
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
区分

学校
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 8 海神小学校 29001a
市道第14-109号線
市道第00-166号線

本町7丁目地先 自転車・車両の通行量が多い 注意喚起の看板設置 道路維持課 - H29.7

定期 8 海神小学校 29001b
市道第14-109号線
市道第00-166号線

本町7丁目地先 自転車・車両の通行量が多い 交差点の改良 道路建設課 - 0

定期 8 海神小学校 29001c
市道第14-109号線
市道第00-166号線

本町7丁目地先 自転車・車両の通行量が多い
都市計画道路3・3・7号線の整備による通
学路への交通量抑制

道路建設課 - 0

定期 9 西海神小学校 29002 市道第00-168号線 海神4丁目地先 交通量が多く、危険 注意喚起の看板設置 保健体育課 - H30.1

定期 9 西海神小学校 29003
市道第05-110号線
市道第05-011号線
市道第05-008号線

海神5丁目地先 スクールゾーンであるが車両が進入 路面標示(スクールゾーン) 道路維持課 - H30.11

定期 9 西海神小学校 29004
市道第00-185号線
市道第03-550号線

西船2丁目地先 交通量が多く、危険 道路標示(通学路マーク) 道路維持課 - H30.11

定期 9 西海神小学校 29005 市道第00-168号線 海神4丁目地先 交通量が多く、横断が困難 カラー舗装 道路維持課 - H31.2
定期 28 塚田小学校 29006 市道第00-193号線 前貝塚町地先 交通量が多く、危険 路面標示(再塗装) 道路維持課 - H31.2
定期 28 塚田小学校 29007 市道第35-006号線 旭町5丁目地先 交通量が多く、横断が困難 横断歩道 船橋警察署 - H30
定期 28 塚田小学校 29008 市道第24-014号線 前貝塚町地先 交通量が多く、危険 注意喚起の看板設置 保健体育課 - H30.1
定期 35 飯山満南小学校 29009 市道第00-142号線 飯山満町1丁目地先 交通量が多く、歩道が狭い 注意喚起の看板設置 保健体育課 - H29.6
定期 35 飯山満南小学校 29010 市道第50-018号線 飯山満町1丁目地先 交通量が多く、横断が困難 区画線、カラー舗装 道路維持課 - H31.2

定期 38 七林小学校 29011
市道第50-065号線
市道第57-003号線

飯山満町3丁目地先 交通量が多く、危険 区画線、カラー舗装 道路維持課 - H31.2

定期 38 七林小学校 29012a 市道第50-066号線 飯山満町3丁目地先
交通量が多いにも関わらず、交差点が不
明確

区画線、カラー舗装 道路維持課 - H31.2

定期 38 七林小学校 29012b 市道第50-066号線 飯山満町3丁目地先
交通量が多いにも関わらず、交差点が不
明確

注意喚起の看板設置 保健体育課 - H29.8

定期 38 七林小学校 29013a
市道第00-145号線
市道第57-001号線

七林町地先
交通量が多く、危険
横断歩道が薄くなり見えない

区画線、カラー舗装 道路維持課 - H31.2

定期 38 七林小学校 29013b
市道第00-145号線
市道第57-001号線

七林町地先
交通量が多く、危険
横断歩道が薄くなり見えない

横断歩道再塗装 船橋東警察署 - H30

定期 5 若松小学校 29014 市道00-076号線 船橋市若松2丁目地先 交通量が多く、横断するのが困難 道路新設ほか 道路建設課 - R4.8

緊急 4 宮本小学校 29023 市道第15-062号線 宮本4丁目地先
スピード落とさずに右折する車が多く危
険

カラー舗装、看板設置 道路維持課 - H30.1

緊急 4 宮本小学校 29024a
市道第00-161号線
市道第15-062号線

宮本4丁目地先 見通しが悪く、交通量が多い カラー舗装 道路維持課 - H30.1

緊急 4 宮本小学校 29024b
市道第00-161号線
市道第15-062号線

宮本4丁目地先 見通しが悪く、交通量が多い 看板設置 教育委員会 - H29.10

緊急 10 海神南小学校 29026 市道第06-013号線 海神町南1丁目地先 交通量が多く危険 横断歩道の設置 船橋警察署 - H30
緊急 22 咲が丘小学校 29027a 市道第67-004号線 咲が丘1丁目地先 車道が狭く、交通量も多く危険 路面標示 道路維持課 - H30.2
緊急 22 咲が丘小学校 29027b 市道第67-004号線 咲が丘1丁目地先 車道が狭く、交通量も多く危険 看板設置 教育委員会 - H30.1

緊急 24 法典小学校 29021 市道第27-017号線 藤原7丁目地先 交通量が多く、危険
外側線、カラー舗装、路面標示、ラバー
ポール

道路維持課 - H30.1

緊急 26 法典東小学校 29025 市道第34-034号線 馬込町1176地先 交通量が多く危険 カラー舗装 道路維持課 - H31.2
緊急 35 飯山満南小学校 29028a 市道第40-013号線 駿河台2丁目地先 交通量が多く、危険 カラー舗装 道路維持課 - H31.2
緊急 35 飯山満南小学校 29028b 市道第40-013号線 駿河台2丁目地先 交通量が多く、危険 標識設置及び交換 船橋警察署 - H30
緊急 35 飯山満南小学校 29028c 市道第40-013号線 駿河台2丁目地先 交通量が多く、危険 看板設置 教育委員会 - H30.2

緊急 36 芝山東小学校 29022a 市道第00-137号線 芝山3丁目地先
信号機が無く、カーブのため見通しが悪
い

路面標示、カラー舗装、足跡マーク 道路維持課 - H30.3

緊急 36 芝山東小学校 29022b 市道第00-137号線 芝山3丁目地先
信号機が無く、カーブのため見通しが悪
い

看板設置 教育委員会 - H29.5
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