第52-006号線 新高根2丁目地先 道路が狭く、通行量が多い。 道路の拡幅、路側帯のカラー舗装化 道路建設課 - H28.5

定期 16 高根東小学校 27016 市道第52-006号線 新高根5丁目地先
自転車がスピードを出して飛び出してく
る。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10

定期 16 高根東小学校 27017 市道第52-027号線 新高根6丁目地先 道路が歩きづらい。 Ｌ型側溝蓋の補修 道路維持課 - H28.3
定期 23 金杉台小学校 27018 市道第66-024号線 二和西1丁目地先 交通量が多く危険。 法定外路面表示(通学路マーク) 道路維持課 - H28.10
定期 23 金杉台小学校 27019 市道第66-026号線 金杉5丁目地先 交通量が多く危険。 法定外路面表示(通学路マーク) 道路維持課 - H28.10

定期 25 丸山小学校 27020 市道第31-010号線 丸山3丁目地先
急な曲がり角で見通しが悪く、車と接触
しそうになる。

車道分離標の設置、側溝枡設置 道路維持課 - H28.11

定期 25 丸山小学校 27021 市道第00-179号線 丸山2丁目地先 交通量が多く、歩道が分かりづらい。 外側線の補修、路側帯のカラー舗装化 道路維持課 - H28.11
定期 25 丸山小学校 27022 市道第31-010号線 丸山4丁目地先 交通量が多く、歩道が分かりづらい。 外側線の補修 道路維持課 - H28.11
定期 25 丸山小学校 27023 市道第31-010号線 丸山3丁目地先 交差点が分かりづらい。 法定外路面標示(クロスマーク、ドット 道路維持課 - H28.11
定期 25 丸山小学校 27024 市道第31-010号線 丸山3丁目地先 交差点が分かりづらい。 横断歩道の補修 船橋警察署 - H28
定期 26 法典東小学校 27025 市道第31-021号線 丸山5丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる。 外側線の補修、路側帯のカラ―舗装化 道路維持課 - H29.3
定期 26 法典東小学校 27026 市道第00-177号線 藤原7丁目地先 交通量が多く、歩道が狭い。 法定外路面表示(通学路マーク) 道路維持課 - H29.3
定期 26 法典東小学校 27027 市道第00-177号線 藤原7丁目地先 交通量が多く、歩道が狭い。 注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10
定期 26 法典東小学校 27028 私道 馬込町地先 交通量が多く、横断するのが困難。 横断歩道の修繕 道路維持課 - H29.3
定期 26 法典東小学校 27029 県道 馬込西1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 - H28

定期 26 法典東小学校 27030 市道第31-021号線 丸山5丁目地先
スクールゾーンにも関わらず車両が侵入
する。

法定外路面表示(スクールゾーンマーク) 道路維持課 - H29.3

H27
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定期 27 法典西小学校 27031 市道第28-036号線 上山町1丁目地先
時間帯規制があるが、自転車が多く通行
し、歩道と車道が分離していない。

路肩の設置、路側帯のカラ―舗装化、法
定外路面表示(スクールゾーンマーク)、
法定外路面表示(通学路マーク)

道路維持課 - H30.8

定期 27 法典西小学校 27032 市道第28-036号線 上山町1丁目地先 横断歩道が渡りづらい。 横断歩道の修繕 船橋警察署 - H28

定期 27 法典西小学校 27033 市道第28-003号線 藤原1丁目地先 交通量が多く、幅員が狭いため危険。
一方通行化及び時間帯規制の検討→ゾー
ン30プラスに変更

教育委員会
船橋警察署

- R4.3

定期 27 法典西小学校 27034 県道 上山町1丁目地先
信号機があるが、渋滞が多く車が横断歩
道を塞ぐことがあり、横断するのが困難
となる。

上下線の停止線から5ｍカラ―舗装化 葛南土木事務所 - H28.3

定期 27 法典西小学校 27035
市道第00-184号線
市道第28-036号線

上山町1丁目地先
信号機があるが、渋滞が多く車が横断歩
道を塞ぐことがあり、横断するのが困難
となる。

横断歩道及び停止線の修繕 船橋警察署 - H28

定期 27 法典西小学校 27036
市道第00-184号線
市道第28-036号線

上山町1丁目地先
信号機があるが、渋滞が多く車が横断歩
道を塞ぐことがあり、横断するのが困難
となる。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10

定期 27 法典西小学校 27037 市道第28-004号線 上山町1丁目地先 校門が分かりづらい。 注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10

定期 37 芝山西小学校 27038 市道第00-013号線 飯山満1丁目地先
細い道路に幹線道路等への抜け道利用の
車両が入り、ガードレール等の歩行者の
保護設備もない。

除草、道路の修繕 道路維持課 - H28.3

定期 37 芝山西小学校 27039 市道第50-506号線 芝山1丁目地先路上
駐車をしていて通行の妨げになることが
多い。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10

定期 37 芝山西小学校 27040 市道第00-013号線 芝山1丁目地先路上 歩道を走行する自転車が危険。 法定外路面表示(自転車走行レーン) 道路建設課 - H29.2
定期 37 芝山西小学校 27041 市道第51-050号線 芝山2丁目地先 歩行者空間が無い。 路肩の設置、路側帯のカラ―舗装化 道路維持課 - H28.10
定期 37 芝山西小学校 27042 市道第51-050号線 芝山2丁目地先 横断するのが困難。 歩行者用の信号設置 船橋東警察署 - 0

定期 43 三山東小学校 27043 市道第45-011号線 三山5丁目地先
交差点と判らず、車がスピードを落とさ
ず侵入。

外側線の補修、路側帯のカラ―舗装化 道路維持課 - H29.3

定期 43 三山東小学校 27044 市道第00-148号線 三山5丁目地先
交差点と判らず、車がスピードを落とさ
ず侵入。

交差点内カラ―舗装化、外側線の補修、
法定外路面標示(ドット線、クロスマー
ク)

道路維持課 - H29.3

定期 43 三山東小学校 27045 市道第00-149号線 三山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。

蓋の改修 道路維持課 - H28.3

定期 43 三山東小学校 27046 市道第00-149号線 三山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 - H28.3

定期 43 三山東小学校 27047 市道第45-022号線 三山6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 - H28.3
定期 43 三山東小学校 27048 市道第45-022号線 三山7丁目地先 見通しが悪く、車と接触しそうになる。 除草 道路維持課 - H28.3

定期 43 三山東小学校 27049 市道第45-505号線 三山6丁目地先
交差点と判らず、車がスピードを落とさ
ず侵入。

交差点内カラー舗装の補修 道路維持課 - H29.3

定期 43 三山東小学校 27050
市道第45-015号線
市道第00-149号線

三山6丁目地先 横断歩道が見えずらい。 横断歩道の修繕 船橋東警察署 - H30

定期 47 習志野台第一小学校 27051 市道第58-024号線 習志野台3丁目地先
交通量が多く、スピードが速いため危
険。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10

定期 47 習志野台第一小学校 27052 市道第00-067号線 習志野台1丁目地先
コンビニに出入りする車が歩道を横切
る。

商店街へ申し入れ、注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10

定期 47 習志野台第一小学校 27053 市道第58-025号線 習志野台3丁目地先
交通量が多く、歩道が分かりづらいため
危険。

路肩の設置、路側帯のカラー舗装化 道路維持課 - H28.10

定期 47 習志野台第一小学校 27054 市道第00-019号線 習志野台1丁目地先 歩道を走行する自転車が多く危険。 法定外路面表示(自転車マーク) 道路建設課 - H30.3
定期 47 習志野台第一小学校 27055 市道第00-020号線 習志野台6丁目地先 交通量が多く、道幅が狭いため危険。 道路の拡幅 道路建設課 - 0
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定期 48 習志野台第二小学校 27056 市道第00-020号線 習志野台8丁目地先
自転車がスピードを出したまま通行して
いる。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10

定期 48 習志野台第二小学校 27057 市道第58-163号線 習志野台8丁目地先
抜け道になっていて、狭いのにスピード
を出す車が多い。

注意喚起の看板設置 教育委員会 - H27.10

定期 48 習志野台第二小学校 27058 市道第58-148号線 習志野台8丁目地先
抜け道になっていて、狭いのにスピード
を出す車が多い。

交差点内カラー舗装化 道路維持課 - H28.10

定期 48 習志野台第二小学校 27059 市道第58-151号線 習志野台8丁目地先
路上駐車が多く、見通しが悪い。自転車
がスピードを出して通行している。

外側線の補修、法定外路面表示(通学路
マーク)、路側帯のカラ―舗装化

道路維持課 - H28.10

定期 48 習志野台第二小学校 27060 市道第58-104号線 習志野台5丁目地先 通り抜け車両が多く危険。 ゾーン30
船橋東警察署
道路建設課

- H27.1

定期 53 豊富小学校 27061 市道第00-003号線 豊富町地先
交差点と判らず、車がスピードを落とさ
ず侵入。

横断歩道の設置 船橋東警察署 - 0

定期 53 豊富小学校 27062 市道第76-503号線 車方町地先
交差点と判らず、車がスピードを落とさ
ず侵入。

道路の舗装、交差点内カラー舗装化 道路維持課 - H29.3

定期 53 豊富小学校 27063 市道第76-504号線 車方町地先
交差点と判らず、車がスピードを落とさ
ず侵入。

道路の舗装、交差点内カラー舗装化 道路維持課 - H29.3

定期 53 豊富小学校 27064 市道第00-003号線 鈴身町地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

歩道の設置 道路維持課 - H28.12

定期 53 豊富小学校 27065 市道第00-003号線 豊富町地先 前が見づらい。 カーブミラーの設置 道路維持課 - H28.5

定期 53 豊富小学校 27066 市道第00-107号線 車方町地先
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 道路維持課 - H29.3

定期 53 豊富小学校 27067 市道第00-004号線 豊富町地先 信号機が見えづらい。 信号機の改良 船橋東警察署 - H31.2
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緊急 17 金杉小学校 227001 市道第54-012号線 南三咲1丁目地先 交通量が多く、横断するのが困難。 横断歩道の設置 船橋東警察署 - 0
緊急 17 金杉小学校 227002 市道第54-012号線 南三咲1丁目地先 交通量が多く、横断するのが困難。 外側線の引き直し、路肩の設置 道路維持課 - H28.1

緊急 32 中野木小学校 227003 市道第42-017号線 中野木2丁目地先
交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭
い。

クロスマークの再塗装、法定外路面表
示、止まれの強調、道路灯の設置

道路維持課 - H28.11
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