
平成２９年度　成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校 地区 場所 要望事項 要望理由 担当機関
回答

成田小 土屋池端
幸町交差点から下りカー
ブに続く成田中学校入口
の横断歩道

横断歩道の塗り直し
樹木の撤去

見通しが悪く，車が信号
に気づきづらい

成田警察署 補修済みです。

成田小
山之作，

久米
平岡工業付近のカーブ 安全の確保

カーブがあり危険
交通防犯課 注意看板を設置済です。

遠山小 川栗 川栗 年数回の除草

歩道が部分的に途切れ
ていて，雑草が茂ってお
り，歩行者が車道にはみ
出してしまう

道路管理課 年２回草刈りを実施しております。

遠山小 法華塚
八富成田斎場～遠山小
学校　県道４４号

年数回の除草
歩行者・自転車の通行に
支障が出るため

県土木事務
所

雑草については年１回の除草を行います。

遠山小
小菅－取

香
県道４４号線 草木伐採

雑草や樹木がはみ出して
いて自転車通行の際危
険

県土木事務
所

雑草については年１回の除草を行います。剪定につ
きましては現場状況確認し検討します。

遠山小 駒井野
駒井野京成高架下カー
ブ

排水，草刈

雨上がりに大きな水たま
りができてしまう。雑草も
大きくはみ出している。

道路管理課
排水効果の改善のため集水桝の清掃を実施します。
また、草刈については、年２回実施しております。

豊住小
南羽鳥
北羽鳥

北羽鳥地区
歩道及び両サイドの整
備（除草）

通学路として使用したい
が，暗く整備状況が悪
い。

交通防犯課
道路管理課

除草が必要な際は適宜実施してまいります。

八生小 松崎 八生小学校前 ハンプ等の段差塗装
標識，表示があるにもか
かわらず，速度の速い自
動車が多いため

交通防犯課 路面標示の設置をいたしました。

八生小 松崎 湯浅商店前 表示板設置
道幅が狭く，児童通行時
に危険が伴うため 交通防犯課 路面標示の設置をいたしました。

1 / 4 ページ



平成２９年度　成田市通学路要望【対策実施箇所】一覧

学校 地区 場所 要望事項 要望理由 担当機関
回答

八生小 松崎 松崎地区
通学路表示の新設，既
存標識・表示の補修

県道側からの標識が看板
ひとつでわかりづらく，既
存道路標示の傷みも激し
い

交通防犯課 路面標示の設置をいたしました。

八生小 宝田 宝田地区 パトロールの強化
民家がなく，人通りが少
ない 交通防犯課 引き続き防犯パトロールを実施します。

八生小 宝田 宝田地区 除草・樹木伐採
路側帯を覆うように雑草，
樹木が生い茂っている 道路管理課

年２回草刈りを実施しております。（地元区と草刈時
期については調整を図ってまいります。）

八生小 押畑 押畑　小橋川付近 パトロールの強化

道が狭く曲がるくねってい
るうえ，草木が鬱蒼として
おり見通しが悪い

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 北須賀 北須賀区内
グリーンライン，ポール
の設置，スピード抑制の
凹凸などの設置等

県道の抜け道として通行
量が多い

交通防犯課
道路管理課

（交通防犯課）路側帯幅員が狭く、ポール等を設置すると
歩行者の通行の支障となってしまうため、設置することは
できません。代替策としてH29.12注意看板「スピード落せ」
設置済です。（道路管理課）グリーンベルト（片側）の設置
について検討してまいります。

加良部小 飯田町 飯田町地区 信号機タイミングの変更
歩行者用信号が変わるタ
イミングが速すぎて，危険
である

成田警察署
信号機が変わるタイミングを３秒から４秒に変更しま
した。

吾妻小
はなのき

台
はなのき台２丁目　ウニ
クス成田付近交差点

標示設置（速度落とせ，
飛び出し注意）

車の速度が速い，横断者
が多い

交通防犯課 H29.7注意看板「学童多し注意」設置済です。

吾妻小
はなのき

台
はなのき台集会所前十
字路

歩道の表示速度を落と
せ等の注意喚起標示設
定

両サイドにカーブがあって
車がスピードを出して走っ
てくる

交通防犯課 H29.7注意看板「学童多し注意」設置済です。

吾妻小 吾妻
吾妻小～引地公園横断
歩道

横断旗再設置 横断旗がなくなっている。 交通防犯課 H29.11横断旗補充済です。
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学校 地区 場所 要望事項 要望理由 担当機関
回答

玉造小 玉造 玉造２丁目～玉造１丁目
横断歩道付近の減速表
示

スピードを出して通過する
車が多すぎる

交通防犯課 注意看板を設置済です。

玉造小 玉造 玉造４丁目
カーブミラー，看板の設
置

学校からの帰宅時，車か
ら児童の存在が確認でき
ない。

交通防犯課

カーブミラーは車両が他の車両を確認するためのもので
あるため、設置できません。代替策として、路面標示「とび
だし注意」をH29.10に設置済です。なお、児童にも道路上
へ飛び出しをしないよう、指導をお願いします。

中台小 中台 中台４丁目
ファミリーマート前横断
歩道移設

住宅地の造成に伴い，横
断者が増加している

成田警察署
平成２９年度に設置予定です。ファミリーマート前に
信号機が設置されました。

中台小 中台
中台２～４丁目　中台第
２保育園前

車止め設置
標示再塗装

横断歩道の前が傾斜して
いて危険。標示が薄く
なっている。

Ａ交通防犯
課
Ｂ成田警察
署

（交通防犯課）路面標示「とまれ」を引き直しました。
車止めポールを設置しました。（成田警察署）車止め
設置・標示再塗装済みです。

神宮寺小 玉造
玉造６丁目　新山児童公
園前

横断歩道補修 塗装が薄くなっている 成田警察署 補修済みです。

神宮寺小 玉造 玉造７丁目歩道 歩道整備
街路樹，植込みの木が多
く不審者も出ている。 交通防犯課 引き続き防犯パトロールを実施します。

平成小 並木町
並木町　日本松街区公
園前の交差点に向かう
道路

児童に注意等の看板

抜け道としての利用でス
ピードを緩めない車が多
い

交通防犯課 H29.12注意看板「危険　歩行者に注意」設置済です。

平成小 並木町
国道４０９号線成田自動
車付近の地下道入口の
周囲

除草や剪定

周囲の草や，垂れ下がる
樹木の枝の葉によって見
通しが悪い。

県土木事務
所

雑草については年１回の除草を行います。

本城小 本城 本城地区
標識設置希望（スピード
注意，児童に注意）

見通しが悪い。
交通防犯課 H29.12注意看板「子ども飛び出し注意」設置済です。

大須賀小 奈土 奈土地区
「スピード落とせ」「通学
路につき注意」看板設
置

通学路だとは思っていな
いためか，速度を出して
いる車が多い

交通防犯課 H29.12注意看板「子ども飛び出し注意」設置済です。
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学校 地区 場所 要望事項 要望理由 担当機関
回答

大須賀小 伊能 伊能地区
「スピード落とせ」「通学
路につき注意」看板設
置

見通しがよく，速度を上げ
る車が走行している。 交通防犯課 H29.12注意看板「スピード落せ」設置済です。

桜田小 南敷
南敷　ヤクルト佐原西セ
ンター前

排水路内の土砂の撤去
排水路内が砂でいっぱい
であり，雨水がたまる

県土木事務
所

排水路清掃を行う方向で検討。周辺土地所有者にも
防砂ネットを利用するなどの対策をお願いしたい。８
月２３日に側溝の土砂撤去（ヤクルト前）を行いまし
た。

桜田小 南敷
南敷　ヤクルト佐原西セ
ンター前

押しボタン式信号の設
置

交通量が多く，横断が危
険である。

成田警察署
県土木事務
所

用地の関係から信号機設置は困難なため（警察）。
代替として注意喚起の路面標示を検討（県土木事務
所）今回センターラインのみ塗り直しを平成３０年１月
に行いました。

川上小 多良貝 明光義塾付近歩道 歩道の上の土の撤去
歩道が半分以上土で覆
われている。

県土木事務
所

歩道部の土砂撤去完了しました。

美郷台小 美郷台 美郷台３丁目 カーブミラー設置

車が停止せずに曲がって
くる

交通防犯課
①既設カーブミラーにより、右方が確認可能であり、左方
は目視にて確認可能であるため、現状維持とします。　②
カーブミラー設置を検討しました。

美郷台小 美郷台 美郷台３丁目 一時停止表示の再塗装 塗装が薄れている 成田警察署 補修済みです。

遠山中 大山
エクセルホテル東急～大
山橋

通学路看板設置
道路が狭いが大型バス
の通行が増加

交通防犯課 注意看板を設置済です。

遠山中 法華塚
ビューホテル～小菅駐在
所間

樹木の伐採
台風大雨後に倒木があ
る。 道路管理課

大雨や台風の後の倒竹や樹木の枝が折れて危険な
箇所については、伐採処理を実施します。

久住小 荒海
成田市荒海　県道１６１
号

横断歩道の再塗装

交通量が多く，大型車の
往来も多い。白線が薄く
なり，消えかかっていると
ころもある。

成田警察署 補修済みです。
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