
通学路合同点検　対策箇所一覧

平成２４年・２５年度
学校名 路線番号 点検箇所 対策内容 状況

市道1-0247号線 七栄420付近（旧片岡食堂） 横断歩道の設置及び，信号機設置 継続
市道4-0082号線 都計道（七栄末広南交差点）先の交差点 歩行スペース確保，信号機設置等 済
市道4-0076号線 県道106号方向への通学路 区画線補修 済
市道01-002号線 久能西口バス停付近の歩道整備 歩道・路肩の整備 継続
市道4-0086号線 成田両国線ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ交差点 信号機設置 済
市道2-0144号線 市道2-0144号線（旧8号線） 歩道及び路肩の整備 継続
国道409号 中沢・新中沢409号線沿いの歩道 歩道の草刈り 済

県道八街三里塚線
（県道413号）

山口屋前 滞留場所としてポストコーンの設置 済

市道5-0059号線 学校から三区へ向かう道 歩道及び路肩の整備 検討
市道01-012号線 学校から武州へ向かう道 植栽の剪定及び草刈り 済
県道八街三里塚線
（県道413号）

両国にんじん～秋元農園 歩道整備 継続

市道02-008号線 葉山保育園付近交差点 ポストコーン設置，自発光鋲補修，カラー塗装 済
市道01-011号線 武州～大堀への道 歩道及び路肩の整備 継続
市道3-0218号線 実の口タイコ橋 停止線・クロスマーク・ドット線の補修 済
県道富里酒々井線

（県道77号）
高松入十字路 歩道及び路肩の整備 継続

県道富里酒々井線
（県道77号）

香取神社付近 樹木の剪定 済

県道富里酒々井線
（県道77号）

実の口十字路 歩道及び路肩の整備 継続

県道八日市場八街線
（県道45号）

学校～芝山方面の県道 横断歩道の設置 済

市道5-0103号線 学校への進入路 歩行スペース確保 検討
市道5-0103号線 北小橋台～学校への道 防犯灯の設置 済
県道富里酒々井線

（県道77号）
三区へ向かう道 歩道及び路肩の整備 継続

市道01-002号線 松の木五差路 交差点改良，信号機設置 済
市道01-002号線 太子幼稚園前交差点 区画線補修，カラー塗装，路面標示 済
市道1-0025号線 4丁目，5丁目のバス通り 交差点部のカラー塗装，路面標示 済
市道1-0188号線 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ～桜台 植栽の剪定及び草刈り 済
市道1-0188号線 桜台入口T字路 区画線補修，標識補修等 済
市道01-005号線 根木名471付近交差点 区画線補修，スクールゾーン 済
市道2-0012号線 すぎのや～富里幼稚園への道 区画線補修，路面標示 済
市道01-021号線 七栄十字路～７Aスクエアへの道 区画線補修，減速ドット等 済
市道02-001号線 ﾏﾙﾌｼﾞ～特別支援学校への道 路肩整備，路肩カラー塗装 済
市道01-006号線 七栄十字路～人形台十字路への道 歩道及び路肩の整備 継続
市道2-0114号線 国道296号～中木戸への道 舗装整備等 済
国道296号 七栄十字路～京葉銀行までの歩道 冠水・巻込み防止対策 済

富里中学校 市道01-010号線 社会体育館前通り 横断歩道設置 済
市道1-0099号線 5丁目公園通り 区画線補修，減速対策，看板設置 済
市道1-0126号線 北中坂下 歩道整備 継続
市道1-0025号線 マキノ酒店前交差点 交差点部のカラー塗装，看板設置 済

富里南中学校
県道成田両国線
（県道102号）

太産工業前カーブ 路肩整備及び草刈り 検討
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通学路合同点検　対策箇所一覧

平成２６年度
学校名 路線番号 点検箇所 対策内容 状況

県道成田両国線
（県道102号）

市道4-0086号線
富里小学校前の通りのｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ付近 児童に交通指導 済

市道4-0082号線 七栄末広南交差点手前 横断歩道・Ｔ字路停止線の引き直し
県道八日市場佐倉線

（県道106号）
県道１０６号線ﾛｰｿﾝ付近 横断歩道の引き直し

市道1－0242号線 末広バス停付近～久能道までの道 スクールゾーンを引き直し 検討
市道4-0074号線
市道4-0082号線

七栄646-12の十字路 横断歩道引き直し，路肩の整備 継続

国道296号 富里小学校裏門付近 大雨の際，登下校の指導を行う 済
市道1－0247号線 獅子穴交差点～県道106号までの道 区画線の引き直し及び草刈り依頼 済
市道3-0033号線 富里第一小学校前のｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝの裏の道 ハンプ・外側線・スクールゾーン引き直し，路面標示設置 済
国道409号 国道409号工業団地入口～向台幼稚園までの歩道 草刈り及び樹木の剪定

市道2-0144号線 中沢交差点～南平台までの道 路肩の土砂撤去及び路肩の拡幅 継続
市道01-007号線
市道01-008号線

市道01-008号線の南七栄や南平台からでてくる箇所 信号機設置要望 継続

県道成田両国線
（県道102号）

太産工業前 路肩の拡張及びコンクリート敷を検討 検討

市道3-0188号線
市道3－0186号線

十倉郵便局～旧ｳﾁﾀﾞｽﾄｱまでの道 注意看板の設置，通学する道の指導 済

市道02-008号線 双葉入口～旧ﾅﾘﾀﾔまでの道 樹木の剪定 継続
市道4-0120号線 給食センター前の道 注意看板の設置 済

浩養小学校 市道3-0119号線 立沢ﾆｭｰﾀｳﾝ及び二重堀～学校までの道 雨の日や下校が遅くなる時は通行しないよう指導 済
洗心小学校 市道5-0119号線 十倉８９３付近 防犯灯の設置を検討

市道01-002号線 太子幼稚園前交差点 注意看板及び歩行者用ミラーの設置 済
市道1-0025号線 4丁目，5丁目のバス通り 注意看板の設置 済
市道01-002号線 ほたる橋～根木名ニュータウンまでの道 草刈り 済
市道01-005号線 根木名公民館前の道 設置済注意看板の修理，通学路の路面標示 済
市道1-0188号線 ミニストップ～桜台への道 注意看板設置，樹木の剪定依頼，横断歩道の引き直し 一部済
市道4-0008号線 ニッコウリネン工場～ファミリータウンまでの道 陥没箇所の修理，用水路のふた（網），防犯灯の修理 済
市道02-001号線
市道1-0233号線

小松台入口の交差点 待機場所確保を検討 検討

国道296号
市道2-0017号線

源田酒店付近の交差点 横断歩道の引き直し

市道2－0114号線 国道296号沿い吉野家～高速道路下までの道 路面標示の書き直し，注意看板の設置 済
市道01-003号線 七栄交番～獅子穴交差点までの道 舗装整備，外側線の引き直し，樹木の剪定依頼，児童に交通指導 済
県道成田両国線
（県道102号）

市道4-0086号線
富里小学校前の通りのｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ付近 生徒に交通指導 済

県道八日市場佐倉線
（県道106号）

市道1－0242号線
市道4－0074号線

末広バス停付近の交差点 交差点改良を検討 検討

県道成田両国線
（県道102号）

ＪＡ富里～富里郵便局までの道 白線の引き直し

国道296号
市道01－010号線

富里ポンプ場前の交差点 区画線の引き直し，たまり場の確保を検討 済

市道01-009号線 富里第一小近くのタイヤ工場付近の歩道 歩道に車両が停車していたり，タイヤが置かれている時に注意を促す 継続

富里北中学校
市道1-0097号線
市道1-0099号線

日吉台第７児童公園付近 注意看板及びﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置，交通安全指導強化 済

富里南中学校
県道成田両国線
（県道102号）

太産工業前カーブ 路肩の拡張及びコンクリート敷を検討 検討
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