
令和３年度　通学路要望箇所　対策状況一覧

学校 地区 場所 要望事項 要望理由 担当機関
回答

01
成田小

馬橋
馬橋公園前の坂道
（新町８５１付近）

白線の色が薄くなってい
るので改善してほしい。

とても狭く急な坂ですので
車のスピードも出ていて
歩道が狭いので、天候に
変化があっても車を運転
している方に歩道がある
ことを理解し注意してもら
いたい。

道路管理課
消えている区画線の引き直しを実施します。（道路管
理課）

01
成田小

東和田

エービン東和田店前から
ヤクルト成田センター前
までの道路
（特にバレー教室前)

歩道の十分な確保
ポールの設置

狭い歩道でカーブしてお
り、車と児童との距離が
近い。車からも歩行者か
らも見通しが悪い。

交通防犯課
道路管理課
成田警察署
土木課

歩行空間の確保のためラバーポールの設置を検討
いたします。（交通防犯課）
グリーンベルトと外側線の引き直しを実施いたしまし
た。（道路管理課）
横断歩道設置に向け警察本部と協議しましたが、交
通量が多いため、他の安全対策を優先すべきとの回
答がありました。交通防犯課、道路管理課などと、児
童の安全対策の協議を継続中です。（成田警察署）
バレー教室の反対側に歩道を新設する計画でありま
すが、用地取得が難航しており、整備完了時期が見
通せない状況であるため、横断歩道の設置など、現
道での安全対策について引き続き、警察や関係部署
と検討してまいります。（土木課）

01
成田小

寺台
東参道
パン屋「らびっと」付近の
カーブ

ハンプの設置
注意喚起看板の設置

スピードを出す車が多い
ため。ガードレールや
ポールは設置できないと
言われたので。

道路管理課
交通防犯課

成田市では、騒音や振動問題の原因となるため現在
ハンプの設置は行っておりません。しかしながら、区
画線が薄くなっていることを確認したため区画線の引
き直しを実施します。（道路管理課）
ドライバーに対し、減速を促す通学路看板を設置しま
した。（交通防犯課）

01
成田小

郷部
郷部みづほ旅館・歩道橋
周辺
（郷部１５４付近）

草刈り
歩道橋の劣化状況の確
認

草がせり出していて児童
歩行スペースが狭まって
いる。大きな蜂もいる。鉄
橋は古く安全性が心配。

道路管理課

当該地はJＲの管理用地となるため、本件について連
絡いたします。今年度は通行の支障となる箇所につ
きましては、成田市で草刈を行いました。歩道橋の劣
化については令和４年度に橋梁修繕工事を行う予定
です。（道路管理課）
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02
遠山小

取香
県道４４号
聖マリア病院から
さくらの山周辺道路

除草、樹木の伐採
歩道の土砂等の清掃

通行の障害となるため。 県土木事務所
基本的に年２回の除草を予定しています。（県土木事
務所）

02
遠山小

久米野 久米野地区 道路の補修・拡張

通学路の道幅が狭く、車
が通行するときは１台が
やっとの幅である。路肩
の一部に陥没の恐れが
ある箇所もある。

道路管理課
土木課

道路パトロールを行い、破損箇所については修繕を
行いました。（道路管理課）
当該地区では、土地区画整理事業による新たなまち
づくりを計画しております。（土木課）

03
三里塚小

三里塚
光ヶ丘

三里塚小学校付近
通学路、学童多いなど
の標識の設置

見通しの良い直線道路の
せいか、スピードを出す
車が多くて危険。ホテル
があるため、近くに小学
校があることを知らない
地元住民以外の車も多
い。

交通防犯課
ガードレールの設置は、店舗・アパートなどの出入り
や、車両通行の妨げになる恐れがあるため、減速を
促す路面標示を設置いたしました。（交通防犯課）

03
三里塚小

三里塚
御料

カットステーションから
ファミリーマート西三里塚
店までの道路

草刈りの回数を増やす
草が生い茂っていて、歩
行者や自転車も通りにく
い。

道路管理課
下水道課

道路内の草刈りを実施しました。（道路管理課）
調整池は年２回の草刈りを実施しています。要望書
添付写真の箇所については、道路際に防草シートを
設置しました。(下水道課)

04
久住小

荒海 久住駅前交差点
横断歩道に車両の進入
止め（ボラード）の設置

児童の集合場所や待ち
合わせ場所となることが
多く、安全対策として必
要。

県土木事務所
歩道に車両侵入防止のボラードを設置いたしました。
（県土木事務所）

05
豊住小

北羽鳥
豊住郵便局～豊住公民
館～常蓮寺

ハンプの設置（付近に人
家のない部分）
通学路の標示

国道の迂回路として他
県・他地域ナンバーでス
ピードを出す車が多く、危
険。

道路管理課
交通防犯課

成田市では、騒音や振動問題の原因となるため現在
ハンプの設置は行っておりません。また、本区間は勾
配の急な坂道となっているため、安全上の観点からも
ハンプの設置は困難です。（道路管理課）
ドライバーに対して、通学路の注意を促す看板を設置
いたしました。（交通防犯課）

05
豊住小

北羽鳥
豊住郵便局～学校入口
付近

通学路の標示
道幅が狭く、歩道もない。
スクールゾーン等の表示
も少ない。

交通防犯課
学校入口付近について、現状、路面標示が設置して
あり、歩道が整備されているため、通学路を示す注意
看板を設置いたしました。（交通防犯課）
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05
豊住小

北羽鳥
国道４０８号
北羽鳥入口バス停付近

歩道の設置及び整備

歩道がなくなり、国道を
渡って反対側の歩道を歩
いている。国道の交通量
が多く、大型車が通る。

県土木事務所 路肩の拡幅を実施しました。（県土木事務所）

05
豊住小

北羽鳥
国道４０８号
北羽鳥小関スタンド周辺

歩道の整備

通学の他、学区探検等で
児童が通行することが多
い。整備状況が悪く、危
険。

県土木事務所
歩道部の除草を年２回行い、通行を確保します。その
都度連絡を頂きたいです。（県土木事務所）

05
豊住小

長沼
国道４０８号
長沼坂上～長沼保育園

道路の整備（剪定）
住宅はあるが塀や生け垣
が高く見渡せない。人通
りがなく危険。

県土木事務所
道路管理課

歩道部の除草を年２回行い、通行を確保します。ま
た、長沼バス停付近は路肩の整備を実施しました。
（県土木事務所）
現地を確認しましたが、交通の支障となる樹木はあり
ませんでした。（道路管理課）

06
八生小

松崎 松崎２０５３付近
滑り止め対策等舗装の
改善

急こう配なうえ、道幅もせ
まく、雨天、凍結時に非常
に滑りやすく危険。

道路管理課 すべり止め舗装を実施しました。（道路管理課）

06
八生小

松崎
松崎２４７付近
松崎郵便局付近
（市道　松崎中郷線）

道路の拡張
道幅が狭く、児童通行時
に危険が伴うため。

土木課

歩道新設及び車道片側１車線での拡幅改良を計画し
ており、用地取得及び既存住宅等の移設協議を進め
るとともに、取得が完了した箇所から順次工事に着手
しております。現在は、八生小脇にて郵便局前通りに
接続するまでの区間の道路新設工事を実施してお
り、令和４年度には、郵便局前付近の拡幅工事を実
施する予定です。（土木課）

06
八生小

宝田
宝田５７２付近
（市道　宝田松崎線）

定期的な除草・樹木伐
採

路側帯を覆うように雑草・
樹木が茂っており、常に
車道を歩行している状態
のため。

道路管理課 年２回除草を継続します。（道路管理課）
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07
公津小

北須賀
甚兵衛渡しバス停～北
須賀バス停

スピード落とせの看板
設置

抜け道として使われてい
る道路の為、スピードを出
して入ってくる車が多く非
常に危険である。通学路
であることの注意を促した
いため。

交通防犯課
「スピード落とせ」の看板を二箇所設置いたしました。
（交通防犯課）

08
向台小

中台
中台５号橋
松の下公園側階段

草木の伐採

歩道橋階段軒の枝や葉、
雑草が伸び歩道橋が渡り
にくく、見通しが悪いた
め。

公園緑地課
歩道橋利用時に支障をきたす枝や葉を剪定しまし
た。実施日：令和３年８月１８日（公園緑地課）

08
向台小

中台
中台中学校裏門前の通
り

草木の伐採
雑草の丈が高く、児童の
姿が見えなくなるほどで
不安。

学校施設課
草刈りを実施し、通行に支障となる枝は剪定しまし
た。（学校施設課）

08
向台小

中台 郷部児童公園周囲
蜂の巣の有無の定期的
な確認と除去

スズメバチ等の蜂の巣が
作られやすく危険なため。

公園緑地課
蜂の巣につきましては、月に１度の公園清掃時に併
せて確認を行い、確認された場合は、除去いたしま
す。(公園緑地課)

10
橋賀台小

橋賀台
橋賀台２丁目集会所前
（外周通り）

押しボタン式信号機の
設置
横断歩道の塗り直し

通学児童や地域住民の
横断の機会が多い交差
点だが、交通量が多く、
カーブもあるため見通し
が悪い。標識は設置され
たが効果は薄く、数ヶ月
前にも事故が起きている
ため。

成田警察署
横断歩道や「止まれ」の標示塗り直しは１２月１７日に
実施済みです。押しボタン信号については、他の危
険箇所を優先しているため困難です。（成田警察署）

11
新山小

加良部
新山小学校正門前
（加良部４丁目）

カーブミラーの設置

新山小正門出口からは左
右の道路がほとんど見え
ず、危険なため。今年度４
月に下校途中の中学生
（自転車）と自動車の接触
事故も発生している。

学校施設課
学校と協議を行い、既存正門の門袖上部にカーブミ
ラーを整備しました。実施日：９月１７日（学校施設課）
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11
新山小

加良部 新山小学校前の道路 「速度落せ」の塗り直し
劣化で消えかけているた
め。

交通防犯課
薄れている路面標示を修繕いたしました。（交通防犯
課）

11
新山小

加良部

はぼたん幼稚園前の横
断歩道からセブンイレブ
ンに続く道路
（加良部１丁目）

横断歩道、停止線
路側帯等の塗り直し

劣化で消えかけているた
め。

成田警察署
道路管理課

横断歩道や停止線の路面標示については塗り直しま
した。(成田警察署)
区画線の引き直しを実施します。（道路管理課）

11
新山小

加良部
ＵR都市機構加良部５丁
目団地脇の道路

「学童注意」の塗り直し
劣化で消えかけているた
め。

交通防犯課 修繕いたしました。（交通防犯課）

11
新山小

加良部
認可保育園「わたぼうし」
脇の緑道及び前の道路
（加良部４丁目）

「飛び出しきけん」の表
示看板の設置
道路に「学童注意」また
は「速度落せ」の表示

表示看板がなくなってい
るため。児童の通学路に
なっているが、通り抜けを
する自動車が多く、危険
なため。

交通防犯課
「学童注意飛び出し危険」看板を二箇所設置させてい
ただきました。（交通防犯課）

12
吾妻小

吾妻
吾妻小学校周辺道路
（吾妻保育園・吾妻中前）

注意喚起看板設置
スピード落とせ等道路
標示

校門入口両サイドがカー
ブで車から児童が見えに
くい。児童の横断が多い
中、減速しない車両が多
い。

交通防犯課
薄れていた路面標示を修繕いたしました。（交通防犯
課）

12
吾妻小

吾妻
多代知児童公園付近～
カスミ付近の緑道

自転車と歩行者を分離
する道路標示
注意喚起看板の設置

自転車で速度を出して走
行し、児童と接触危険あ
り。

道路管理課

本道路は現在、どちらの道路についても自転車も歩
行者も通行が可能な道路に認定されております。し
かしながら歩行者優先で通行すべき道路であるた
め、自転車に減速を促す注意看板を設置いたしま
す。（道路管理課）

12
吾妻小

吾妻
ビレッジハウス成田吾妻
タワーからの下り坂終点
（公道に出る所）

ポール設置

猛スピードで自転車が降
りてくるため、左折車や横
断する児童と接触事故を
起こす危険性がある。

教育指導課

管理会社に確認したところ、車いす利用者への配慮
のためポールの設置はできないとのことでした。そこ
で、全戸への注意喚起ポスターの配付及び該当箇所
への注意喚起看板の設置をしていただきました。（教
育指導課）
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12
吾妻小

吾妻
吾妻北第二団地の緑道
（吾妻小学校の裏手）

水捌け対策の実施

雨天時、大きい水たまりと
ぬかるみが発生しやすい
ため、滑りやすく転倒の
危険あり。

道路管理課 舗装の補修を行います。（道路管理課）

13
玉造小

八代
玉造２丁目、外周通りか
ら八代に下りていく坂道

防犯上の注意看板の設
置

人通りが少ないうえに、道
の片側に高い壁があり暗
いため。

交通防犯課
「防犯パトロール実施中」の看板を設置いたしました。
（交通防犯課）

14
中台小

米野 米野２３３周辺 道路の陥没部の補修

もともと水はけが悪く、道
路の端を湧き水が流れて
いるため、水たまりになり
やすい。

道路管理課
本箇所は一部が民有地であるため道路用地内につ
いて舗装の補修を行います。（道路管理課）

14
中台小

米野 中台第三地下道
道路照明とトンネル内
の照明の設置

トンネル内は常時暗く、周
囲も日没近くなると薄暗く
危険なので、下校時は通
学路として使用できない。

交通防犯課
道路管理課

現在、防犯灯の新規設置につきましては、区・自治会
等が主体となって設置し、管理をしておりますので、
区・自治会等へのご相談をお願いいたします。また、
令和３年度内に市内の防犯灯の一括LED化を行った
後、令和４年度からは区・自治会等より移管を受けた
防犯灯を市が維持管理をいたします。市の維持管理
開始後は、現場の状況等を勘案し、必要と認められ
る箇所への防犯灯の効果的な設置を行ってまいりま
す。（交通防犯課）
トンネル内の照明の改修を行いました。（道路管理
課）

16
平成小

並木町 七栄県道踏切 歩道と車道の分離

安全確保できる歩道がな
いため。交通量も非常に
多く、且つトラックなどの
大型車両等も通行してい
るため。

土木課
踏切内にて、歩車道分離を明示するカラー舗装を令
和４年度に整備予定です。（土木課）

16
平成小

並木町 七栄県道踏切
周辺の歩道の早めの定
期的な除草

雑草や枝が伸びており、
通学路の妨げとなってい
る。また、自転車とすれ違
う際も危険なため。

道路管理課
通行の支障となる草木の除草を行いました。（道路管
理課）
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16
平成小

並木町
七栄県道踏切～閉店し
た商店までの道

交通安全のための策を
講じる

抜け道となり、交通量が
非常に多いため。また、
車のスピードも速く危険な
ため。道幅が狭く、電信柱
が歩行の障害となり、車
両とぎりぎりのところを歩
行している。民家へ車が
追突したこともある。

道路管理課
交通防犯課

本路線についてはすでにグリーンベルトの設置を
行っており、道路管理課としては、今以上の安全対策
は困難です。（道路管理課）
ドライバーに対し減速を促す路面標示を設置しまし
た。（交通防犯課）

16
平成小

並木町
江弁須

国道４０９号・５１号の地
下道

地下道周辺の早めの定
期的な除草
地下道内の清掃管理、
照明

地下道周辺の草が伸び
て、歩くのに不便、地下道
が暗く感じるので、早め
に、且つ定期的に除草を
してほしい。衛生面から、
ごみ等の清掃・管理をし
てほしい。防犯上の理由
から、照明や壁の色を明
るくしてほしい。

国道事務所
県土木事務所
道路管理課

地下道の周辺の除草については、除草を完了しまし
た。（国道事務所）
地下道周辺の草刈を実施いたします。（県土木事務
所）
照明の改修、地下道内の清掃を行いました。（道路管
理課）

16
平成小

並木町
並木町大久保台１６５－
７０付近

閉店した商店の看板の
撤去

閉店した商店の看板が老
朽化しており、落下の恐
れがあるので、撤去の依
頼をしてほしい。

建築住宅課
空き家の所有者に適正管理を依頼し、剥がれそうな
看板の撤去、屋根材の飛散防止措置をしていただき
ました。（建築住宅課）

16
平成小

並木町
国道５１号と４０９号との
交差点から飯仲方面へ
の５１号沿い歩道

歩道の早めの定期的な
除草
周辺の雑木林・竹藪の
整備

伸びている草木や竹のた
め、通行しづらい。避ける
ことにより、車道近くを歩く
ことになり危険である。雑
木林はあまり管理されて
おらず、不審者対応のた
め、整備を依頼してほし
い。

国道事務所
歩道の除草については、定期的に実施しています。
雑木林の整備についても、対応済です。（国道事務
所）
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令和３年度　通学路要望箇所　対策状況一覧

学校 地区 場所 要望事項 要望理由 担当機関
回答

16
平成小

並木町

国道４０９号
並木坂上から並木町大
久保台１６５－７０付近の
歩道

歩道の早めの定期的な
除草
周辺の雑木林・竹藪の
整備

伸びている草木や竹のた
め、通行しづらい。避ける
ことにより、車道近くを歩く
ことになり危険である。歩
道が狭いため、毎年早め
に対策してほしい。雑木
林はあまり管理されてお
らず、不審者対応のた
め、整備を依頼してほし
い。

県土木事務所
草刈りを実施しました。竹等についても県道用地内は
伐採してまいります。（県土木事務所）

16
平成小

並木町 不動橋交差点付近 看板の撤去

看板が老朽化しており、
落下や倒壊の恐れがある
ので、撤去の依頼をして
ほしい。

国道事務所
看板の所有者にて看板の更新を行いました。（国道
事務所）

18
公津の杜
小

公津の杜
タイヤ館前交差点
（公津の杜３丁目）

横断歩道、自転車横断
帯の補修（白線塗り直
し）

徒歩、自転車による登校
児童生徒が混在している
ので通路の明示が必要。

成田警察署 塗り直しについて実施いたしました。（成田警察署）

19
美郷台小

新妻
県道１６１号（岩館商店
前）から弁天堂前方面に
行く道路

「学童注意」等の注意看
板の設置

見通しが悪く、交通量も多
い。歩道が狭く、民家の
植木が伸びていて、歩道
を歩くことができず、車と
接触しそうになるため。

交通防犯課
道路管理課

ドライバーに対しての「学童注意」の注意喚起の看板
を設置いたしました。（交通防犯課）
民有地の植木を市で伐採することはできないため、
所有者に対し、植木の管理を行ってもらえるようお願
いの通知を出しました。（道路管理課）

21
遠山中

三里塚
三里塚２８４－１周辺
市道７－１８（南三里塚
永原割余線）

道路の拡幅
隣接地の除草
垣根の剪定

すれ違いができない狭い
道なのに自動車の通行
が多い。雑草樹木が茂っ
て見通しが悪くスピードを
出し歩行者や自転車に注
意を払わず侵入する車多
い。周囲の確認が出来
ず、生徒の接触事故が
あった地点である。

土木課
道路管理課

本路線は、令和２年度に地区から拡幅要望を頂いて
おりますが、現在は、区との協議により別路線を優先
して整備しており、令和４年度には完了する見込みで
す。本路線整備については、令和５年度からの事業
化に向けて検討してまいります。（土木課）
通行に支障をきたす部分については除草を行いまし
た。民有地の植木を市で伐採することはできません。
また現地を確認しましたが、交通の支障となる樹木は
ありませんでした。（道路管理課）
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令和３年度　通学路要望箇所　対策状況一覧

学校 地区 場所 要望事項 要望理由 担当機関
回答

21
遠山中

三里塚 バーミヤン三里塚店前交
差点

歩道の拡幅
歩道の段差解消

本城地区から多くの生徒
が通る地点で、段差によ
り自転車・歩行者との衝
突の危険性がある。公園
の入り口に柵があり、坂
になっており危険である。

県土木事務所
公園緑地課

歩道は歩行者の通行のための施設であるため、歩行
者の通行には十分注意願います。（県土木事務所）
遠山中学校と現場立ち会いの結果、自転車や歩行者
の通行に支障をきたす恐れがある撤去されずに存置
されている基礎コンクリート塊を確認し、撤去しまし
た。実施日：令和３年９月２４日（公園緑地課）

21
遠山中

新駒井野
不二学園への細い道か
ら県道６２号に出るT字
路

停止線の設置
ミラー設置

停止線がないため、大通
りまで一気に出てくる。歩
行者からは見えないので
危険。

成田警察署
交通防犯課

交通防犯課と協議します。（成田警察署）
既存のカーブミラーの鏡面のサイズ変更と設置場所
の移設を行いました。また、ドライバーに対して、注意
喚起の路面標示を設置いたしました。（交通防犯課）

22
久住中

成毛
小泉

成毛～小泉 道路工事の早期完成

数百メートルの間、道幅
が狭くなっている。雨が降
ると水たまりが大きくなり
通りにくい。

土木課

十余三荒海線（成毛地先）は、用地交渉が難航して
おり、整備が困難です。
十余三荒海線（小泉地先）は、小泉側の一部にて用
地交渉が難航している箇所がありますが、これを除く
区間は、令和４年度に整備が完了する予定です。（土
木課）

22
久住中

旧久住第二小学校区
小学校スクールバスに
遠方から通う中学生を
同乗させてほしい

通学距離が遠く、人口増
加により車の交通量も増
えているため危険。

教育指導課

久住小学校のスクールバスは、あくまでも小学生のた
めのバスであることから、バスルート・運行時刻を中
学生に合わせて変更することはできませんが、現在、
席に余裕がありますことから、希望する中学生がいる
場合、申し出ていただければ利用可能といたします
（中学校での発着及び中学校の日課に合わせた増便
等はできません）。なお、久住中学校新校舎移転に伴
い、生徒がコミュニティバスを登下校に利用できるよ
う、中学校前にバス停を設置するとともに登下校時刻
に合わせた運行を行っているところですので、コミュニ
ティバスの利用についても検討していただけると幸い
です。（教育指導課）

24
中台中

中台
米野集会所近辺の歩道
（中台４丁目）

樹木の伐採
歩道が樹木で覆われてい
て通りにくくなっているた
め。

道路管理課
継続して定期的な除草を行います。現地の状況を見
つつ除草時期を調整いたします。（道路管理課）
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令和３年度　通学路要望箇所　対策状況一覧

学校 地区 場所 要望事項 要望理由 担当機関
回答

24
中台中

中台
松ノ下公園の歩道橋階
段
（中台４丁目）

樹木の伐採
手すりが樹木に覆われて
いる部分があり危険なた
め。

公園緑地課
歩道橋利用時に支障をきたす枝や葉を剪定しまし
た。実施日：令和３年８月１８日（公園緑地課）

27
公津の杜
中

飯仲
平成小学校
校庭前道路
（飯仲５０－１付近）

道路の拡張

道幅が狭く交通量が多い
ため、自転車の左側通行
ができない。歩道を走る
と、歩行者とのトラブルに
なっている。歩道側の除
草時期の考慮と強化。

土木課
道路管理課

平成小側の歩道拡幅及び自転車通行帯確保に向け
た車道拡幅について、令和４年度より測量・設計を行
う予定です。（土木課）
年２回の草刈を継続して行います。除草時期につい
ては現地の状況を見つつ調整いたします。（道路管
理課）

27
公津の杜
中

並木町
銀のさら(並木町３６－１
０)付近のT字路

カーブミラー設置 車の速度が落ちず危険。 交通防犯課
すでにカーブミラーを設置しております。（交通防犯
課）

27
公津の杜
中

並木町 七栄県道踏切

除草回数増(夏季)
踏切の拡幅
歩行・自転車ゾーン確
保

草が伸びて危険(特に夏)
踏切が狭く、車、自転車、
歩行者のすれ違いが危
険。

道路管理課
土木課

踏切前後の草刈を行いました。（道路管理課）
踏切内にて、歩車道分離を明示するカラー舗装を令
和4年度に整備予定です。（土木課）

28
下総みど
り学園

猿山
大菅

県道７９号
（髙岡～猿山）
県道１０３号
（大菅）

歩道、車道に伸びた草
木、樹木の伐採、整備
年間の伐採・整備回数
の増加

現地道路は車道の路側
帯が狭く通行量も多いた
め、安全上子どもたちが
自転車で歩道を走ってい
る。年数回作業をしてい
ただいているにも係わら
ず、毎年草木が歩道や車
道を塞ぎ危険なため、回
数を増やしてほしい。

県土木事務所
除草については実施済みです。倒木や上部のはみ出
た木についても、できる範囲は剪定しました。今後、さ
らに剪定を検討してまいります。（県土木事務所）
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28
下総みど
り学園

滑川

滑川８５７地先
コミュニティバス
滑河川岸バス停近くの横
断歩道

横断歩道の引き直し

登下校する際に利用して
いるが、非常に薄くなって
おり、運転するドライバー
からも認知しづらく、児童
にとって大変危険である。
　直前のダイヤマーク等
も含めて、横断歩道の引
き直しをお願いしたい。

成田警察署 引き直しを実施いたしました。（成田警察署）

28
下総みど
り学園

猿山
ヤックスドラッグ下総店
近くの横断歩道

横断歩道の引き直し

非常に薄くなっており、運
転するドライバーからも認
知しづらく、児童にとって
大変危険である。

成田警察署 引き直しを実施いたしました。（成田警察署）

29
大栄みら
い学園

稲荷山 稲荷山３４４－８付近

歩道の拡幅
ガードレールの設置
横断歩道の設置
信号の設置

歩道と車道の区別がな
い。通行車両も大変多
い。バス停が反対側だ
が、横断歩道がなく、児童
だけでは渡れない。

交通防犯課
土木課
成田警察署

ガードレール等の物理的な対策につきましては、地元
区からの反対意見がありましたので、車両が速度を
上げて通行しないよう、ドライバーに対して減速を促
す路面標示の設置を予定しております。看板は設置
済です。（交通防犯課）
道路整備事業（歩道新設及び車道拡幅）を開始しま
す。令和４年度は測量や概略設計を行う予定です。
（土木課）
地元から、スクールバスのルート変更により、横断歩
道不要と回答がありました。（成田警察署）

29
大栄みら
い学園

伊能 大栄みらい学園前 横断歩道の設置

車の停止線もなく、スクー
ルバスや通行する車と横
断する児童が交錯してい
るため。

成田警察署
土木課

設置に向け進捗しております。（成田警察署）
警察と協議の上、令和３年度中に横断歩道を設置い
たします。（土木課）

29
大栄みら
い学園

伊能 伊能６３９－５１付近 樹木の伐採

空き地からの樹木が道路
上に伸びており、自転車
で通学する生徒にとって
見通しがもてない。

道路管理課
交通の支障となる草刈、枝の剪定を行いました。（道
路管理課）
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