
山武市（県道）

小学校名 主な箇所（路線名　地区名） 整備内容 対応策 進捗状況

成東小学校

大富小学校 山武市津辺471-11付近 グリーンベルトをつけてもらいたい。 昨年度設置済み。

南郷小学校

山武市木戸２８４４付近
緑海橋付近

増水時、歩道が狭く危険。
山武土木→橋の上に、ドット
線設置

工事発注済み、業者に指示済み。年度末には完了。

山武市井之内５５－１付近
セーブオン成東井之内店前交差点

車通りが多く、歩道が狭い。 山武土木→土砂撤去 完了。

山武市草深１９５１－１付近
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ成東草深店前交差点

車通りが多く、歩道が狭い。 市土木課→交差点改良来年度、工事を行う。

山武市松ヶ谷イ２６２５付近秋庭歯科
変形交差点

車通りが多く、道を渡るのが危険。
山武土木→ドット線設置
市民課→「横断者に注意」看板
設置済み

山武土木→工事発注済み、業者に指示済み。
市民課→設置済み。

山武市松ヶ谷ロ１０６７付近
緑海郵便局から県道を挟んで海に向かう細道（通
学路）

車通りが多く、道が狭い。
山武警察→横断歩道、停止
線、黄色線の引き直し 本部に申請済み。今年度か来年度予算で実施。

山武市本須賀１９４９番地付近
準県交差点の信号付近（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
前）

交通量が多いため児童が横断するときに危険。
山武土木→４方向に
ドット線設置

工事発注済み、業者に指示済み。２７年度中実施。

山武市本須賀２２００番地付近
京塚のカーブ

道幅が狭く、車がスピードを出して走っているため、歩くのに危
険。見通しも悪い。

山武土木→路面標示
引き直し

完了。

山武市白幡１２５４番地３付近
エドビ看板前付近のカーブ

見通しが悪く、歩道がないため、道路を横断するのに危険。
（横断歩道の設置要望）

山武土木→「横断者注意」の
路面標示。２か所。 工事発注済み、業者に指示済み。２７年度中実施。

山武市白幡１６１６番地付近
白幡四つ角

交通量が多いため児童が横断するときに危険。
山武警察→横断歩道、停止
線の引き直し。 本部に申請済み。今年度か来年度予算で実施。

山武市白幡１６０４番地７
渡辺運送前→裏の市道

トラックの出入りに注意して歩かなければならない。 市土木課→路側帯の線を引く 完了。

緑海小学校

鳴浜小学校

通学路合同点検進捗状況
点検日：８月４．５日
進捗状況確認日：１１月６日
次年度：松尾・蓮沼地区（８月上旬予定）



小学校名 主な箇所（路線名　地区名） 整備内容 対応策 進捗状況

山武市津辺２４６番地５付近
橋本菓子店の交差点

信号がなく、交通量があるので、渡る際には注意が必要。

山武土木→交差点内のカ
ラー舗装、市民課→「歩行者
注意」看板設置

山武土木→工事発注済み、業者に指示済み。２７年度に完了。
市民課→完了。

山武市成東３０３７番地付近
成東高校付近の道路

道幅が狭く、カーブのため、車が通る際危険である。

市民課→「止まれ」路面標示引
き直しを山武警察に依頼。
市土木課→「徐行」の路面標
示。

山武警察→本部に申請済み。今年度か来年度予算で実
施。
市土木課→完了。

山武市板附３４２番地付近
板附の踏切

朝の交通量もあるので、渡る際には、注意が必要である。
市民課→「児童注意」の看板
設置 設置済み。

大富小学校
山武市真行寺160番地付近
消防機庫前

カーブの見通しが悪く、道路の形状もどちらに曲がるかわかり
づらい。

市土木課→定期的に雑草
伐除去。
ＰＴＡ→看板の着色

市土木課→依頼済み。

山武市上横地７０１４付近 横断歩道がなく車の通りが多い。
市土木課→２９年までに、歩
道整備及び交差点改良予
定。

市土木課→２９年度までに、工事完了予定。

山武市上横地６８８６－３付近 用水路にふたがない。
市土木課→「水路注意」看板設
置 完了。

山武市上横地２６５番地付近
近くの十字路付近

道幅が狭い。

市土木課→水路に転落防
止柵の設置及び堆積して
いる土砂撤去。

市土木課→ガードレール設置、路面標示済み。

山武市上横地３０８番地付近の十字
路

横断歩道がなく車の通りが多い。

市民課→「児童注意」の看板設
置。「止まれ」路面標示引き直し
を山武警察に依頼。
市土木課→十字路の看板に変
更。

山武警察→本部に申請済み。今年度か来年度予算
で実施。
市土木課→完了。

山武市上横地1020番地付近 右から来る車が見えにくい。
市土木課→Ｔ字の路面標示
設置。 完了。

山武市上横地970-1付近 脇道から出てくる際に、ミラーはあるが見通しが悪い。
市土木課→Ｔ字の路面標示
設置。 完了。

山武市上横地１２３０番地付近 見通しが悪い。 市土木課→樹木伐採 近日中に、実施予定。

山武市富口１８０２番地付近 用水路に柵がない。
市土木課→「水路注
意」看板設置

完了。

山武市五木田３３２８番地
成東総合運動公園付近

変形三差路、横断歩道がなく車の通りが多い。
市土木課→２９年までに、歩
道整備及び交差点改良予
定。

津波避難道路整備事業のため、２９年度までに工事
予定。

山武市（市道）

成東小学校

南郷小学校



南郷小学校
山武市五木田１５５６番地１１
コミュニティセンター奥十字路

見通しが悪いゆるいカーブ。横断歩道がなく車の通りが多い。

市土木課→十字の路面標示
引き直し及び「速度落とせ」
の路面標示設置。

完了。

山武市松ヶ谷イ３１２０－２付近
ＪＡ緑海支所前交差点

道が狭く、電柱もでっぱっている。

市土木課→２８年度、津波避
難道路工事により、交差点
改良及び歩道設置予定。

津波避難道路整備事業のため、２８年度までに工事
予定。

山武市松ヶ谷ロ付近
緑海小学校付近田んぼ道

道幅が狭い。（２５年度保護者の車同士で事故あり）
市土木課→用水路側の雑草
除去及び土砂撤去。 完了。

山武市松ヶ谷ロ付近
緑海小学校付近用水路

流れが速く、増水時も危険。
市土木課→対応策考
える。

現在の対応策で十分と考えているため、様子をみて
もらいたい。

山武市白幡６３５番地１
十字路

見通しの悪い交差点のため、横断するときに危険。

市民課→看板交換
市土木課→樹木伐採を地権
者に依頼。

市民課→完了。
市土木課→依頼済み。

山武市白幡２５３２番地付近の十字路
コインランドリーキララ付近

山武市白幡２５３２番地付近の十字路
コインランドリーキララ付近

市民課→看板移設及び横断歩
道及び交差点有りのマーク引き
直しを山武警察に依頼。
市土木課→ドット線設置、十字
表示、交差点内カラー舗装。

山武警察→確認する。
市民課→完了。
市土木課→完了。

蓮沼小学校 オライ蓮沼付近 津波避難道路点検
市土木課→歩道整備及び用
水路ふた設置 来年度から、工事予定。

緑海小学校

鳴浜小学校



中学校名 主な箇所（路線名　地区名） 整備内容 対応策 進捗状況

成東中学校 親田から川崎へ向かう市道 街灯がなく暗くて危険。帰宅時は暗くて危険である。
電柱が無いため街灯の設置
は無理。
市土木課→雑草除去

街灯設置は無理。
雑草除去完了。

山武市五木田３９２７番地付近
体育館裏の通りに出たところ

カーブで見通しが悪く、車に気づきにくい。

市民課→「止まれ」の路面標示
引き直しを山武警察に依頼済
み。
市土木課→「速度落とせ」の路
面標示。

山武警察→本部に申請済み。今年度か来年度予算
で実施。
市土木課→完了。

山武市木戸２９５番地付近
田園食堂から蓮沼に下っていく道路

街灯がひとつもなく、真っ暗である。
地元区からの要望していただく。
地権者から同意を得ることが必
要。

山武市五木田３９２５－２付近
かどやま歯科を越えた所の交差点

横断歩道がほしい。その道を通る生徒は多い。

市民課→山武警察に横断歩道
設置可能かの確認。
市土木課→「速度落とせ」路面
標示

山武警察→今後、関係機関と協議する。
市土木課→完了。

山武市（市道）

成東東中学校



中学校名 主な箇所（路線名　地区名） 整備内容 対応策 進捗状況

成東中学校
山武市津辺２０４番地付近

交通量が多く、歩道も狭く、通行する際、危険である。

山武土木→交差点内のカ
ラー舗装、市民課→「歩行者
注意」看板設置

山武土木→工事発注済み、業者に指示済み。２７年度に完了。
市民課→完了。

成東東中学校
砂押県道
学校から草深の信号機まで

死角があって危ない。ミラーが欲しい。道幅が狭いわりに交通量
が多い。

山武土木→民地の木の伐採
依頼及び土砂撤去 完了。

山武中学校
県道横芝　山武線
埴谷1867-33から1867-3まで

交通量が多く、自転車と車が接触しそうになることが多いため危
険である。グリーンベルトをつけてもらいたい。

山武土木→区画線の引き直し及
びドット線設置、「速度落とせ」の
路面標示。野球場に入るところの
線を巻き込んで、点線にする。交
差点の明確化。市民課→看板設
置。

山武土木→工事発注済み、業者に指示済み。２７年
度に完了。
市民課→設置済み。

山武市（県道）


