
№ 提起校 危険箇所 危険の詳細 危険対策への要望 対策案 事業主体 対策完了予定
H29.3.24

現在の対策状
況

・路面標示再設置 県 Ｈ29.3月末 済

・横断旗設置 町 Ｈ28.11月末 済

・除草作業。 ・除草随時 県 Ｈ28.9月末 済

・歩道をつなげる。 ・路面標示（横断歩道）再設
置

警察 Ｈ30.3月末 未

・リブ付きのセンターライン
（減速等）

県 Ｈ30.3月末 未

・横断旗設置 町 Ｈ29.11月末 未

4 長柄小
味庄地区
青柳左官工業前の横断歩道
（県道日吉誉田停車場線）

・登校時は交通量が多く、誉田方面からは下り
坂で道幅も狭いがスピードもかなり出ていて危
険である。現在、味庄地区の父母で毎朝交代
で交通指導を行っている。

・減速を促す路面標示や注意喚起の標識設置 ・横断旗設置 町 Ｈ29.11月末 未

5 長柄中
味庄地区
下味庄集会所川沿いの道 ・川底まで落差があるのにフェンスがな

い。
・児童生徒の転落防止用フェンス設置 ・ガードレール設置 町 Ｈ29.3月末 済

・信号機設置を検討 警察 Ｈ30以降 未

・滑り止め補修
・リブ付きセンターライン設
置
・誉田方面右側歩道の除草
随時

県 Ｈ30以降 未

・注意喚起の標識設置

平成２８年度長柄町内通学路点検結果一覧表

・熱田神社前は児童の待ち合わせ場所に
なっているがカーブを猛スピードで走って
くる車があり危険。
・ＪＡ側から学校に横断するときに見通し
が悪い。
・横断歩道の白線が消えかかっている。

桜谷地区
熱田神社から日吉小学校前
まで
（県道日吉誉田停車場線）

日吉小1

3
・登校時は交通量が多く、スピードも出ている。
・Ｔ字路で見通しが悪く、誉田方面からの車が
危険である。

・熱田神社あたりから日吉小近くの交差点
は制限速度を４０ｋｍ/ｈにしてほしい。
・スクールゾーンであることをアピール。
・信号機の設置は難しいとおもうので，目
立たせることと横断旗の設置。

長柄小2 山根地区
長柄町山根７０９番地先カーブ
（県道日吉誉田停車場線）

・草が伸びていて、車道を歩くしかない。
・登校時は交通量が多く、カーブであり道幅も
狭まるがスピードを緩めない車が多い。
・カーブミラーが設置されたが、向きが悪く車か
ら歩行者の確認ができない。

長柄小
味庄地区
齊藤商店付近の横断歩道
（県道日吉誉田停車線）

・減速を促す路面標示や注意喚起の標識設置

長柄中6

中野台地区
ふるさと村入口交差点
（県道日吉誉田停車場線）

・見通しが悪く、事故がある。
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7 長柄中 中野台地区
中野台１８３－１
（町道１０６７号線）

・上り坂をかなりのスピードで車が飛ばし
ていく。

・スピード注意喚起並びに減速レーン設置 ・グリーンベルト等対応 町 設置済
（経過観察）

8 長柄中

六地蔵地区
道の駅ながら前の歩道
（県道千葉茂原線）

・六地蔵付近の歩道にＵ字溝の蓋があるが
歩道との段差に自転車のタイヤ引っかかり
転倒したことがある。
　（複数の生徒）

・歩道とＵ字溝の段差の解消 ・歩道段差補修 県 Ｈ29.3月末 済

・支障樹木の伐採
　（皿木自治会伐採実施）

県 H29.3月末 済

・Ｕ型蓋対応済 県 Ｈ28.8月末 済

10 事務局
辺田地区
辺田インフォメーションセ
ンター前道路
（県道市原茂原線）

・バス通学の児童が篠網にあるバス停まで
行くのに県道を通っているが車道と路側帯
の幅が非常に狭く、見通しが悪い。
（トラックが多く通る）

・横断歩道や「止まれ」の白線が消えか
かってるので白線の引き直し。

・待機場所を広げる。

・グリーンベルトの設置 県 経過観察

11 長柄中 刑部地区
三叉商店交差点
（県道市原茂原線）

・交通量が多く危険
・信号待ちのため待機する場所が狭く，車
が児童生徒の近くギリギリを通過し危険で
ある。

・横断歩道や「止まれ」の白線が消えか
かってるので白線の引き直し。

・待機場所を広げる。

・横断歩道再設置 警察 Ｈ29.3月末 済

12 日吉小 高山地区
高山交差点
（町道３０３３号線）

・信号がないので横断する時に危険。
・車のスピードが速い。
・車の事故が多い。

・信号機の設置

・スピード制限，取り締まり。

・白バイによる取り締まりの
強化

警察 経過観察

9 長柄中
皿木地区
ジャパンフーズ～皿木バス
停に向かう道
（県道千葉茂原線）

・歩道がでこぼこである。
　ジャパンフーズ前は，草が歩道を覆って
いる。

・歩道の舗装。
　Ｕ字溝の蓋取り替え。
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・支障樹木の伐採 県 Ｈ29.3月末 済

・信号機の付け替え（縦型） 警察 Ｈ30.3月末 未

・横断旗設置 町 Ｈ28.11月末 済

・横断旗設置 町 H28.11月末 済

・歩道の除草随時 県 Ｈ29.3月末 済

15 日吉小
鴇谷地区
与川商店前
（県道市原茂原線）

・カーブになっていて見通しが悪い。歩行
者が左右を確認して渡っても，スピードを
出している車は，気づきにくい。

・減速レーンの設置 ・横断旗設置 町 Ｈ28.11月末 済

16 日吉小
鴇谷地区
デリカショップうおとも前
（県道市原茂原線）

・直線で車が飛ばしてくる。
・歩道が狭く危険。
・横断歩道で車が止まらない

・信号の設置 ・横断旗設置 町 Ｈ28.11月末 済

17 日吉小 デリカショップ前
・信号がないがよく生徒が横断している。
　昨年度、大けがをする重大な事故が発生
した。

・信号の設置 ・横断旗設置 町 Ｈ28.11月末 済

・草刈り実施 県 H30.7月末 未

・横断旗設置 町 Ｈ28.11月末 済

19 日吉小
鴇谷地区
鴇谷大橋付近
（県道長柄大多喜線）

・死角をつくってしまう。 ・木の枝伐採。 ・支障樹木の伐採済 県 Ｈ28.7月末 済

・定期的な歩道の草刈りや児童生徒の横断
に関する注意喚起の標識等の設置

14 日吉小
立鳥地区
立鳥バス停付近
（県道市原茂原線）

日吉小
針ヶ谷地区
神崎商店前交差点
（県道長柄大多喜線）

・下ってくる車は，横断歩道が見えにく
い。
　また，止まり切れず赤信号なのに通過し
ていくことがある。

18 日吉小 針ヶ谷からこども園まで
・歩道に草が多い。場所によっては、歩道
が半分以上通行できなくなる。

・車の速度制限（例えば４０ｋｍ/ｈ）

・路面標示の再設置。

・横断旗の設置。

・車が来ているかカーブミラーでの確認し
かできない。曇っていて見えない事があり
確認が困難。
・横断歩道の手前の◇マークが消えてい
る。

13


