
平成２８年度　成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧 平成２９年３月１日現在

学校 地区 場所 要望事項 要望理由 担当機関 回答

成田小 不動ヶ岡 京成成田駅西口前 横断道路ありの表示設置
交通量が多く，渡るタイミングが難し
い。横断歩道の存在が確認しにく
い。

交通防犯課
成田警察署

補修済みです。

成田小 花崎町 岡田歯科付近階段 安全に通れる道の確保
空家があり，不審者出没の可能性が
あり。スズメバチが巣を作りやすい。

成田警察署
交通防犯課
建築住宅課

引き続き防犯パトロールを実施します。（交通防犯課）
空き家に損傷はないが，敷地の適正管理について土地
所有者に要望中です。（建築住宅課）

成田小 本町 電車道クレージュ和光参番館前 スピード抑制の道路表示設置 横断歩道や停止線が消えている 交通防犯課
28年度中に路面標示「速度落せ」及び減速マーク修繕
予定です。（スペースの関係上，新規の路面標示設置
は困難です）

成田小 馬橋 ウエストンビル付近 学童注意の看板設置 狭い道であるが交通量が多い。 交通防犯課 注意看板を設置しました。

成田小 郷部 郷部橋付近 学童注意看板設置
カーブで見通しが大変悪い。

成田土木事務所
成田市と成田警察署により「横断歩道あり」の看板が設
置されています。

成田小 郷部 郷部橋 歩道の確保 歩道が大変狭い 成田土木事務所
現在歩道整備計画はありませんが路面標示等により注
意喚起を行います。

成田小 郷部 郷部橋 電柱の移設 電柱が歩道にはみ出している。 成田土木事務所 電柱移転済みです。

成田小 土屋 大崎
歩道の確保
（コンクリートの撤去）

歩道に段差があり歩きにくい。 成田土木事務所 コンクリートを撤去しました。

成田小 土屋 二部内 側溝のふたの改善
側溝のふたの間に隙間があり，広い
ところでは5cm以上になっている。

成田土木事務所 隙間を埋めました。

成田小 馬場
芝山はにわ道
（八富成田斎場～５１号方面）

学童注意の看板設置 交通量が多く，見通しが悪い。 成田土木事務所
現在カーブ注意で路面標示済み，今後状況を注視して
いきます。

遠山小 法華塚 法華塚交差点～さくらの山方面 歩道の確保
歩道が草で覆われ，児童の通行させ
る場所がないため道路にはみ出して
登校している。

成田土木事務所 雑草については年１回の除草を行います。

遠山小 法華塚 法華塚交差点～さくらの山方面 歩道の整備（草刈）
歩道が草で覆われ，児童の通行させ
る場所がないため道路にはみ出して
登校している。

成田土木事務所 雑草については年１回の除草を行います。

遠山小 川栗 川栗バス停～ゴルフ場入口バス停 歩道整備（草刈）
道路わきの斜面から，竹やつるが垂
れ下がり危険である。

道路管理課 剪定を実施します。

遠山小 川栗 川栗バス停～ゴルフ場入口バス停 排水溝の修復 水はけが悪く，水たまりができやす 道路管理課 側溝清掃を実施します。

遠山小 法華塚
芝山はにわ道
（小菅交差点～法華塚交差点間）

歩道整備（草刈）
草木が繁茂し，歩くスペースが大変
狭く危険

成田土木事務所 雑草については年１回の除草を行います。

遠山小 取香 聖マリア病院～さくらの山 歩道整備（草刈，清掃）
雑草や樹木の繁茂。泥がたまってい
る。

成田土木事務所 雑草については年１回の除草を行います。

遠山小 大清水 芝山はにわ道（遠山小～遠山中間） 歩道拡張
カーブで見通しが悪い。歩道が狭
い。

成田土木事務所
現在歩道整備事業を実施中です。住民の協力を得なが
ら進めていきます。

遠山小 久米野 久米野地区 道路の補修と拡張
道幅が狭い。車が走行すると大変危
険・路肩の一部に陥没の恐れがあ
る。

土木課
道路管理課

現地調査を実施し，路肩の陥没の恐れにある箇所につ
いては，修繕を実施します。

遠山小 十余三 十余三駐在所入口交差点 減速表示の設置
裏道として利用する車が多く。スピー
ドも超過

交通防犯課 28年度中に路面標示設置予定です。
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遠山小
東峰・天
神峰・取

香
東峰・天神峰・取香

航空機からの落下物監視
情報提供

何度も落下物があるのに，空港会
社・航空会社は対応しない。

空港対策課

航空機からの落下物事案について，国土交通省成田空
港事務所及び空港会社から報告があった場合には，落
下物が発生した付近の学区の小・中学校への注意喚起
のために，情報の提供を図ります。
また，航空機からの落下物の再発防止について，国土
交通省，成田空港事務所，空港会社及び成田国際空港
航空会社運営協議会に対し，引き続き働きかけます。

三里塚小 本三里塚 宮下西第三公園近く変則十字路 注意看板の設置
交通量が多い。スピードを出す車が
多い。

交通防犯課
28年度に路面標示「通学路注意」，注意看板「自転車も
止まれ」設置済，一時停止路面標示引き直しを成田警
察署に要望済です。

久住小 久住中央 久住駅前交差点 信号機の設置
歩行者，車両の増加に伴う事故件数
の増加

交通防犯課
成田警察署

28年度中に設置予定です。

久住小 久住中央 １丁目交差点（久住小学校下バス停付近） 注意看板設置
児童の横断が多い。接触事故寸前
の状況

交通防犯課
28年度に注意看板「注意　子どもの飛出し」設置済で
す。

久住小 久住中央 １丁目交差点（久住小学校下バス停付近） スクールゾーン表示設置
児童の横断が多い。接触事故寸前
の状況

交通防犯課 27年度に路面標示「学童注意」設置済です。

久住小 飯岡 成田消防署飯岡分署付近 ガードレールの設置
カーブした部分の歩道が狭く，危険
を感じる。

交通防犯課 防護柵を設置しました。

豊住小 北羽鳥 国道４０８号　豊住駐在所付近 歩道の整備（除草） 歩道はあるが，整備状況が悪い。 成田土木事務所 雑草については年１回の除草を行います。
八生小 宝田地区 宝田地区 パトロールの強化 民家なし，人通り少ない 交通防犯課 引き続き防犯パトロールを実施します。

公津小 大袋 成田テレビ中継放送局付近 道路表示の補修（通学路注意）
車の通行が多い，白線もなく，道幅も
狭い

交通防犯課
成田警察署

28年度中に路面標示「通学路注意」修繕予定です。

公津小 台方 台方歯科クリニック～公津小学校坂下 ガードレールの設置
見通しが悪い。冬季に道路の凍結が
多く，車のスリップの危険性がある。

交通防犯課 路面標示による注意喚起を行いました。

向台小 中台 ３丁目・６丁目緑道 緑道の整備（草刈）
樹木の繁茂。道が暗く，見通しが悪
い。

道路管理課 年２回草刈りを実施しております。

加良部小 江弁須 西向野第二公園付近 横断歩道補修
交通量が多い。 交通防犯課

成田警察署
補修済みです。

加良部小 加良部 加良部～中台間トンネル 草刈 暗く，草が生い茂っている。
道路管理課
公園緑地課

児童へ指導をお願いします（道路管理課）
トンネルと階段の間の法面については，年３回の草刈を
実施しております。（公園緑地課）

吾妻小 吾妻 吾妻小～引地公園横断歩道 道路表示補修 カーブで見通しが悪い。
交通防犯課
成田警察署

28年度中に路面標示「速度落せ」修繕予定です。

吾妻小 吾妻 吾妻小～引地公園横断歩道 横断旗設置 カーブで見通しが悪い。
交通防犯課
成田警察署

28年度横断旗設置済です。

吾妻小 吾妻 吾妻２丁目緑道 植木設置
緑道脇が傾斜になっていて，車道へ
の転落の危険性がある。

道路管理課
一部，法面の高さが高い箇所について，転落防止柵を
設置します。

玉造小 玉造 玉造４丁目 樹木の伐採
街路樹が生い茂り見通しが悪い。

道路管理課
街路樹について年1回剪定し，適正な管理を実施してお
ります。街路樹によりミラーの見通しが悪い場合は剪定
を実施します。

中台小 中台 後谷津公園 樹木伐採
駐車場を出入りする車から歩行者の
姿が見えずらい。

公園緑地課 入口付近の剪定作業を行いました。

神宮寺小 玉造 玉造５丁目歩道 歩道整備（草刈）
雑草や樹木の繁茂。

道路管理課
樹木については年１回の剪定を実施し，年２回の草刈り
を実施しております。

神宮寺小 玉造 神宮寺公園 トイレの周りの整備
取れの周りに樹木が繁茂。不審者に
遭う可能性がある。

公園緑地課 トイレ周りの樹木の伐採・剪定を行いました。
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神宮寺小 玉造 神宮寺公園
公園全体の見通しがよくなるよう
改善

公園全体が木に覆われ，見通しが悪
い。

公園緑地課
樹木が密集し見通しが悪い箇所については，随時剪定
作業を行ってまいります。

平成小 並木町 ４０９号交差点 横断歩道補修 塗装が薄くなっている。
交通防犯課
成田警察署

補修しました。

大須賀小 南敷 南敷１７２（下田川に架かる橋） カーブミラー補修
支柱が傾いており，通行車両から安
全確認ができない。

交通防犯課 修繕を行いました。

前林小 前林 前林第二地区 樹木伐採・草刈 草や篠が道路にせり出しているため 道路管理課 年２回草刈りを実施しております。

川上小 多良貝 川上小正門前 歩道改修 雨が降ると冠水してしまう。 成田土木事務所
補修を実施します。（H28年度末または29年度はじめ予
定）

川上小
大栄十余

三
県道７６号和田牧場付近 道路の補修 雨が降ると冠水する。 成田土木事務所 冠水の軽減事業を実施中です。

川上小 吉岡
県道７９号交差点（水の上中央バス停付
近）

徐行などの看板の設置
死角が多く，巻き込み事故の恐れが
ある。

成田土木事務所
車道と歩道の分離を図る歩車道境界ブロックやガード
レールが設置済みです。

美郷台小 美郷台 美郷台３丁目交差点 一時停止のカラー舗装 一時停止を無視する車や事故が多 道路管理課 一時停止のカラー舗装を実施します(平成２９年度予

美郷台小 下金山 下金山バス停 防犯パトロールの実施 下校時に不審者の情報があり。 交通防犯課
引き続き防犯パトロールを実施します。
なお，該当箇所を必ず巡回するということは困難ですの
でご了承ください。

下総みどり 名古屋 ビバランド入口 ガードレール設置
スクールバスの停車地で，児童が多
数横断するため

成田土木事務所
側溝上の土砂撤去を行います。これによ歩行者スペー
スが広がるものと考えます。

遠山中 小菅 成田松尾線 歩道幅の確保
幅が狭く，歩行者と自転車の接触の
恐れがある。

成田土木事務所
歩道整備については事業を実施中です。住民の協力を
得ながら進めます。

遠山中 小菅 芝山はにわ道 歩道幅の確保
幅が狭く，歩行者と自転車の接触の
恐れがある。

成田土木事務所
歩道整備については事業を実施中です。住民の協力を
得ながら進めます。

久住中 久住中央 JR久住駅前十字路 信号機の設置 交通量が多い。
交通防犯課
成田警察署

３月中に設置完了の予定です。

久住中 芝 土室交差点付近 樹木伐採
樹木，雑草の繁茂。年１回の伐採で
は少ない。

成田土木事務所 雑草については年１回の除草を実施いたします。

吾妻中 吾妻 吾妻中～雇用促進住宅間の緑道 街灯設置 木が生い茂り，昼間でも薄暗い
交通防犯課
道路管理課

防犯灯の設置は自治会で行っているため，自治会へご
要望いただきますようお願いします。その際，市では自
治会に対して設置費の補助金を交付することが可能で
す。なお，新たに設置する場合は距離要件を満たさない
可能性があるため，補助できない場合がございますの
でご了承ください。樹木の剪定を道路管理課で実施する
とともに，土地所有者への指導をします。

大栄中 南敷
南敷６９７－４
５１号下トンネル

道路すべり止め塗装
雨天時に自転車の転倒事故が多
い。

道路管理課
側溝の清掃により雨天時に舗装上の水たまりの改善が
期待されることから側溝清掃を実施します。
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