
令和３年７月２６日（月）10:10
【⑤栄中学校】  

No 箇所名・住所 通学路の状況・危険内容 事業主体 対策内容 備考

1
国道３５６号（安食卜杭セブ
ンイレブン前～長門橋）
（栄中）

車の通行も多く、道路が狭いため児童との接触
の危険性が高い。また、グリーンベルトは設置さ
れているが、歩道がないため危険である。

①印旛土木

②学校

①歩道整備を検討する。

②グリーンベルト上は必ず自転車から降りて
通行するよう指導する。

2
県道美浦栄線（ながと幼稚
園近く交差点）
（栄中）

自転車で県道を横断し、右折する際に道路の路
肩が崩れており転倒する可能性があり危険であ
る。

①印旛土木

②学校

①路肩補修及び路面標示、ガードレールの再
設置について検討する。

②車の通行に注意し、安全を確かめながら走
行するように指導する。

3
給食センター～県道美浦
栄線交差点まで
（栄中）

車の通行が多く、自転車通学者との接触の危険
があるため、ガードレールを設置して欲しい。

①町

②学校

①道路幅員を考えるとガードレールの設置は
厳しいため、運転者に注意喚起のための路
面標示を検討する。

②車の通行に注意し、安全を確かめながら走
行するように指導する。

4
岩村商店～南ヶ丘集会所
（栄中）

バスや車の通行が多く、自転車通学者と接触す
る可能性があり危険である。ガードレールを設置
して欲しい。

町
道路幅員を考えるとガードレールの設置は厳
しいため、運転者に注意喚起のための路面
標示を検討する。

5
県道美浦栄線（北交差点
近く十字路）
（栄中）

車の通行が多く、左右の見通しが悪いため、自転
車通学者と接触する可能性があり危険である。

印西警察 停止線の引き直しを検討する。

令和３年７月２６日（月）13:10

【①安食小学校】 【⑤栄中学校】  　

No 箇所名・住所 通学路の状況・危険内容 事業主体 対策内容 備考

6
石井商店脇町道（安食小
一区坂下）（安食小・栄中）

正門脇の道路から県道へ出てくる車と接触の危
険がある。

学校
正門手前（学校内）に注意看板の設置を検討
する。車の通行に注意して歩行するように指
導する。

7
前新田踏切先町道（安食
小・栄中）

車の通行が多く、踏切りを横断する車と児童が接
触する危険がある。

①町

②学校

①区画線（破線）の設置を検討する。

②車を確認しながら歩行するよう指導する。

8

東京屋脇町道
（栄中）
県道成田安食線（安食小
下交差点～東京屋脇小道
入り口）

道路が狭いが、県道への抜け道となっており、児
童との接触の危険がある。

①学校・成田
警察

②町

③学校

①通行規制時間帯の設定を検討するため、
該当自治会と協議を行い、同意を得たうえで
警察へ申請する。

②路面標示の設置を検討する。

③一時停止をし、県道を目視確認し通行する
ように指導する。

9
安食郵便局脇町道～さわ
やか通り
（安食小）

さわやか通りへの抜け道となっており、車と児童
との接触の危険がある。

町 注意喚起看板の設置を検討する。

10
栄交番前交差点（役場職
員駐車場側）
（栄中）

車の通行が多く、児童との接触の危険がある。
①成田警察

②学校

①標識に張り出している枝の剪定及び停止
線の引き直しを検討する。

②一列になって通行するよう指導する。

11
栄中正門下の坂
（栄中）

防犯灯が古く、灯りが暗いため、通行する車と児
童が接触する可能性があり危険である。

①町

②学校

①R4年度に防犯灯の建替を検討する。

②車の通行に注意し、一列で歩くことを指導
する。

12
栄中坂下～六反町方面
（安食小・栄中）

車の通行が多く、見通しが悪いため、車と児童と
の接触の可能性があり危険である。

①町

②成田警察

③学校

①区画線（破線）の設置を検討する。

②停止線の設置を検討する。

③車の通行を確認しながら通行するよう指導
する。

13
下埜交差点‐木塚巡回バス
通り
（栄中）

車の通行が多く、車と自転車通学者と接触の可
能性があり危険である。

町 路面標示の設置を検討する。

14
矢口方面水路横
（栄中）

道路脇に水路があり、車の通行が多く、スピード
も出すため、自転車通学者との接触や水路への
転倒の可能性もあり、危険である。

①町

②学校

①路面標示の設置を検討する。

②車の通行を確認しながら通行するよう指導
する。
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令和３年度　第１回通学路点検要望箇所一覧②（通学路一斉点検）



令和３年７月２８日（水）13:10

【①安食小学校】【⑤栄中学校】  

No 箇所名・住所 通学路の状況・危険内容 事業主体 対策内容 備考

15
国道３５６号（後藤医院の
通り～うなぎのさかたまで）
（栄中・安食小）

空き家の樹木などが道路に張り出しており、樹木
を避けて児童が通行した場合、車と接触の可能
性がある。交通量も多く、歩道もないため大変危
険である。

①印旛土木

②学校

③成田警察

①注意喚起看板の設置を検討する。樹木の
所有者へ伐採又は剪定を依頼する。

②車の通行を確認しながら通行するよう指導
する。

③スピード取り締まりを検討する。

16
県道成田安食線（しまむら
前の横断歩道）
（栄中・安食小）

横断歩道があるが、手を挙げても車に停止しても
らえないため、児童が横断出来ない。また、横断
時に車と接触の可能性があり危険である。

①印旛土木

②学校

①横断歩道のカラー舗装化を検討する。

②広報や回覧等で「ゼブラストップ」について
地区などに周知を行う。

17
県道成田安食線（中山胃
腸外科～ファミリーマート）
（栄中）

草の繁茂や樹木の張り出しにより、歩道の通行
に支障があり、通行時に車道部に出た際に車と
の接触の可能性があり危険である。また、夜は樹
木に覆われているため歩道は暗く防犯上危険で
ある。

①印旛土木

②学校

①除草及び樹木剪定、伐採を検討する。

②足元及び周囲に気を付けて通行するよう指
導する。

18
安食ヤクルト前町道
（栄中・安食小）

道路が狭く、見通しが悪い箇所があり、車と児童
との接触の可能性があり危険である。

①町

②学校

①路面標示の設置を検討する。

②車の通行に注意し、一列で歩くことを指導
する。

19
ふれあい通り役場近くファ
ミリーマート交差点～栄交
番

歩道に樹木が張り出しており、折れ枝や落枝によ
り児童に危険が及ぶ可能性があり危険である。

町 樹木の所有者へ伐採又は剪定を依頼する。

20 かつたスタジオ前十字路
横断歩道があるが、手を挙げても車に停止しても
らえないため、児童が横断出来ない。また、横断
時に車と接触の可能性があり危険である。

①学校

②成田警察

①広報や回覧等で「ゼブラストップ」について
地区などに周知を行う。

②取り締まりを検討する。



令和３年８月１１日（水）9:00
【②布鎌小学校】  

No 箇所名・住所 通学路の状況・危険内容 事業主体 対策内容 備考

1
ＪＡ産直館～小学校～岩村
商店まで

グリーンベルトが設置されているが、車の通行も
多く、またバスの通行もあり、児童との接触の可
能性があり危険である。ガードレールを設置して
欲しい。

町
道路幅員を考えるとガードレールの設
置は厳しいため、運転者に注意喚起
のための路面標示を検討する。

2 鉄塔～香取神社まで
車がスピードを出してS字カーブを曲がってくるた
め、児童との接触の可能性があり危険である。

町 路面標示の設置を検討する。

3 和田停留所近く停止線
停止をしない車やバイクがいるため、児童生徒に
ぶつからないか心配である。

印西警察
停止線及び横断歩道の引き直しを検
討する。

令和３年８月１２日（木）9:00

【④竜角寺台小学校】 【①安食小学校】 　

No 箇所名・住所 通学路の状況・危険内容 事業主体 対策内容 備考

4 住宅街の十字路
住宅街にも関わらずスピードを出す車があるた
め、通学児童と接触する可能性があり危険であ
る。

学校
広報や回覧等で「スピードの抑制」に
ついて地区などに周知を行う。

5 中央通り（赤道入口）
横断歩道があるが、手を挙げても車に停止しても
らえないため、児童が横断出来ない。また、横断
時に車と接触の可能性があり危険である。

学校
広報や回覧等で「ゼブラストップ」につ
いて地区などに周知を行う。

6 調整池前交差点
児童が横断中に車がスピードを上げて近づいて
きたことがあり、危険だと感じた。

成田警察
停止線及びセンターライン（黄色）、横
断歩道の引き直しを検討する。

7 四斗蒔公園付近十字路
道路の見通しが悪く、緑道から出てくる児童と車
が接触する可能性があり危険である。

学校
緑道から車道へ飛び出さないように指
導する。

8
県道成田安食ＢＰ（竜角寺
台交差点）

歩道にガードボールがなく、待機児童に車が接触
する可能性があり、危険である。

①印旛土木

②成田警察

①ガードポールの設置を検討する。ゼ
ブラゾーンの引き直し検討する。

②停止線及び横断歩道の引き直しを
検討する。

9
県道成田安食線（安食小
前交差点）

車の通行が多く、児童との接触の可能性があり
危険なため、小学校前（八郎治側）の横断歩道脇
にガードポールを設置して欲しい。

印旛土木
横断歩道付近にガードポールの設置
を検討する。路面標示の設置を検討
する。

10
安食小体育館前（さわやか
通り）

学校に登下校する際には、離れている横断歩道
を利用するしかないため、学校の近くに横断歩道
を設置して欲しい。

成田警察
横断歩道の設置を継続的に検討す
る。

11
役場近くファミリーマート前
交差点（さわやか通り）

日差し等の影響で、信号機の識別が出来ない場
合があり、通行する際に児童との接触の可能性
があり、危険である。

成田警察
LED及び補助信号の設置を検討す
る。

12 堀口橋の歩道
歩道に防護柵がないため、児童との接触の可能
性があり危険である。

町 ガードパイプの設置を検討する。

13
ナリタヤ前交差点（さわや
か通り）

信号機が以前とは変わり、識別標示が分かりづ
らくなったため、児童横断時に接触する可能性が
あり、危険である。

①成田警察

②学校

①車の右折する速度を抑制するため
に、信号機を変更しているため、現状
維持とする。

②信号を間違えて走行してくる車があ
るか確認し、横断歩道を渡るよう指導
する。

14 辺引青年館前Ｓ字道路
民地の樹木が道路側に張り出しており、見通しが
悪く、児童が車と接触する可能性があり、危険で
ある。

町
樹木の所有者へ伐採又は剪定を依頼
する。


