
№１ 令和4年5月末時点

番号 学校名
危険
個所

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 点検日 事業主体 対策年度

1 我孫子第二小学校 1 ３５６号　都部 歩道がせまく、電柱・段差があり、歩きづらい
①歩道の段差を解消する工事発注を検討
②学校による交通安全指導

平成27年7月3日
①柏土木事務所
②学校

①平成28年3月対応済
②継続

2 〃 2 ３５６号　下ヶ戸
児童が多く、歩道がせまい、ガードレール（学校側）が
一部にしかない。

前後の状況を踏まえ横断防止柵の設置の検討 〃 柏土木事務所 平成27年～28年対応済

3 〃 3 東我孫子１丁目 道路がせまく、路側帯等があるとよい。
①路面標示による注意喚起
②学校による交通安全指導

〃
①道路課
②学校

①平成27年7月対応済
②継続

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会 【点検3か所】

学校名
危険
個所

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 点検日 事業主体 対策年度

4 湖北小学校 1
中峠１４２７－４

前の道路
交通量が多く、道幅が狭い

下水道工事に伴う道路復旧（平成２８年度）後
に路面標示による注意喚起（下水道課道路本
復旧に併せて）

平成27年7月9日 道路課 平成28年12月対応済

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会 【点検１か所】

番号 学校名
危険
個所

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 点検日 事業主体 対策年度

5 布佐小学校 1
３５６号布佐１１６７
　布佐１１２９－４

交通量が多く、歩道と車道の区別がない。樹木が伸
び、歩きづらい。

①歩道と車道の区別について、路肩部をグリー
ンペイント及びラバーポール設置済
②路面標示による注意喚起
③樹木が繁茂した際は、土地所有者に樹木剪
定を依頼
④道路端の雑草が繁茂した際は、維持作業で
対応
⑤横断歩道の塗り直し

平成27年7月9日

①柏土木事務所
②柏土木事務所
③④柏土木事務所
⑤我孫子警察署

①対応済
②平成28年2月対応済
③④継続して対応
⑤平成28年11月対応済

6 〃 8
あさひ薬局前

布佐２９２５－６
一方通行出口。歩道が見えづらい。「歩行者注意」等
の表示がほしい。

学校による交通安全指導 〃 学校 継続

7 〃 9 小麦館そば　都９－３
一時停止を忘れがちである。子ども向けの「止まれ」の
表示がほしい。

①横断歩道の塗り直し検討
②横断歩道の新規設置検討
③「止まれ」の路面標示の設置検討
④スクールゾーン塗り直し
⑤①②後にストップマークの設置
⑥既存の横断歩道２ヶ所にストップマークを設
置

〃

①我孫子警察署
②我孫子警察署・市
道路課
③我孫子警察署
④学校教育課
⑤⑥市民安全課

①該当箇所は横断歩道未
設置箇所（平成27年8月確
認）。
②検討の結果横断歩道の
設置ではなく、ドット線の設
置を市道路課にて平成28年
12月対応済
③平成28年10月対応済
④平成28年4月対応済
⑤②横断歩道を設置しない
ことからストップマークは設
置しない
⑥平成27年7月～8月完了
済

8 〃 12 森田瓦商店脇 都２－１ 白線が消え、優先道路が分かりづらい。 ドット線の塗り直し 〃 道路課 平成27年7月対応済

9 〃 13 ワタリ前　布佐２４７２
橋の下方面から駅前通に出る道が見通しが悪い。歩
行者等がよく見えるようにミラーを付けてほしい。

①路面標示による注意喚起
②スクールゾーンの塗り直し
③自治会管理の街路灯をＬＥＤの街路灯へ変
更依頼

〃
①道路課
②学校教育課
③学校

①平成27年7月対応済
②平成28年4月対応済
③ＬＥＤ街路灯へ変更する
意識あることを確認済

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、保護者、教育委員会 【点検５か所】

平成２７年度　通学路の交通安全対策一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



№２ 令和4年5月末時点

番号 学校名
危険
個所

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 点検日 事業主体
対策
年度

10 湖北台西小学校 3 湖北台入口交差点 交通量が多い。自転車に気をつけて横断。
①「湖北台西小学校入口」標識を信号機付近
に設置検討
②学校による交通安全指導

平成27年7月3日
①我孫子警察署・
柏土木事務所
②学校

①平成28年2月対応済
②継続

11 〃 5 二本榎踏切 歩道がせまい。踏切で一時停止をしない車両多い。
①路面標示（止まれ）の塗り直し
②ＪＲ敷地内にある境界線の塗り直しの検討

〃
①我孫子警察署
②道路課

①平成27年8月対応済
②平成27年7月対応済

12 〃 7 正泉寺かど 見通しが悪い道路 学校による交通安全指導 〃 学校 継続

13 〃 9
バーミヤン横
　横断歩道

見通しが悪く交通量多く自動車に注意 学校による交通安全指導 〃 学校 継続

14 〃 11 スクランブル交差点 信号の変わりめ、進入してくる自動車あり。 横断歩道の塗り直し 〃 我孫子警察署 平成28年3月対応済

15 〃 12
東京靴

流通センター横
自動車がスピードを出している。坂を登ってくる自動車
注意

学校による交通安全指導 〃 学校 継続

16 〃 13
中央学院高校

へ続く坂道
自動車のスピードの出しすぎ注意 学校による交通安全指導 〃 学校 継続

17 〃 14
けやき通り６１号棟

横の十字路
信号がないので飛び出しに注意 ストップマークを４ヶ所に設置 〃 市民安全課 H27年7月から8月対応済

18 〃 20 タイヤ門付近交差点 児童が多く通る横断歩道が薄れてきている 横断歩道・「止まれ」の塗り直し 〃 我孫子警察署 平成27年8月対応済

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会 【点検８か所→9か所】危険個所２０は新規

番号 学校名
危険
個所

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 点検日 事業主体
対策
年度

19 高野山小学校 1
泉１・天王台４

　エルム歯科前
Ｔ字路交差点

隧道を抜けてＴ字路を右左折する車から、横断中の歩
行者が見えにくく、発見が遅れる恐れがある。「横断歩
行者に注意」等の注意喚起表示が必要と思われる。

①横断歩道の塗り直し
②歩車分離式信号機への変更の検討 平成27年7月3日

①②我孫子警察署
①平成27年8月対応済
②待機場所確保困難のた
め、変更なし（平成27年11
月確認）

20 〃 2
我孫子中学校東側道
路と国道３５６号線

との交差点

坂道から上ってくる児童が国道３５６号に出る際に自転
車にぶつかる恐れがある。また、坂道から上ってくる車
が国道３５６号を通学している児童にぶつかる恐れが
ある。

①路面標示「止まれ」の塗り直し
②国道３５６号の歩道に歩行者向けの注意喚
起の路面標示の検討

〃
①我孫子警察署
②柏土木事務所

①平成27年9月対応済
②平成28年3月対応済

【対策検討メンバー】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会 【点検１か所→２か所】危険個所２は新規

平成２７年度　通学路の交通安全対策一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



№３ 令和4年5月末時点

番号 学校名
危険
個所

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 点検日 事業主体
対策
年度

21 新木小学校 1
新木１９６２

新木駅入口交差点
から下新木踏切

交通量が多く、車道や歩道が狭い。
すれ違うのがやっと。
踏切は片側通行。
(拡幅工事をしてほしい）

①学校による交通安全指導
②横断歩道の塗り直し
③地権者と道路拡幅について交渉

平成27年7月9日

①学校
②我孫子警察署
③交通課（現在道路
課）

①継続
②平成28年11月対応済
③令和３年２月２６日踏切拡
幅工事完了（歩道整備は継
続審査）

22 〃 2 新木２５５６

南新木と国道３５６号線をつなぐ、すれ違いのできない
抜け道。
高い塀で曲がり角ぎりぎりまで来ないと歩行者を確認
できない。
(注意喚起の表示をしてほしい）

①学校による交通安全指導
②新木踏切南側に待機場所設置
③新木踏切北側に待機場所設置検討
（生産緑地のため困難）

〃
①学校
②道路課
③道路課

①継続
②平成２７年度対応済
③検討の結果、生産緑地の
ため対応が困難。学校によ
る交通安全指導の継続対
応。

23 〃 3
新木小から豊嶋運輸
に向かう道の途中

雨が降ると道いっぱいに水たまりができ、通行できなく
なる。
（緊急に対処してほしい）

排水設備を設置 〃 道路課 平成27年度対応済

24 〃 4
新木字宮前

１５３８他
草が伸び、見通しが悪いため、草刈をしてほしい。 草刈を地権者に依頼する 〃 学校教育課

平成27年７月・８月対応依
頼。(新木字１２９９－１は７
月中に草刈実施。宮前１５３
８は8月に道路にのびている
草（篠）を剪定しているのを
確認。）

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会 【点検３か所→４か所】危険個所４は新規

番号 学校名
危険
個所

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 点検日 事業主体
対策
年度

25 布佐南小学校 2
浅間前踏切り

(セブンイレブン下）

遮断機、警報機ともに設置されているが、横断の際に
は左右の安全確認を怠ってはならない。
特にセブンイレブン側(国道356号）からは下り坂となっ
ている。自転車で下りてきた場合、スピードの出し過ぎ
や踏切手前での一時停止等、十分に注意したい。

①浅間前踏み切り北側の樹木の剪定を地権者
に依頼する。
②道路標識周辺の樹木の剪定

平成27年7月8日
①学校教育課
②道路課

①平成27年８月対応依頼
（８月剪定済）
②平成27年7月対応済

26 〃 3
線路緊急用進入口

（平和台6丁目）

車止めはあるが、自由に進入できる状態である。
線路内に立ち入ることはもちろん、近くの路上での遊び
(特にボールや物を投げたり蹴ったりする）もやめたい。
線路内に入り込んだボールや物を取りに行って事故に
遭う恐れがある。

安全施設の設置の検討 〃 道路課 平成27年８月２４日対応済

27 〃 6 布佐下道路

道路が狭いにもかかわらず、スピードを出して走行す
る車がみられる。
平行して新しい道路ができ交通量が減ったとはいえ注
意が必要である。

路面標示による注意喚起 〃 道路課 平成27年7月対応済

28 〃 9
バイパス
(全般）

交通量が増えてきているので、注意が必要である。
更に、道路拡張工事で大型トラックも進入し危険であ
る。

学校による交通安全指導
〃 学校 継続

平成２７年度　通学路の交通安全対策一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



№４ 令和4年5月末時点

番号 学校名
危険
個所

箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 点検日 事業主体 対策年度

29 布佐南小学校 11 ハイマート前交差点

信号機が設置されているが、交差点付近に路上駐車
の車両も多くみられる。
また、右折や左折する車両も多い。道路を横断する
際、左右の安全確認を必ず行わせたい。

学校による交通安全指導
平成27年7月8日 学校 継続

30 〃 14
南公園入口の

横断歩道

道路がカーブしているため見通しが悪い。
道路を横断する際には、左右の安全確認を怠ってはな
らない。
低木の街路樹が伸びてくると、低学年児童の視界を妨
げる高さになるので、非常に危険である。

①ストップマークを８ヶ所に設置
②路面標示による注意喚起

〃
①市民安全課
②道路課

①平成27年7月から8月対
応済
②平成27年7月対応済

31 〃 15 長丁調整池脇交差点
左折や右折の車両が多く、横断の際には左右の安全
確認を十分行うことが必要である。

ストップマークを８ヶ所に設置 〃 市民安全課
平成27年7月から8月対応
済

32 〃 16
7丁目バス停付近

交差点
朝夕の交通量が多い。
道路横断には、左右の安全確認が必要である。

①路面標示「速度落とせ」塗り直し
②路面標示による注意喚起

〃 ①②道路課

①検討の結果、既存路面標
示がまだ見えることから塗り
直しは見送り（平成２７年７
月）
②平成27年7月対応済

33 〃 20
交差点(信号機なし）
佐々木ファミリー歯科

付近
見通しが悪く、スピードを出している自動車が多い。

①ストップマークを６ヶ所に設置
②路面標示「止まれ」塗り直し

〃
①市民安全課
②我孫子警察署

①平成27年7月から8月対
応済
②平成27年11月対応済

34 〃 22
布佐駅南口
西公園付近

我孫子市民図書館布佐分館から布佐駅南口西公園入
り口に横断歩道がない

我孫子市民図書館布佐分館から布佐駅南口
西公園入り口への横断歩道設置の検討

〃 我孫子警察署
検討の結果、対応が困難。
学校による交通安全指導の
継続対応。

35 〃 23
長丁調整池脇７－７

付近の交差点
人家の垣根で歩行者、自転車が運転する車から見え
ずらい。

ストップマークを２ヶ所に設置 〃 市民安全課
平成27年7月から8月対応
済

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、保護者、教育委員会 【点検９か所→１１か所】危険個所２２、２３は新規

平成27年度 通学路の交通安全対策（ブロックⅡ） 対策箇所 対策済
点検日：平成27年7月3日、7月8日、7月9日（3日間） 我孫子第二小学校 3 3
実施校：7校 湖北小学校 1 1
点検数：35か所（当初30ヶ所、当日の点検時に追加の学校あり） 布佐小学校 5 5

湖北台西小学校 9 9
高野山小学校 2 2

＊湖北台東小学校は、検討箇所なし 新木小学校 4 3
布佐南小学校 11 11

合計 35 34

平成２７年度　通学路の交通安全対策一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


