
№ 学校名 指定通学路 通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険内容 対策要望 備考 路線 管轄

1 青堀小

○

青木１６０４付近交差点
（渡辺司法書士事務所前）

車の通りが多い。
側溝の蓋がないところが多い。
道が細く、見通しが悪い。

横断歩道の新設 富津市母と女
性教職員の会
からも要望あり

市 県警

【警察】
既設の東側横断歩道との間隔が近く、新設は不可です。既設の東
側横断歩道までの間は歩道もあることから、こちらに集約できないで
しょうか。
既設の東側横断歩道は薄くなっていることから、引き直しを検討しま
す（令和４年度中）。
【学校】
安全教育を実施します。

2 青堀小 大堀２１１４付近交差点～
大堀２１０４付近
（青い鳥～東病院裏）

道が狭く、歩道がないため、児
童が通る時に一列にならないと
車が通れない。

歩行空間の確保

市 市建

【市・建設課】
東病院付近は、墓地等により道路の拡幅は困難です。
信号付近については道路幅員が確保されれているので安全教育を
お願いします。
【学校】
安全教育を実施します。

3 青堀小 大堀２１９７－１付近
（京葉銀行前横断歩道）

横断歩道の白線がうすくなって
いる。

白線の引き直し
市 県警

【警察】
引き直しをします（令和４年度中）。

4 青堀小

○

大堀１－１７－１付近～
大堀１－２２－５付近
（吟家～セブンイレブン前）

吟屋～グランフォッセの交差点
まで横断歩道がない。

横断歩道の設置

市
県警

【警察】
当該道路を横断しなければ登校できないわけではないこと、セブン
イレブン前の信号機がある横断歩道を利用した方が安全であること
から、新設はしません。
【学校】
安全教育を実施します。

5 青堀小

○

青木１２３３－１付近～
青木１５３１－１１付近
（ガスト～ＪＡきみつ前）

歩道と車道の区切りが白線の
みで危険。

ガードレールの設置

国 国土

【国道事務所】
ガードレールの設置は用地がないため不可能です。折れてしまって
いるラバーポールの交換を予定しています。
【学校】
安全教育を実施します。

7 富津小

○

県道富津公園線
富津１５３８付近～富津３８８
付近～富津７８６付近
（アリス～日高屋～斉藤商
店）

一部分の範囲に立体に見える
マークを描いていただいたが、
その前後の部分の白線が薄く
なったままで、運転手からわか
りにくい。ほとんどの児童の通
学路となっているが、交通量が
多く歩道が狭くなっている。

運転手に注意喚起できるよう、
塗り直しをお願いしたい。

富津市母と女
性教職員の会
からも要望あり

県 君土

【県・君津土木事務所】
歩行者の安全を考慮して、路面表示の設置を実施してまいり
ます（令和４年度中）。

8 富津小

○

富津１２３５－２付近
交差点

見通しが悪い三叉路で、カーブ
ミラーがついている道路もある
が、一方向から来る車からは
カーブミラーがなく、歩行者や自
転車が見えにくく危険。

カーブミラーの設置等をお願い
したい。

富津市母と女
性教職員の会
からも要望あり 市 市建

【市・建設課】
路面標示の設置を検討します。

9 飯野小 県道君津青堀線
下飯野１３５０－１付近～
上飯野１９３４－６付近
（さくらクリニック前～さくら美
容室前）

歩道が狭くて危険。歩道と車道
の間にガードレールがない。
（歩道と水路の間にはガード
レールがある。）

歩道と車道の間にガードレール
またはガードパイプの設置

富津市母と女
性教職員の会
からも要望あり

県 君土

【県・君津土木事務所】
歩行者の安全を考慮して、路面表示の設置を実施してまいり
ます。

10 飯野小

○

県道君津青堀線
上飯野２０３－１付近～上飯
野２４９－４付近　歩道
（飯野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ前交差点
～カットスタジオビートル前丁
字路）

交通量が多く、スピードの出て
いる車も多いため、大変危険で
ある。

ガードレールまたはガードパイ
プの設置（縁石はあるが）

県 君土

【県・君津土木事務所】
安全に通行できるよう、安全教育の実施をお願いいたしま
す。
【学校】
安全教育を実施します。
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11 飯野小

○

上飯野２４９－４付近～下飯
野１１２８－９付近
（カットスタジオビートル前丁
字路～セブンイレブン二間塚
店前十字路）

交通量が多く、スピードの出て
いる車も多いため、大変危険で
ある。

ガードレールまたはガードパイ
プの設置（縁石はあるが）

市 市建

【市・建設課】
既に歩道が整備されています。
歩行者と車両を分離するためにガードレール等を設置するには用地
がなく、設置は不可能です。
【学校】
安全教育を実施します。

12 飯野小
○

下飯野８１７－１付近交差点
（丁字路）

交通量が多く、スピードの出て
いる車も多いため、大変危険で
ある。

横断歩道の設置 区からも要望あ
り 市 県警

【警察】
設置を検討します。

13 飯野小 県道大貫青堀線
「ヤマト運輸」と「そば処やま
と」の間の道路

交通量が多く、スピードの出て
いる車も多いため、大変危険で
ある。児童の横断が困難であ
り、危険である。

横断歩道の設置

県 県警

【警察】
「そば処やまと」前の交差点からの距離が近いこと、横断需要が多く
ないことなどから、現状では設置する予定はありません。
【学校】
安全教育を実施します。

14 飯野小

○

県道君津青堀線
上飯野２４９－４付近交差点
（カットスタジオビートル前丁
字路）

交通量が多く、スピードの出て
いる車も多いため、大変危険で
ある。

信号機の設置

県 県警

【警察】
信号待ち歩行者の滞留スペース及び信号機設置用地が確保できな
いため、現状では設置しません。必要に応じて児童への安全教育や
速度取り締まり等を実施します。
【学校】
安全教育を実施します。

15 大貫小

○

市道小久保岩瀬線
岩瀬５５５－１付近
（重兵衛堰付近）横断歩道

見通しの悪い場所に横断歩道
があり、危険。特に大佐和中の
生徒が自転車で横断することが
多い。

押しボタン式信号機の設置

市 県警

【警察】
現状では設置しません。手前にある国道４６５号線との交差点は信
号機付きの交差点であるため、この交差点での横断に集約できない
でしょうか。必要に応じて児童への安全教育や速度取り締まり等を
実施します。
【学校】
安全教育を実施します。

16 大貫小
○

市道小久保岩瀬線
小久保２０７７－２付近
（獅子堀橋付近）歩道

草木が繁茂し、歩きにくい。 草刈り・樹木の伐採・除草対策
市 市建

【市・建設課】
令和４年度に実施しました。

17 大貫小 国道４６５号線
岩瀬９９４付近
（大佐和駐在所前）
岩瀬１００９－６付近
（クリーニングスマイル前）
千種新田４４２付近
（大佐和幼稚園前）
横断歩道

横断歩道が消えかけて見えにく
くなっている。

横断歩道の引き直し

国県 県警

【警察】
引き直しをします（令和４年度中）。

18 大貫小 国道４６５号線
岩瀬１１４２－１付近～
岩瀬１１１１－１０付近

草木が道に出て歩行スペース
を狭くしている上、自動車の交
通量も多く危険。

草刈り・樹木の伐採・除草対策
地権者への草刈り依頼
グリーンベルトの設置

国県 君土

【県・君津土木事務所】
歩行者の安全を考慮して、グリーンベルトの設置を実施して
まいります。

19 吉野小 県道絹郡線
上３３５ー１付近の歩道
（わかくさ前）

歩道の縁石がなくなり、車道と
の境がない。カーブで見通しが
悪い上にスピードを出す車も多
く危険。

注意を促す看板（学童注意等）
の設置
路面標示（ライン）の塗り直し

富津市母と女
性教職員の会
からも要望あり 国県 君土

【県・君津土木事務所】
歩行者の安全を考慮して、路面表示の設置を実施してまいり
ます。

20 吉野小
○

県道君津大貫線
西大和田６３９付近交差点
（プチレストランウエル前）

自動車の交通量が多く、スピー
ドを出す車が多い。歩道や信号
待ちをする場所が狭く危険。

注意を促す看板の設置
路面表示の設置 県市

君土
市建

【市・建設課】
歩行者の安全を考慮して、路面表示の設置を実施してまいります。

21 吉野小 西大和田１１４５付近～西大
和田１０９４にかけての道

見通しが悪いカーブで、スピー
ドを出す車が多く危険。歩道が
ないため車がすれ違うときなど
狭くて危険なため、側溝に蓋を
すると今よりは歩行スペースが
確保できる。

歩行スペースの整備

市 市建

【市・建設課】
蓋の設置について検討します。

22 吉野小 西大和田１２７付近の歩道 水路の柵の隙間が広く、足が
入ってしまい危険。さらに、歩道
歩行スペースも十分整備されて
おらず危険。

安全な柵の設置
歩行スペースの補修

市 市建

【市・建設課】
すでに転落防止柵が設置しているため、追加の対策はできません。
【学校】
安全教育を実施します。



23 吉野小 相野谷２１９付近の歩道 歩道はあるが、木や草が茂って
おり、歩きにくく危険。
昼間でも暗い。

歩道の補修
樹木の伐採

富津市母と女
性教職員の会
からも要望あり

市 市建

【市・建設課】
樹木の伐採について地権者に適正な維持管理を指導します。

24 吉野小 相野谷２１７付近の交差点
（相野谷集会所前）

見通しの悪いカーブで、スピー
ドを出す車が多く、渡るときに危
険。

注意を促す看板（学童注意等）
の設置

市 市建

【市・建設課】
横断歩道ありの路面標示から横断歩道が視認できるため、学校に
よる安全教育をお願いします。
【学校】
安全教育を実施します。

25 佐貫小
○

国道４６５号
佐貫交差点～佐貫町駅前

制限速度超過で通る車が多
い。保育所近くの歩道は、路肩
が傾き、U字溝のふたが不安定
で、欠損もある。

速度制限表示の増設
「小学校あり」等の看板設置
歩道、Ｕ字溝ふたの補修 国県 君土

【県・君津土木事務所】
歩行者の安全を考慮して、路面表示の設置を実施してまいり
ます。

26 佐貫小 県道２５６号 新舞子海岸線
八幡２１７付近～八幡１８０付
近
（川向橋～オガワヤ付近）

カーブや張り出した樹木により
見通しが悪い。
道幅が狭く車同士がすれ違う際
には、歩行スペースが確保され
ない。

カーブミラーの増設
樹木の伐採
制限速度表示の設置
安全な歩行スペースの確保

県 天土

【県・君津土木事務所　天羽出張所】
外側線の外側に、注意喚起を促すグリーンベルト等の施工を
検討します（令和４年度中）。

27 佐貫小 県道２５６号 新舞子海岸線
亀田６６８付近

側溝のふたが途中からなく、草
が伸びているとふたがないこと
に気づかず落ちることがある。
ふたがない部分は安全な歩道
の幅が確保されていない。

側溝のふたの設置または
ふたの上を歩かなくてもよい歩
道の幅の確保

県 君土

【県・君津土木事務所】
現在、立ち入り禁止の措置を実施しています。

28 佐貫小 県道２５６号 新舞子海岸線
八幡踏切

踏切内に歩道エリアがなく、踏
切が開いてすぐは、すれ違う車
と歩行している児童が踏切内を
同時に渡っている状況。

歩道エリアの設置

県
君土
J令和

【県・君津土木事務所】
踏切内はＪRとの調整が必要であり、早急な対策は困難です。
【学校】
安全教育を実施します。

29 天羽小
○

市道湊数馬線
（上総湊駅からの上り坂）

道幅が狭い
自動車の速度が速い

①線の引き直し
②車両の減速を促す対策
③歩行者用のスペースに色を
塗る

市 市建

【市・建設課】
①今年度実施予定です（9月補正）。
②③同上

30 天羽小
○

市道湊数馬線
（天羽高校前までの下り坂）

歩道が狭い　見通しが悪い
自動車の速度が速い

①線の引き直し
②車両の減速を促す対策
③歩行者用のスペースに色を
塗る

市 市建

【市・建設課】
①今年度実施予定です（9月補正）。
②③同上

31 天羽小
○

数馬２３９付近交差点付近
（天羽高校前）

歩行者用のスペースが狭い 路肩の除草による歩行スペース
の確保 市 市建

【市・建設課】
市の管理区域について除草作業実施しました。

32 天羽小
○

湊５２６付近
（旅館清風荘前）

歩道に樹木がはみ出している 定期的な樹木の伐採

市 市建

【市・建設課】
交通の支障がある樹木伐採について実施しています。

33 天羽小
○

湊４９７－５付近　横断歩道
（原田医院前）

横断歩道が薄くなっている 横断歩道の引き直し

市 県警

【警察】
引き直しをします。

34 天羽小
○

数馬２３９付近交差点
横断歩道
（天羽高校前）

横断歩道が薄くなっている 横断歩道の引き直し

県市 県警

【警察】
※舗装工事が予定されていることから、これに合わせて行います。

35 天羽小
○

県道９３号久留里鹿野山湊
線
天羽小～湊交差点まで

ガードレール未設置区間がある ガードレールの設置

県 天土

【県・君津土木事務所　天羽出張所】
ガードレールの設置については、歩道幅員が関係するため、設置が
可能かどうか検討してまいります。

36 天羽小
○

県道９３号久留里鹿野山湊
線
天羽小～湊交差点

さつき美容室そば
ラバーポールしかない

ガードレールの設置

県 天土

【県・君津土木事務所　天羽出張所】
既設ガードレールの移設を検討します。



37 天羽小

○

神田橋 道幅が狭く、歩道がない
一時停止をしない車が多い

歩道橋設置 区からも要望あ
り

市 市建

【市・建設課】
歩道橋の整備は困難です。
看板・路面標示等による注意喚起をします。
【学校】
安全教育を実施します。

38 天羽小
○

湊橋 道幅が狭く、歩道がない 歩行者注意の看板設置

市 市建

【市・建設課】
路面標示の設置を検討します。

39 環小

○

国道４６５号
上後４２３－１付近
（小泉酒造から東郷橋）

車の通りが多いが、歩道がなく
危険

歩道の設置

国県 天土

【県・君津土木事務所　天羽出張所】
暫定的な対策として、令和４年１２月に東郷橋前後に注意看板を設
置し、同橋を含め前後にカラー舗装を施工しました。
また、小泉酒造から東郷橋までの９１ｍ区間について、歩道整備工
事に着手しました。

40 環小

○

国道４６５号
関尻３９１付近
（恩田方面への丁字路）

車の通りが多いが、丁字路に横
断歩道がない

横断歩道の新設

国県 県警

【警察】
設置しません。関尻交差点方面からの見通しが悪い下り坂カーブの
先に位置するため、設置はかえって危険です。
【学校】
安全教育を実施します。

41 環小
○

六野１２６付近　歩道
（六野～上後方面）

歩道に草が繁茂し歩きにくい 継続的な除草
市 市農

【市・農林水産課】
8月下旬に除草作業を実施済みです。

42 環小 大田和１２２付近
大田和橋の欄干
（姥石付近）

欄干が古く、低いため転落の危
険あり

欄干の定期的な点検
欄干の高さの改善

市 市建

【市・建設課】
現在、市内の橋梁について長寿命化修繕計画に基づき補修を行っ
ております。

43 富津中
○

富津中学校校門前
横断歩道

横断歩道が薄れているため、運
転者への注意喚起を促せな
い。

横断歩道の引き直し 富津市母と女
性教職員の会
からも要望あり 市 県警

【警察】
引き直しをします（令和４年度内）。

44 富津中 県道君津青堀線
下飯野１３５０－１付近～
上飯野１９３４－６付近
（さくらクリニック前～さくら美
容室前）

歩道が狭く、フェンスが壊れて
いる。フェンスに近づかないよう
にコーンが設置してある。歩行
者が車道に出て歩く必要があ
り、危険である。

フェンスの修理
コーンの撤去

飯野小（№９）と
同一箇所

県 君土

【県・君津土木事務所】
歩行者の安全を考慮して、路面表示の設置を実施してまいります。

45 大佐和中
○

国道４６５号線
佐貫１４３－２付近　歩道
（佐貫保育所付近の歩道）

側溝が傾いており、歩行者に
とって狭く不安定。

歩道の補修 佐貫小（№２５）
と同一箇所 国県 君土

【県・君津土木事務所】
側溝に一部損傷があるため、補修を実施してまいります。

46 大佐和中

○

市道小久保岩瀬線
岩瀬５５５－１付近
（重兵衛堰付近）横断歩道

児童生徒は横断歩道を利用し
ている。スピードを出す自動車
多数、大型のダンプも通るので
危険。

押しボタン式の信号の新設 大貫小（№１５）
と同一箇所

市 県警

【警察】
現状では設置しません。手前にある国道４６５号線との交差点は信
号機付きの交差点であるため、この交差点での横断に集約できない
でしょうか。必要に応じて生徒への安全教育や速度取り締まり等を
実施します。

47 大佐和中 国道４６５号線
岩瀬４１６付近～
岩瀬７８３－９付近
（最上寺～岩瀬橋）

歩道が大変狭く、自転車とのす
れ違いが危険。

グリーンベルトの設置
または「歩行者注意」などの表
示

富津市母と女
性教職員の会
からも要望あり 国県 君土

【県・君津土木事務所】
歩行者の安全を考慮して、路面表示の設置を実施してまいります。

48 大佐和中

○

小久保２０７７－２付近
（獅子堀橋付近）歩道

歩道が狭く、草が伸びるととても
歩きにくい。夏季は虫や蛇が発
生する心配がある。足元のアス
ファルトに起伏があり転倒の恐
れ。

草刈り・樹木の伐採、アスファル
トの整備

大貫小（№１６）
と同一箇所

市 市建

【市・建設課】
令和４年度に実施しました。

49 天羽中
○

岩坂１４６付近 坂道の傾斜が大きい。道も急
カーブである。雨が降ると滑り
やすい。

滑らないように補修をしてほし
い。

富津市母と女
性教職員の会
からも要望あり

市 市建

【市・建設課】
今年度実施予定（9月補正）です。


