
佐野市通学路合同点検結果一覧

黄色

１ 防犯に関する合同点検箇所数（令和元年度～令和４年度）

合同点検箇所数

32

２ 防災に関する合同点検箇所数（令和元年度～令和４年度）

(1) 合同点検箇所数
対策実施箇所及び
対策予定箇所数

10 4

(2)　防災に関する対策実施箇所及び対策予定箇所及び対策予定箇所数（令和元年度～令和４年度）
【植野小学校】　学校番号 3　

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 佐野市赤坂町（秋山川　海陸橋付近） 大雨による洪水の恐れ。 工事の進捗状況、今後の工事予定について学校に説明済み 栃木県 Ｒ２年度～

【赤見小学校】　学校番号 10　

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 佐野市赤見町（町屋橋北） 川沿いにガードレール等がなく、児童が通行する際に危険である。 ガードレール設置 佐野市 Ｒ２年度

【城東中学校】　学校番号 1　

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

「急傾斜地崩壊危険箇所」の看板設置。 栃木県 Ｒ１年度

防護柵の設置 佐野市 Ｒ２年度

３ 交通安全に関する合同点検箇所数（平成24年度～令和４年度）

(1) 合同点検箇所数
対策実施箇所及び
対策予定箇所数

373 282

令和５年１月３０日公表分　

・・・新たに追加された対策箇所　　赤文字・・・過去の対策実施箇所の中で、追加もしくは変更になった内容等

防災については個人所有箇所を除き公表いたします。「対策実施箇所及び対策予定箇所数」以外の場所は、現在対策を検討している箇所、経過観
察となった箇所等となっています。各校では、継続して防災教育の推進に取り組んでいます。

「対策実施箇所及び対策予定箇所数」以外の場所は、現在対策を検討している箇所や長期的な展望が必要な箇所となっています。各校では、日頃
から児童生徒に対して交通安全指導の徹底を図っています。また、地域の見守りボランティア活動による登下校の安全確保を図っています。今後
も継続して命を守る指導を推進していきます。

防犯については具体的な箇所の特定につながるため一覧の公表は行いません。危険箇所へは注意喚起用ラミネート看板の設
置、青色回転灯パトロールでの巡回等の対策を実施いたしました。また、学校での防犯教育の推進、地域や保護者の方の協力
を得て防犯パトロール、見守りボランティア活動、ながら見守り活動に取り組み、児童生徒の安全確保に努めております。

1
佐野市若松町
（城東中西側の城山公園）

土砂崩れの危険性がある。
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(2)　交通安全に関する対策実施箇所及び対策予定箇所（平成24年度～令和４年度）
【佐野小学校】　学校番号　１

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道２級１０１号線
佐野市浅沼町
（佐野東高校北側道路）

雨が降ると道路に水が溜まってしまう。 排水桝の清掃 佐野市 Ｈ２６年度

2 主要地方道桐生岩舟線 佐野市高砂町 中心市街地で歩行者が多いにも係わらず南側歩道が未整備である。 歩道整備中【高砂町工区】 栃木県 Ｈ２７年度～

3
市道佐野４１号線、
市道２級１０１号線

佐野市金屋下町
(学校東側道路)

道路標識の表示が壊れている。
道路標識の撤去
樹木の剪定による見通しの確保

警察
佐野市

Ｈ２７年度～

4 市道犬伏１７９号線
佐野市浅沼町
（佐野小南東側踏切～酒店まで）

交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。 路側帯部分のカラー舗装 佐野市
Ｒ１年度～Ｒ
３年度

5 市道植野６５号線
佐野市浅沼町
（救世軍佐野保育園付近）

側溝の蓋が浮いていたり、溝ができていたりする 側溝の補修 佐野市 Ｒ４年度

【天明小学校】　学校番号　２

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1
市道佐野１３号線、
市道佐野３８２号線

赤坂鷹部屋橋付近 歩道がなく、坂を上がるために加速する自動車との接触事故が懸念される。 危険箇所を迂回できるように土手に階段を設置（鷹部屋橋赤坂側の北側） 栃木県 Ｈ３０年度

2 市道佐野１１号線
佐野市大橋町
（水道局東側踏切南北道路）

線路付近の幅員が狭く、歩道がない。 待避所、路側帯の確保 佐野市
Ｒ１年度～Ｒ
３年度

横断歩道の更新 警察 Ｒ３年度

注意喚起の看板を設置 佐野市
Ｒ３年度～Ｒ
４年度

4 一般県道佐野環状線
佐野市大橋町
（牛丼店付近歩道）

信号待ちをする児童が多いが歩道の待機スペースが広くないため危険である。 防護柵の設置 栃木県
Ｒ３年度～Ｒ
４年度

横断歩道の拡幅 警察 Ｒ４年度

交差点角にボラード設置済み 佐野市 Ｒ４年度

【植野小学校】　学校番号　３

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道１級７号線

佐野市船津川町
（十二所公民館前）
※船津川小学校（H28年度閉校）からの要望箇
所

交差点の見通しが悪い。 交差点マーク、停止指導線の設置 佐野市 Ｈ２４年度

2 市道植野２６２号線

佐野市船津川町
（学校北側道路交差点）
※船津川小学校（H28年度閉校）からの要望箇
所

交通量が多い。 注意喚起の看板の設置 佐野市 Ｈ２４年度

注意喚起の路面標示の設置 栃木県 Ｈ２８年度

右折レーンの路面標示の改善 栃木県 Ｒ１年度

注意喚起の路面標示の設置 佐野市 Ｈ２９年度

電柱2本を民地へ移設 佐野市 Ｈ３０年度

3
市道植野４０５号線
市道植野３０号線

佐野市上台町
(吞竜幼稚園サッカーグラウンド前)

登校時の交通量が多く、横断歩道前で停止しない車があり危険である。

5 市道２級１２７号線
佐野市大橋町
（ラーメン店付近）

東西に走る優先道路の交通量が多く、横断歩道で一時停止しない車があり、児童の登
下校時に危険である。

3
一般県道佐野環状線
市道植野３８７号線

佐野市赤坂町
（コンビニエンスストアの東南）

交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。

4 市道１級３号線
佐野市赤坂町
（七軒町歩道橋から続く道路）

幅員が狭く、歩道がない。
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5 市道植野２１号線
佐野市寺中町
(植野小から線路までの道路)

路側帯のラインが薄くなっていて見にくい。 路側帯のラインの更新 佐野市 Ｈ３０年度

6 市道植野５１号線
佐野市植上町
（学校東側鮮魚店付近交差点）

木々が道路に覆いかぶさっている。外側線や路面標示が薄くなっている。
「とまれ」路面標示の更新
木の伐採等依頼済み、外側線の更新、注意喚起の立看板の更新

警察
佐野市

Ｒ１年度

7 市道植野３８７号線
佐野市赤坂町
(コンビニエンスストアから西部赤坂公園まで
の道)

歩道のラインが無く、車通りも多いので危険である。 市道東側に外側線を設置 佐野市 Ｒ２年度

8 県道佐野環状線
佐野市植下町
（新海陸橋階段　佐28号踏切近く）

鳥の糞が非常に多く、雨天時にすべりやすい。衛生面でも不安がある。 鳥の糞の清掃を定期的に行う 栃木県 Ｒ２年度

9 市道植野１２４号線
佐野市寺中町
（介護施設南付近）

廃棄物が多く、道路にまで広がっていて危険である。 廃棄物の撤去 佐野市 Ｒ３年度

10 市道1級3号線
佐野市植野町
佐野市寺中町

注意喚起看板が劣化し、読めなくなっている。 老朽化した看板を撤去 佐野市 Ｒ３年度

11
市道植野５４号線
市道植野６４号線

佐野市植上町
（南中学校北東角）

見通しが悪く、車の出入りもあり、横断する児童が危険 ラミネート看板を設置 佐野市 Ｒ４年度

【界小学校】　学校番号　４

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道１級５号線
佐野市越名町
（越名町から越名歩道橋まで）

交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。道路も凹凸があり、破損してい
る。

道路舗装修繕、外側線の設置 佐野市 Ｈ２４年度

2
市道界５９号線
市道界６０号線

佐野市馬門町
（界小北門からコンビニエンスストア）

交通量が多い。外側線が途中から設置されていない。 外側線の設置 佐野市 Ｈ２５年度

外側線の設置 佐野市 Ｈ２５年度

路面表示の設置 佐野市 Ｒ３年度

道路標示（止まれ）の更新
警察
佐野市

Ｈ２６年度

外側線の更新
警察
佐野市

Ｈ２８年度

該当箇所の北側からコンビニエンスストアまでで消えている外側線を更新
警察
佐野市

Ｈ３０年度

「通学路注意」路面標示の設置 佐野市 Ｒ１年度

道路標示（交差点注意）の設置、外側線の更新（界１７４号線）
交差点鋲の設置、交差点マークの設置

警察
佐野市

Ｈ２７年度

横断歩道の更新
ポストコーン設置、路面の補修

警察
佐野市

Ｒ３年度

6 市道２級１１５号線
佐野市馬門町
（界小北門西側交差点）

交通量が多い。見通しが悪い。 隅切り工事、横断歩道の設置
警察
佐野市

Ｈ２９年度

7 一般県道佐野古河線
佐野市高萩町
（工業団地西交差点から国道５０号への道
路）

交通量が多い。児童と自転車の通行帯が同じで危険である。
歩道、自転車通行帯を別に設ける。国道５０号の桁下内について協議中【高
萩町工区】

栃木県 Ｈ２８年度～

8 市道２級１０９号線
佐野市高萩町
（市営住宅、商店付近）

三叉路の脇に児童の集合場所があり、見通しが悪く交通量も多い。 注意喚起の路面標示の設置 佐野市 Ｈ２９年度

道路拡幅について詳細設計及び近隣へ説明会を実施 佐野市 Ｒ２年度

道路拡幅に伴う押しボタン信号と横断歩道の移設
ガードレールの改修、学校のフェンス改修

警察
佐野市

Ｒ２～Ｒ３年
度

10 国道５０号
佐野市高萩町
（国道５０号高萩高架下　北西）

横断歩道の白線が薄れてしまっている。凹凸があり転倒の危険がある。
道路の補修
横断歩道の更新

国
警察

Ｒ３年度

3
市道界８８号線
市道２級１１５号線

佐野市馬門町
（浅田神社前カーブ）

交通量が多い。歩道もなく、見通しが悪い。

4
市道２級１０９号線
市道界４号線

佐野市高萩町
（市営高萩住宅南の十字路から国道５０号へ
の道）

交通量が多い。見通しが悪く道幅も狭い。車と児童と錯綜し危険な状態である。

5
市道２級１１５号線
市道界１７４号線

佐野市馬門町
（界小南側　馬門交差点）

交通量が多い。車両を認識しにくい交差点を横断しなければならず、危険である。

9 市道界５９号線
佐野市馬門町
（界小北側道路の押しボタン信号）

児童が信号待ちをするための場所がなく、道も狭く危険である。
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11 国道５０号
佐野市高萩町
（国道５０号高萩高架下　南東）

横断歩道の待機スペースに雑草が生えている。 待機スペースの除草 国 Ｒ３年度

12 市道界２０７号線 佐野市高萩町1232-10付近十字路 朝は交通量が多い上、横断歩道が少なくスピードを出す車が多い。 横断歩道の設置 警察 Ｒ３年度

13 市道１級５号線 佐野市飯田町215付近カーブ カーブの見通しが悪いなかで、登下校時にスピードを出して通過する車が多い。 ポストコーン設置 佐野市 Ｒ４年度～

【犬伏小学校】　学校番号　５

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道２級１１０号線
佐野市富岡町
（ＪＲ両毛線踏切周辺）

踏切幅が狭い。児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。 横断歩道の設置 警察 Ｈ２４年度

2 市道２級１１０号線
佐野市富岡町
（ＪＲ両毛線踏切北側交差点からＪＡ）

踏切周辺の道路の幅員が狭く、車と児童が錯綜し危険な状態である。 踏切北側道路の路側帯部分のカラー舗装化 佐野市 Ｈ２８年度

3
市道犬伏１２８号線
市道犬伏１３０号線

佐野市犬伏下町
（学校南側）

児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。 横断歩道の設置 警察 Ｈ２４年度

4 市道２級１１０号線
佐野市犬伏下町
（学校西側交差点）　

横断歩道に歩行者用信号機が設置されていない。 歩行者信号機の設置 警察 Ｈ２６年度

5 一般県道唐沢山公園線
佐野市犬伏新町
（洋品店交差点）

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。
平成２８年にカラー舗装の実施。今後、交差点付近から北４５０ｍを改良予
定
【犬伏新町工区】

栃木県 Ｈ２８年度～

横断歩道の更新 警察 Ｈ２５年度

停止線、止まれの更新 警察 Ｈ２７年度

減速の路面標示の設置 栃木県 Ｈ２９年度

歩道橋の橋面舗装が傷んでいる箇所がある。 歩道橋の橋面舗装の修繕、一番下の目隠し板の撤去 栃木県 Ｈ２７年度

歩道橋の一番下の目隠し板が下りてきたときの視界を遮ってしまう。電線の位置が歩
道橋に近い。

歩道橋の橋面舗装の修繕、電線カバーの設置 栃木県 Ｈ２９年度

歩道橋に穴が開いているため危険。 歩道橋の修繕完了 栃木県 Ｈ３０年度

外側線の更新 佐野市 Ｈ２７年度

ラバーポール設置 佐野市 Ｈ２８年度

9 市道2級１１０号線
佐野市犬伏下町　
（学校西側交差点に続く道路）

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。 外側線の設置 佐野市 Ｈ２８年度

10 市道２級１０５号線
佐野市富岡町
（新規分譲地から南下する道路）

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。交通量も多い。
停止線の更新
注意喚起の路面標示設置

警察
佐野市

Ｈ２９年度

歩道整備予定【犬伏新町工区】 栃木県 Ｈ３０年度～

注意喚起の路面標示の設置 栃木県 Ｒ１年度

カラー舗装の実施 栃木県 Ｒ３年度

12
市道２球１０５号線
市道犬伏１４０号線

佐野市富岡町
（北富第二公園北丁字路）

角がカーブになっていて歩行者が見えにくい。 注意喚起の路面標示の設置 佐野市 Ｒ１年度

13 市道犬伏１２４号線
佐野市富岡町
（犬伏第一地区西公園北側道路）

児童が横断するのに危険。 「止まれ」道路標示の更新 警察 Ｒ１年度

6 主要地方道栃木佐野線 佐野市韮川町 横断歩道は設置されているが、見通しが悪く、危険である。

7 一般県道唐沢山公園線
佐野市犬伏下町
（学校西側歩道橋）

8
市道２級１１０号線
市道犬伏３８号線

佐野市大栗町
（大栗保育園周辺道路）

見通しが悪い。用水路沿いにガードレール等が無い。

11 一般県道唐沢山公園線
佐野市犬伏下町
（洋品店交差点から唐沢山への道路）

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。
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14 県道佐野田沼線
佐野市富岡町1432
（県道佐野田沼線高架下トンネル南側）

道が狭いが交通量が比較的多い。 停止線の更新
警察
栃木県

Ｒ３年度

15 市道犬伏135号線
佐野市犬伏新町１３２４番地から南
（犬伏地区公民館の東）

道が狭いが交通量が多く、登下校時に危険を感じる。 路面表示の設置 佐野市 Ｒ３年度

16 市道２級１１０号線
佐野市犬伏下町～犬伏中町
（大栗保育園南）

路側帯が狭く、カーブミラーが立てられているところもあるため、児童が車道にはみ
だして通行しなければならない。車道も狭く、交通量が多い。

カラー舗装の設置 佐野市 Ｒ４年度～

17 市道２級１１０号線
佐野市犬伏下町～犬伏中町
（犬伏中町公民館～犬伏街道）

交通量が多いが路側代が狭い。カーブミラーを避けるため児童が車道側にはみ出す。 カラー舗装の設置 佐野市 Ｒ４年度～

【犬伏東小学校】　学校番号　６

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1
市道犬伏８４号線
市道犬伏１０１号線

佐野市米山南町、関川町
（米山南町、関川町境、両毛線踏切北）

交通量が多い。 速度取締の強化 警察 Ｈ２５年度

2 市道１級１９号線
佐野市関川町
（高速道路下近くの横断歩道）

交通量が多い。 横断歩道の更新 警察 Ｈ２５年度

3
県道佐野ＳＡスマートイン
ター線
市道２級１１３号線

佐野市西浦町 横断歩道はあるが信号機の設置はなく、安全に横断できない。 「交差点あり」路面表示を設置 栃木県 Ｒ２年度

4 県道佐野環状線 佐野市黒袴町 児童が登校班の集合場所に集まるために道路を横断している。 横断歩道の設置 警察 Ｒ３年度

5 市道１級１９号線
佐野市関川町726付近
（東北自動車道高架東・韮川橋付近）

交通量が多く、またスピードを出している車も多く、なかなか安全に横断歩道を渡れ
ない。

「横断者あり」路面表示を設置 佐野市 Ｒ３年度

6 市道２級１１２号線
佐野市黒袴町
（みかもクリーンセンター～県道バイパス）

工業団地勤務の方が抜け道として利用するため朝の交通量が多い。 「交差点注意」路面表示を設置 佐野市 Ｒ４年度

【城北小学校】　学校番号　７

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道２級１０４号線
佐野市若松町
（城西公民館前）

カーブになっており、見通しが悪い。 カーブミラー角度調節、外側線の設置 佐野市 Ｈ２４年度

2 市道１級２号線
佐野市堀米町
（歯科医院東側）

見通しが悪い。 交通指導員が立哨による注意喚起 佐野市 Ｈ２４年度

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。 歩道整備【堀米町工区】
栃木県
佐野市

Ｈ２２年度～
Ｒ２年度

自転車が小学校校門付近を一時停止せず危険である。 歩道上に注意喚起の路面標示の設置
栃木県
佐野市

Ｈ２８年度

4
市道堀米６５号線
市道堀米１８４号線

佐野市堀米町
（造り酒屋の交差点から踏切）

交通量が多い。 注意喚起の看板の設置、外側線の更新 佐野市 Ｈ２８年度

5
一般県道赤見本町線
市道佐野１５号線
市道佐野７４号線

佐野市天神町
（ガソリンスタンド前交差点）

交通量が多い。危険運転を見かける。
注意喚起の路面標示設置
交通指導員の配置時間の変更

栃木県
佐野市

Ｈ２９年度

6 主要地方道佐野田沼線 佐野市奈良渕町 歩道が狭い。 北側の舗装劣化箇所を修繕及び縦断方向の段差を解消 栃木県 Ｈ３０年度

停止線、「止まれ」の標識を設置 警察 Ｈ３０年度

カーブミラーの設置 佐野市 Ｒ１年度

8 市道堀米１１５号線
佐野市堀米町
（城北小学校北門付近）

車から左右の確認がしにくく、児童の歩いている姿が確認しにくい。 カーブミラーの設置　 佐野市 Ｒ１年度

9 市道２級１４９号線
佐野市堀米町
（安蘇庁舎前交差点）

歩道に標識または看板の跡のようなものがあり、つまづきやすい。 歩道の修繕 警察 Ｒ２年度

3
一般県道堀米停車場線
市道２級１４９号線

佐野市堀米町

7
市道堀米１１６号線
県道堀米停車場線

佐野市堀米町（堀米駅南東交差点）
停止線、「止まれ」の表示、ミラーが設置されておらず、車が一時停止しないことも
あるため、児童が横断するのに危険がある。停止線、「止まれ」の表示、ミラーを設
置してほしい。
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10 民有地
佐野市堀米町
（若松アンダー北西）

雑草が伸びているため、児童は周囲の安全点検をしにくい。 所有者に管理を依頼し、除草済み 佐野市 Ｒ３年度

11
市道堀米６５号線
市道堀米６７号線

佐野市堀米町
（城北小学校北／学習塾付近）

見通しが悪く、運転手、児童どちらからも確認しにくい。 カーブミラー表示板の更新 佐野市 Ｒ４年度

【旗川小学校】　学校番号　８

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1
市道１級１２号線
市道旗川１３４号線

佐野市並木町 横断歩道、外側線が薄くなっている。 横断歩道、外側線の更新
警察
佐野市

Ｈ２７年度

2 市道旗川４３号線 佐野市並木町 児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。 横断歩道の設置、古い標識の撤去
警察
佐野市

Ｈ２７年度

3 市道２級１３２号線
佐野市並木町
（土木事業所前）

交通量が多く、横断するのに危険である。 横断歩道の設置 警察 Ｈ２８年度

4
市道２級１３１号線
市道２級１３２号線
市道旗川１３４号線

佐野市並木町
（商店前交差点）

路側帯が設置されていない。見通しが悪い。 注意喚起の看板設置 佐野市 Ｈ２７年度

ポストコーンの設置 佐野市 Ｒ１年度

ガードレールの設置（3箇所） 佐野市 Ｒ２年度

7 市道旗川１２４号線
佐野市小中町
（こなか人丸公園北西丁字路）

朝の登校時、東西に走る自動車の数が多く、児童が横断するのに危険である。 注意喚起の看板を設置 佐野市 Ｒ３年度

8 市道旗川１５号線
佐野市小中町
（こなかの森東／精米所の東）

朝の登校時、南北に走る自動車の数が多く、児童が横断するのに危険である。 横断歩道の設置 警察 Ｒ３年度

【吾妻小学校】　学校番号　９

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

信号待ちしている歩道上に、側道の出口があり、危険である。 ハンプ、薄層カラー舗装、区画線、ラバーポール設置、注意喚起看板設置 国 Ｈ２７年度

歩行者用青信号の間隔が短く、児童が渡り切れない。 歩行者用信号機の青信号の時間の延長 警察 Ｈ２９年度

2
国道50号
県道寺岡館林線　

佐野市高橋町
(髙橋町交差点南側歩道)

国道50号から県道に右折（北進）する車両が、赤信号を無視するケースが多く歩行者
が青信号でも危険である。

注意喚起の看板設置
赤信号の時間を2秒延長

警察
佐野市

Ｈ３０年度

3
一般県道寺岡館林線
市道２級１２４号線

佐野市村上町 左右の見通しが悪い。
「止まれ」の道路標示の設置
交差点角にある樹木の剪定

警察
町会

Ｈ２７年度

4
国道５０号
市道吾妻１０号線

佐野市上羽田町
（50号アンダー）

国道５０号のアンダーから水漏れがある。 水漏れ対策実施済み 国 Ｈ２７年度

5
市道吾妻６７号線
吾妻６８号線
吾妻７５号線

佐野市村上町
(病院西側、JA桃梨の里西側道路)

県道を迂回する車両が速度超過で通過している。歩道はなく危険である。 注意喚起の路面表示の設置、外側線の設置
警察
佐野市

Ｈ３０年度

「カーブ注意」の路面表示の更新 栃木県
Ｒ３年度～Ｒ
４年度

置き式ガードレールの設置
制限速度４０㎞表示の強調、標識の設置

栃木県
警察

Ｒ４年度

【赤見小学校】　学校番号　１０

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1
一般県道山形寺岡線
市道赤見２６４号線

佐野市赤見町
（赤見町交差点）

雨が降ると道路に水が溜まってしまう。 道路舗装補修
栃木県
佐野市

Ｈ２４年度

5
市道１級１２号線
市道１級１４号線

佐野市並木町
（旗川小前のコンビニエンスストア付近）

縁石の切れた部分からの車の乗り入れがあり危険。

1 国道５０号
佐野市高橋町
（高橋交差点北側歩道）

6 一般県道寺岡館林線
佐野市上羽田町
（高橋町交差点北カーブ）

大型車の通行が多く、歩道はあるが急カーブであり危険である。
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2 市道赤見２５１号線
佐野市赤見町
（大野橋付近）

児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。 横断歩道の設置 警察 Ｈ２４年度

3 市道赤見１５３号線
佐野市赤見町
（ＪＡ佐野赤見支店前交差点）

現在の横断歩道の場所では、児童が横断するのに危険を感じる。 横断歩道の移設 警察 Ｈ２４年度

横断歩道の更新 警察 Ｒ１年度

路面表示の設置 栃木県
Ｒ３年度～Ｒ
４年度

5
市道赤見１９７号線
市道赤見２０６号線

佐野市赤見町
（西宿公民館付近）

児童が横断するのに危険である。。 停止線の更新、「止まれ」の標識の修繕 警察 Ｒ１年度

交通指導員の配置を変更 佐野市 Ｒ２年度

防護柵の設置 栃木県 Ｒ３年度

【石塚小学校】　学校番号　１１

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道１級１８号線
佐野市石塚町
（南方寺南道路）

道幅が狭く、歩道が無い。 外側線の設置 佐野市 Ｈ２４年度

2 市道１級１８号線
佐野市石塚町
（南方寺南道路）

センターラインが薄くなっている。 センターラインの更新 佐野市 Ｈ２４年度

3
市道１級１７号線
市道赤見７５号線
市道２級１４７号線

佐野市石塚町
（石塚小北側横断歩道）

横断歩道のラインやストップマークが薄くなっている。 横断歩道の更新 警察 Ｈ２５年度

止まれの標識が見にくい。 道路標識（止まれ）の位置変更 警察 Ｈ２５年度

「止まれ」の道路標示が薄くなっている。 「止まれ」の道路標示の更新 警察 Ｈ２７年度

5 市道赤見７５号線
佐野市石塚町
（１６９０～１５３３までの通学路）

外側線が薄くなっている。 外側線の更新 佐野市 Ｈ２６年度

反射板がはがれている。停止線が薄くなっている。 停止線の更新、反射板の補修（東京電力）
警察
佐野市

Ｈ２６年度

外側線が薄くなっている。 外側線の更新
警察
佐野市

Ｈ２７年度

7 市道１級１７号線
佐野市石塚町
（１４０６～１３６７番地通学路）

停止指導線がない。外側線から住宅までの幅が非常に狭く、車と児童と錯綜し危険な
状態である。

停止誘導線の設置 佐野市 Ｈ２６年度

8 市道１級１８号線
佐野市石塚町
（南方寺前Ｔ字路）

児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。 横断歩道の設置 警察 H２６年度

9
市道１級１７号線
市道２級１４７号線
市道赤見７５号線

佐野市石塚町
（石塚小手前交差点）

児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。 横断歩道の設置 警察 H２６年度

10
市道２級１４５号線
市道赤見４２号線

佐野市石塚町
（市営石塚住宅東側道路）

停止線が設置されていない。 停止線の移設、道路標識（止まれ）の設置 警察 Ｈ２６年度

11 市道１級１８号線
佐野市石塚町
（石塚町２２００付近）

「止まれ」の道路標示が薄くなっている。 「止まれ」の道路標示の更新 警察 Ｈ２７年度

12 市道２級１４５号線
佐野市石塚町
（スーパーマーケット前の道路）

車の出入りが多い。 巻き込みライン更新 佐野市 Ｈ２７年度

横断歩道、停止線の更新 警察 Ｒ１年度

南北方向に歩行者用信号機を設置 警察 Ｒ３年度

4 国道２９３号
佐野市赤見町
(ドライブイン手前)

児童が横断するのに信号機が設置されていない。

6
市道
県道山形寺岡線

佐野市赤見町
（電子機器工場南東の交差点）

交通量が非常に多く、横断に危険を感じる。

4
市道１級１７号線
市道２１８号線
市道赤見４８号線

佐野市石塚町
（石塚町２３９１－２付近）

6
市道１級１７号線
市道赤見７３号線

佐野市石塚町
（崇雲寺前交差点）　

13 市道２級１４５号線
佐野市石塚町
（スーパーマーケット北側交差点）

児童が横断するのに信号機が東西方向にしか設置されていない。
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側溝の蓋ががたついている。 側溝の蓋の確認 佐野市 Ｈ２８年度

草や木が伸びていて、道路にはみ出している。
注意喚起の看板設置
学校北東交差点の横断歩道の更新

警察
佐野市

Ｒ１年度

道幅が狭く、速度を落とさず走ってくる車が多い。 用地買収済み 佐野市 Ｒ２年度

15 市道１級１７号線
佐野市石塚町
（石塚神社前）

見通しが悪く道幅も狭い。登校時は車通りも多く、スピードを緩めず走る車が多い。 注意喚起看板の設置 佐野市 Ｒ２年度

16 市道１級１７号線
佐野市石塚町
（下石塚交差点～関根自動車）

交通量が多いが、道幅が狭く、車と児童と錯綜し危険な状態である。
下石塚交差点北に歩行者退避スペースを整備
カラー舗装の設置

佐野市 Ｒ３年度

17 市道１級１７号線
佐野市石塚町
（石塚小学校北東押しボタン信号）

停止線が消えている。横断歩道が薄くなっている。 横断歩道、停止線の更新 警察 Ｒ４年度

【出流原小学校】　学校番号　１２

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 一般県道山形寺岡線
佐野市出流原町
（コンビニエンスストアの北側）

交通量が多い。横断するのに危険である。 注意喚起の看板の設置 佐野市 Ｈ２８年度

2 「通学路注意」路面標示の設置 栃木県 Ｒ１年度

3 カラー舗装設置 栃木県 Ｒ３年度

4 国道２９３号 佐野市出流原町 歩道の左右から雑草が生え始め高さが出てきたため、見通しが悪い。 除草作業実施 栃木県 Ｒ３年度

5 国道２９３号 佐野市出流原町
歩道の左右から雑草が生え始め高さが出てきたため、見通しが悪い。また、歩道に亀
裂が入り、段差や隆起している箇所があり、転倒の危険がある。

除草作業実施、側溝上の堆積土除去、歩道の舗装修繕 栃木県 Ｒ４年度

【田沼小学校】　学校番号　１３

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 主要地方道佐野田沼線 佐野市田沼下町 歩道が1.5mと狭いため十分な幅員が確保されていない。 歩道整備中【田沼下町工区】 栃木県 Ｈ２６年度～

2 主要地方道佐野田沼線
佐野市田沼町
（歯科医院の北交差点）

横断歩道が薄くなっている。 横断歩道の更新 警察 Ｈ２８年度

3 一般県道田沼唐沢山公園線
佐野市田沼町
（一瓶塚稲荷前の交差点）

路側帯に設置されているコンクリートブロックが障害になり通行しにくい。 コンクリートブロックの撤去、ラバーポールの設置 栃木県 Ｈ２９年度

4 一般県道１１５号線
佐野市田沼町
（歯科医院南、田沼駅北の交差点）

交差点が死角となり危険である。 外側線の位置の変更 佐野市 Ｈ２８年度

5 市道１０９２号線
佐野市田沼町
（歯科医院前の側溝）

側溝の蓋がはずれていて危険である。 側溝の蓋の改修 地権者 Ｈ３０年度

6
市道１０４８号線
市道１０４６号線

佐野市田沼町
（田沼小学校南西）

横断歩道の関係で登校時間帯、大量の児童が左側通行を行うので、通行車両への注意
喚起が必要。

横断歩道の更新
外側線の更新

警察
佐野市

Ｈ３０年度

7 市道１０５７号線
佐野市田沼町
（田沼小学校南西）

少量の雨天時でも、広範囲で水溜りができてしまう。道路の側溝の改修や道路の舗装
を希望。

側溝の改修、道路の舗装今年度対応。 佐野市
Ｈ３０年度～
Ｒ１年度

8 市道２０１号線
佐野市田沼町
（田沼町１２６８-１～１３８９付近）

通勤車両の抜け道となっており、スピードを出す車の通りが激しい。 注意喚起の看板設置 佐野市 Ｈ３０年度

外側線の更新 栃木県 Ｒ１年度

路面表示の設置 栃木県
Ｒ３年度～Ｒ
４年度

14 市道１級１７号線
佐野市石塚町
（石塚小東側道路）

一般県道山形寺岡線
佐野市出流原町
（ラーメン店から南側の道路）

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。

9
県道田沼停車場線
市道１０９２号線

佐野市栃本町
（田沼駅西側道路～国道２９３号線）

外側線が薄くなり、通行に危険である。
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10 国道２９３号
佐野市田沼町
（ファミリーレストラン北側）

歩道に十分な幅員が確保されていない。 歩道整備【田沼町工区】 栃木県
Ｒ１年度～Ｒ
３年度

11 市道２０１号線
佐野市田沼町
（スーパーマーケット西側道路）

住宅の壁にかかっている金属製の看板が剥がれていて危険。 看板の修繕 看板設置者 Ｒ１年度

12 市道２０２号線
佐野市栃本町
（接骨院前）

横断歩道の白線が消えかかっており、危険に感じる。 横断歩道の更新 警察 Ｒ２年度

13 市道３０８５号線
佐野市田沼町
（接骨院前横断歩道から田沼東中方面）

大きな通りにつながるため、車の通行もあるなか、カーブで見通しが悪く危険であ
る。

注意喚起の看板設置 佐野市
Ｒ２年度～Ｒ
３年度

14 市道２０５号線
佐野市田沼町
（ドラッグストア～こばと幼稚園）

横断歩道はあるが、車通りが多く、危険である。 横断歩道の更新 警察 Ｒ２年度

15 市道１０３８号線
佐野市田沼町
（田沼小北の消防分団小屋前）

横断歩道の白線が消えかかっており、危険に感じる。 横断歩道の更新 警察 Ｒ２年度

16 市道３０６４号線 佐野市田沼町（料理屋前） 車の通行があるなかで歩道がない。 外側線の設置 佐野市 Ｒ３年度

17
市道１０３８号線
市道１０４４号線

佐野市田沼町（田沼小学校北東～JA田沼支店
東）

外側線が消えかかっている。 外側線の更新 佐野市 Ｒ３年度

18
国道２９３号
市道２０１号線

佐野市田沼町（美容室西～駅方面） スクールゾーンではあるが、朝の時間に通行が見られる。 注意喚起の看板を設置 佐野市
Ｒ３年度～Ｒ
４年度

19 市道１０４８号線
佐野市田沼町
（コンビニエンスストア北西）

スクールゾーンではあるが、朝の時間に通行が見られる。
注意喚起の看板を設置
取り締まりを強化

佐野市
警察

Ｒ３年度～Ｒ
４年度

20 市道２０２号線
佐野市田沼町
（接骨院前横断歩道）

道路の傾きがあり、降水時には大きな水たまりができやすく、通行に支障がある。 路面の補修 佐野市 Ｒ４年度

21 市道２０５号線
佐野市田沼町
（酒店付近）

側溝の蓋に段差ができており、転倒の危険がある。 側溝の補修 佐野市 Ｒ４年度

22 主要地方道佐野田沼線
佐野市田沼町
（コンビニエンスストア付近）

横断歩道、停止線が消えかかっている。 横断歩道の更新 警察 Ｒ４年度

【吉水小学校】　学校番号　１４

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1
市道２００２号線
市道２０２３号線
市道２３３号線

佐野市新吉水町
（ガソリンスタンド前交差点）

交通量が多い。交差点に信号が設置されていない。 外側線の設置（交差点南側道路）
警察
佐野市

Ｈ２５年度

2

市道２１６号線
市道２０９５号線
市道２０９４号線
市道２０２３号線
市道２０２４号線

佐野市吉水駅１丁目
（コンビニエンスストア前交差点）

交通量が多い。交差点の見通しが悪い。 横断歩道の更新、外側線の設置、歩道の切り下げ
警察
佐野市

Ｈ２５年度

3 市道２０８２号線
佐野市小見町
（吉水小学校西道路）

道幅が狭く、交通量が多い。 外側線の更新 佐野市 Ｈ２５年度

4 市道２１０４号線
佐野市吉水駅前
（吉水駅踏切　駅東道路）

交通量が多い。道幅が狭い。 側溝の修繕工事実施、停止線の更新
警察
佐野市

Ｈ２７年度

5 市道２０８２号線
佐野市小見町
（吉水小南側）

停止線等が薄くなっている。 停止線、外側線の更新
警察
佐野市

Ｈ２８年度

6 一般県道佐野環状線
佐野市小見町
（道の駅南側歩道）

歩行者が通行する車の風にあおられ危険である。 注意喚起の路面標示の設置 栃木県 Ｈ２８年度

7 一般県道佐野環状線
佐野市小見町
（小見交差点）

交差点待機場所への車両侵入の危険がある。
横断歩道の更新
交差点に防護柵設置

警察
栃木県

Ｒ１年度

8 市道２０８号線
佐野市吉水町
（吉水小西門付近）

スピードを出して走る車が多い。 注意喚起の路面標示の設置 佐野市 Ｈ２９年度

9
市道２１３３号線
市道２級２０８号線
主要地方道佐野田沼線

佐野市栃本町
（佐野田沼ＩＣ入口）

交通量が多く、横断するのに危険である。 県道側に「横断注意」の看板設置
栃木県
佐野市

Ｈ３０年度
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10 一般県道築地吉水線
佐野市栃本町
（酒店付近交差点）

H29横断歩道はあるが、信号機が設置されていない。
H30横断者有り等の注意喚起のための路面標示の設置。

「横断者注意」の路面標示設置
警察
栃木県

Ｈ３０年度

11
市道２１６号線
市道２０３２号線

佐野市吉水駅前3丁目
（ラーメン店東側）

交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。
停止線の更新
注意喚起の路面標示の設置、縁石の修繕

警察
佐野市

Ｒ１年度

12
市道２１６号線
市道２０６号線

佐野市吉水町
（コンビニエンスストア付近）

交通量が多く、横断するのに危険である。
停止線の更新
注意喚起の路面標示の設置、縁石の修繕

警察
佐野市

Ｒ１年度

13
市道２０３９号線
市道２０４４号線

佐野市吉水駅前2丁目
（新吉水第２公園南東）

子どもの遊び場と住宅密集地が重なり、車と児童が錯綜し危険である。停止線が薄く
なっている。

停止線の更新 警察 Ｒ４年度

14 市道２０９４号線
佐野市吉水駅前1丁目
（コンビニエンスストア西）

車の通りが多く、児童の横断の際に危険である。
停止線が薄くなっている。

停止線の更新 警察 Ｒ４年度

15 市道２１１０号線
佐野市吉水町
（道の駅南西）

車の出入りが多く、児童の横断の際に危険。

横断歩道を広くする
「止まれ」表示前に予告マーク設置
注意喚起の看板設置
外側線の更新

警察
佐野市

Ｒ４年度～

16 市道２０３２号線
佐野市吉水駅前3丁目
（ラーメン店南）

停止線が薄くなっている。 停止線の更新 警察 Ｒ４年度

17 県道佐野環状線 佐野市小見町 夏になると植物が歩道にはみ出し、児童の通行に支障がある。 所有者により除草 栃木県 Ｒ４年度

18
市道２０８２号線
市道２０８５号線

佐野市小見町
（吉水小南の菊沢川沿い）

道路に亀裂があり、段差ができている。中央の亀裂から川側に向かって傾斜がついて
いる。

路面の補修 佐野市 Ｒ４年度

19 市道２０３９号線
佐野市吉水駅前2丁目
（学習塾西）

側溝カバーが崩れ、段差が大きく危険である。 側溝の補修 佐野市 Ｒ４年度

20 市道２０４６号線
佐野市吉水駅前2丁目
（ラーメン店北）

停止線が薄くなっている。 停止線の更新 警察 Ｒ４年度

21 市道２０２号線
佐野市小見町
（押しボタン信号南）

路面表示「横断歩道あり」が消えているため、運転手が予測しづらく、児童が横断す
る際に危険である。

路面表示の更新 佐野市 Ｒ４年度～

【栃本小学校】　学校番号　１５

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 一般県道築地吉水線
佐野市栃本町
（上館野交差点）

歩道が無く、車と児童が錯綜し危険な状況である。 歩道整備中【栃本工区】 栃木県 Ｈ２０年度～

横断歩道、外側線の更新
警察
栃木県

Ｈ２７年度

注意喚起の路面標示の設置
警察
栃木県

Ｈ２８年度

3 市道３０４４号線
佐野市栃本町
（下町から上館野）

田んぼ側の道路に段差がある。 段差を解消する工事を実施 佐野市 Ｒ３年度

【多田小学校】　学校番号　１６

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1
市道４０３９号線
市道４０６４号線
市道４０２９号線

佐野市多田町
（学校西門から多田駅への道）

道幅が狭い。外側線が無い。 外側線の設置 佐野市 Ｈ２６年度

2 市道４０６３号線
佐野市多田町
（学校西門から出て初めの十字路を曲がった
道）

外側線が薄くなっている。 外側線の更新 佐野市 Ｈ２６年度

3 一般県道栃木田沼線
佐野市多田町
（学校南側の交差点から続く道路）

道幅が狭い。外側線が薄くなっていたり、無かったりする部分がある。 外側線の設置 栃木県 Ｈ２７年度

4 一般県道栃木田沼線
佐野市多田町
（東武線踏切から続く道路）

道幅が狭い。外側線が薄くなっている。 外側線の更新 栃木県 Ｈ２７年度

2 一般県道田沼唐沢山公園線
佐野市栃本町
（学校西側交差点からコンビニエンスストア
まで）

道幅が狭い。外側線が薄くなっている。
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5 市道４０６６号線 佐野市山越町 車道と歩道の区別がない。 北側に外側線の設置 佐野市 Ｈ２８年度

6 市道４０７７号線 佐野市山越町 外側線が薄くなっている。 外側線の更新、停止線の更新
警察
佐野市

Ｈ２８年度

7 市道４０４８号線
佐野市多田町
（社員寮前）

側溝の蓋が破損し、穴が開いている。 破損した蓋を修復 佐野市 Ｈ３０年度

8 市道４０４８号線
佐野市多田町
（社員寮前）

側溝の蓋の隙間が大きく開いている。 蓋を交換し隙間を埋めた 佐野市 Ｈ３０年度

11
市道４０６２号線
市道４０２３号線

佐野市多田町
（多田小正門前丁字路付近）

見通しが悪く、危険である。登校の時間帯に交通量が多く、道が湾曲しているので運
転者から児童が目視しづらい。

既設のカーブミラーを大きいサイズに交換 佐野市 Ｒ３年度

12 県道栃木田沼線
佐野市多田町
（コンビニエンスストア西～個人商店）

路側帯が狭く、危険である。 路面表示の設置 栃木県 Ｒ４年度～

【葛生小学校】　学校番号　１７

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道相生倭町線
佐野市葛生西
（葛生小東門前）

横断歩道等が消えている。標識が傾いている。 横断歩道等の更新、標識の修繕 警察 Ｈ２９年度

2 市道本町枯木線
佐野市葛生東　葛生駅付近の踏切周辺（A地
点）、踏切北部歩道地点（B地点）

歩行者が歩く歩道の幅が狭く、車両が歩行者の接近するために危険。車道や歩道に自
転車も通るため危険。

道の両側の線路の手前にポストコーンを設置 佐野市 Ｈ３０年度

3 市道町東線
佐野市葛生東
（葛生行政センター北信号）

信号待ちをしている児童の待機場所がない。
横断歩道の更新、速度表示の更新
外側線の更新

警察
栃木県

Ｒ２年度

【葛生南小学校】　学校番号　１８

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 一般県道栃木田沼線 佐野市中町 歩道の未整備区間がある。 歩道整備中【中工区】、注意喚起の路面標示の設置 栃木県 Ｒ２年度～

横断歩道の更新 警察 Ｈ２７年度

注意喚起の看板設置 警察 Ｈ２８年度

3 一般県道栃木田沼線
佐野市中町
（栄橋付近）

栄橋からの左折のとき、減速しない車が多い。 減速マーク等の設置 栃木県 Ｈ２８年度

4 市道中西線 佐野市中町1076-1付近 側溝のコンクリート製の蓋が安定していない。 側溝蓋の修繕 佐野市 Ｒ３年度

5 市道中西線 佐野市中町1072-13付近 歩道に草がはみ出ており、歩道が十分に確保されていない。 所有者に管理を依頼（道路にはみ出した部分は道路管理者により除草） 佐野市 Ｒ３年度

【常盤小学校】　学校番号　１９

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道松井町岩崎線
佐野市豊代町
（旧道 商店前道路）

近くにカーブがあり見通しが悪い。
道路標示（「３０」速度規制）の設置
外側線の引き直し

警察
佐野市

Ｈ２５年度

近くにカーブがあり見通しが悪い。 減速マークの設置
警察
栃木県

Ｈ２５年度

横断歩道が薄くなっている。 横断歩道の更新
警察
栃木県

Ｈ２９年度

3 一般県道秋山葛生線
佐野市豊代町
（仙波交差点から秋山方面に向かう道路）

歩道が無く、車と児童が錯綜し危険な状態である。 歩道整備中【豊代工区】 栃木県 Ｈ２７年度～

2

一般県道栃木田沼線
市道本町枯木線
市道藤坂線

佐野市中町
（県道から藤坂峠への交差点）

交通量が多く、見通しが悪く危険である。

2 一般県道秋山葛生線
佐野市牧町
（田木屋バス停前道路）
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4 市道小屋下川原線
佐野市豊代町
（常盤中から北に向かう道路）

見通しが悪く危険である。 注意喚起の看板設置 佐野市 Ｈ２７年度

5 市道鍛冶屋線
佐野市仙波町
（仙波川沿いの道）

見通しが悪く危険である。 部分的に柵を設置 佐野市 Ｈ３０年度

6 市道小屋本線
佐野市豊代町
（小屋橋）

橋のつなぎ目に隙間がある。 橋の修繕 佐野市
Ｈ３０年度～
Ｒ１年度

7 一般県道秋山葛生線
佐野市仙波町
（仙波交差点）

交通量が多く、交差点の待避所に柵やガードレールがない。
交差点の待避所に防護柵の設置
歩道のポストコーン修繕

栃木県
佐野市

Ｒ１年度

8 市道中沢前沖仲線
佐野市豊代町
(ラーメン店南)

通学路の途中にある路地から車が飛び出してくることがある。 停止指導線を設置 佐野市 Ｒ１年度

9 県道仙波鍋山線
佐野市仙波町
（グループホームから仙波交差点の道）

大型車が多数通行する中で、歩道がない箇所がある。 歩道整備【常盤工区】 栃木県 Ｒ４年度～

【氷室小学校】　学校番号　２０

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 一般県道秋山葛生線
佐野市柿平町
（柿平町の工場から越沢口バス停付近）

交通量が多いが、歩道が設置されていない。 道路標示（減速マーク）を設置 栃木県 Ｈ２６年度

2 一般県道秋山葛生線
佐野市水木町
（日陰バス停から高実子バス停付近）

交通量が多いが、歩道が設置されていない。 道路標示（減速マーク）を設置 栃木県 Ｈ２６年度

3 一般県道秋山葛生線 佐野市水木町 交通量が多いが、横断歩道が設置されていない。 横断歩道の設置 警察 Ｈ２９年度

4 一般県道秋山葛生線
佐野市水木町
（工場から北の道路）

交通量が多く、歩道が途中までしか無く、車と児童が錯綜し危険な状態である。 外側線の更新、歩道上の修繕等の実施 栃木県 Ｈ２９年度

5 一般県道秋山葛生線
佐野市水木町
（工場出入り口付近）

道路の一部に陥没が見られるため、児童が避けて通らなければならない。 県道側のガードレール跡の穴埋め、路側帯の引き直し 栃木県 Ｈ３０年度

6 一般県道秋山葛生線
佐野市柿平町
（岩鼻橋付近）

横断歩道が薄くなっている。 横断歩道、「止まれ」の道路標示の更新、道路標識の修繕 警察 Ｒ１年度

注意喚起の看板設置 佐野市 Ｒ１年度

横断歩道の更新
センターラインの更新

警察
栃木県

Ｒ２年度

8 一般県道秋山葛生線
佐野市水木町
（氷室小学校正門西秋山川左岸）

令和元年東日本台風によりカーブミラーが流され、なくなってしまった。 カーブミラー設置 佐野市 Ｒ２年度

【城東中学校】　学校番号　１

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道犬伏179号線
佐野市浅沼町（佐野小南東側踏切～酒店ま
で）
※佐野小№4と同一箇所

交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。 路側帯部分のカラー舗装 佐野市
Ｒ１年度～Ｒ
３年度

2 市道１級１号線　 旧ＮＴＴ交差点から旧影澤医院までの通り 道が狭いが交通量が多い。電柱が歩道に出ている。 道路の拡幅 佐野市
Ｒ１年度～Ｒ
５年度(予定)

3 市道佐野５７号線　
佐野市若松町、高砂町　（若松町マルダイビ
ル東交差点から五味田商事交差点まで）

道が狭いが抜け道で使われているので交通量が多い。 道路の拡幅 佐野市
Ｒ１年度～Ｒ
５年度(予定)

【西中学校】　学校番号　２

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 一般県道寺岡館林線
佐野市上羽田町
（ＪＡ吾妻支店前）
※吾妻中学校（H27年度閉校）からの要望箇所

Ｔ字路の見通しが悪い。
停止線の更新
カーブミラーの角度調節

警察
佐野市

Ｈ２７年度

7 一般県道秋山葛生線
佐野市水木町
（氷室小学校北）

児童が横断するのに危険である。
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2 市道２級１２４号線
佐野市上羽田町
（吾妻中西側）
※吾妻中学校（H27年度閉校）からの要望箇所

側溝のグレーチングが落下してしまう。 蓋の修繕 栃木県 Ｈ２７年度

外側線の更新 佐野市 Ｈ２８年度

外側線の更新、注意喚起の路面標示設置 佐野市 Ｈ２９年度

4
市道２級１２６号線
市道佐野１２７号線

佐野市大橋町 交通量が多く、スピードを出す車も多い。 外側線の破線、注意喚起の路面標示の設置 佐野市 Ｈ２８年度

5 市道２級１３０号線 佐野市並木町
道幅が狭く、交通量も多い。また、外側が田んぼや川で段差があり、転落の危険性が
ある。

ポストコーンの設置 佐野市 Ｈ３０年度

外側線の更新 佐野市 Ｒ１年度

線路北側に待避スペースを整備予定 佐野市 Ｒ３年度～

7 主要地方道桐生岩舟線
佐野市大橋町
（大橋）

両側歩道がない、もしくは狭く、車と生徒が錯綜し危険な状態である。 橋梁架替えに併せた歩道整備【大橋工区】 栃木県 Ｒ１年度～

8
市道１級９号線
市道１級１１号線

佐野市上羽田町
（コンビニエンスストア北の歩道）

歩道の中央に金蔵製の下水の蓋があり、その上を自転車で通るときに滑りやすい。蓋
を避けて通ろうとすると窪みがあり、タイヤを取られて転倒しやすい。

段差の解消 佐野市 Ｒ４年度

9 市道２級１３０号線
佐野市大橋町
（西中北側の道路／菊沢川にかかる橋）

橋の幅が狭く、自動車が対面通行できない。 外側線の設置 佐野市 Ｒ４年度～

【南中学校】　学校番号　３

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 一般県道佐野環状線
佐野市植下町
（新海陸橋東側下り）

一時停止をせず、横断歩道を渡る自転車が多い。 道路標示（自転車ストップマーク）の設置、注意喚起の看板設置 栃木県 Ｈ２５年度

2 国道５０号
佐野市飯田町
（国道50号アンダー）

見通しが悪い。降雨時に多量の水が流れ込む。 排水処理機能向上策の実施済み 国 Ｈ２８年度

3
一般県道佐野古河線
一般県道佐野環状線

佐野市高萩町
（高萩町交差点）

交通量が多い。歩道が狭い。 交差点改良、歩道整備予定【高萩町工区】 栃木県 Ｈ２９年度～

4 一般県道佐野環状線
佐野市高萩町
（高萩町交差点から東に向かう道路）

交通量が多い。歩道が狭い。 交差点改良、歩道整備予定【高萩町工区】 栃木県 Ｈ２９年度～

5 市道植野５４号線
佐野市植下町
（南中北側道路）

途中から車道外側線が消えていて危険。 外側線の設置及び更新 佐野市 Ｒ２年度

6 国道５０号
佐野市植下町
（国道50号バイパス植下町交差点）

自転車が南に渡ると歩道に乗れないので、自動車と接触しそうになることがある。
ガードレールを一部撤去し、退避スペースに入れるように修繕
自転車横断帯の変更

国
警察

Ｒ３年度

【北中学校】　学校番号　４

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

外側線の更新 佐野市 Ｈ２６年度

カラー舗装の設置 佐野市 Ｒ１年度

2 一般県道唐沢山公園線 佐野市犬伏下町 側溝の上蓋が無い。 上蓋、ラバーポールの設置 栃木県 Ｈ２８年度

3 一般県道佐野古河線
佐野市堀米町
（北中東側、ラーメン店付近）

生徒との接触事故が数回起きている。 注意喚起の看板の設置 佐野市 Ｒ１年度

4 市道２級１４９号線
佐野市奈良渕町～堀米町
（奈良渕町交差点～城北小東）

自転車通行帯の幅が狭く、車と接触が心配される。 歩道に「自転車通行可」のピクトサインを設置 佐野市 Ｒ２年度

3 市道２級１３０号線
佐野市大橋町
（西中北側の道路）

道幅が狭く、交通量も多い。

6 市道２級１３０号線
佐野市大橋町
（西中西側の踏切）

交通量が多く、幅員が狭く、道路の構造も複雑。

1
市道堀米４９号線
市道犬伏１４０号線
市道２級１０５号線

佐野市富岡町
（北中北からＪＡ佐野犬伏支店交差点）

道幅が狭く、車と生徒が錯綜し危険な状態である。
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5
市道犬伏４４号線
県道１４１号線

佐野市犬伏下町
（犬伏郵便局付近）

見通しが悪く、犬伏街道に合流しようとする車から歩行者や自転車が見えない。本年
度1件事故が発生している。

停止指導線の設置 佐野市 Ｒ３年度

6 市道２級１５０号線
佐野市田之入町
（田之入公園前付近）

歩道が途中で終わっているため危険。 歩道の整備 佐野市 Ｒ３年度

【赤見中学校】　学校番号　５

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道赤見１６２号線
佐野市出流原町
（県道175号線と市道赤見162号線の交差点）

交通量が多い中、横断するのに、横断歩道が設置されていない。
H30交通量が多く、道路を渡る生徒もいる。

横断歩道の設置 警察 Ｈ３０年度

2
市道赤見１５５号線
市道赤見１５６号線

佐野市赤見町
（人形店南交差点）

交差点に南から入っても北から入っても左側が見えにくい。 注意喚起の看板を設置予定 佐野市 Ｒ３年度～

3
市道赤見１５３号線
市道赤見１５５号線

佐野市赤見町
（人形店西交差点）

長竹人形店方面の通りに入るために横断するが、横断歩道がない。 注意喚起の看板を設置予定 佐野市 Ｒ３年度～

4 市道１級１６号線
佐野市石塚町
（佐野消防署西分署南）

ミラーに草木がかかっている。 木の剪定済み 佐野市 Ｒ３年度

5 市道１級１５号線
佐野市出流原町
（赤見運動公園～松桜高校付近）

草木が生長し、通行の妨げになっている。 木の剪定済み 佐野市 Ｒ３年度

6
市道２級１３９号線
市道赤見１５８号線

佐野市出流原町
（工場南）

見通しの悪い交差点があり、北方向から来る車両が見えにくいが、歩道が北側にしか
ない。

カーブミラー設置 佐野市 Ｒ３年度

7 県道山形寺岡線
佐野市赤見町
（西光院東）

草木が生長し、通行の妨げになっている。 所有者に管理を依頼 栃木県 Ｒ３年度

8 市道１級１５号線
佐野市出流原町
（赤見中東／工場の角）

ミラーが見えにくい ミラーの清掃済み 佐野市 Ｒ３年度

9 国道２９３号
佐野市出流原町
（出流原交差点）

横断歩道が消えかかっている 横断歩道の更新 警察 Ｒ４年度

10 市道赤見１６１号線
佐野市出流原町
（赤見中学校北入口）

学校敷地から車が出るときに見づらい。 左右の門扉にミラー設置 佐野市 Ｒ４年度

11 市道１級１５号線
佐野市石塚町
（佐野消防署西分署付近）

道が狭い。 カーブミラーの移設 佐野市 Ｒ４年度

【田沼東中学校】　学校番号　６

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道２０９５線
佐野市吉水駅前１丁目
（吉水保育園前交差点）

見通しが悪い。停止線が薄くなっている。 停止線の更新 警察 Ｈ２７年度

「止まれ」路面表示の更新
注意喚起の路面標示の設置

警察
栃木県

Ｈ２８年度

標識の更新
警察
栃木県

Ｈ２９年度

外側線の設置 佐野市 Ｈ２７年度

外側線の更新 佐野市 Ｈ２８年度

4 市道３０６８号線
佐野市栃本町
（佐野田沼インター入口付近）

道幅、路側帯が狭く、通行しにくい。 外側線の更新 佐野市 Ｈ２９年度

5
市道３０６８号線
市道３０９６号線

佐野市栃本町
（田沼郵便局西側交差点）

見通しが悪い。 停止線の更新、速度規制の路面標示更新、標識の更新 警察 Ｒ１年度

6 認定外道路
佐野市栃本町
（田沼郵便局付近）

雨天時に道路に水たまりができる。 雨水対策の工事の実施 佐野市 Ｒ１年度

2 一般県道田沼唐沢山公園線
佐野市栃本町
（田沼駅前）

道幅が狭く、交通量が多い。

3 市道３０６３号線
佐野市栃本町
（田沼東中東側道路）

外側線が片側しか設置されていない。外側線が薄くなっている。
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7 市道３０６８号線
佐野市栃本町
（学校西側道路）

道幅が狭く、交通量が多い。 カラー舗装の設置 佐野市 Ｒ３年度

【葛生中学校】　学校番号　７

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 市道本町枯木線
佐野市葛生東
（東武葛生駅西踏切近辺）

歩道はあるが、歩道上に電柱や標識があり、通行するのに狭い。 歩道上の標識を電柱へ共架 佐野市 Ｈ２６年度

停止線の更新 警察 Ｈ２９年度

交差点予告標示の設置 警察 Ｈ２９年度

3 一般県道葛生停車場線
佐野市葛生東一丁目
（葛の里壱番館）

駐車場への出入りの車と生徒が錯綜し危険である。 横断歩道の更新 栃木県 Ｒ１年度

4 市道本町枯木線 佐野市富士見町～中町
富士見町と中町の境のあたりから歩道がなくなり、自転車で通行するのが危険にな
る。

外側線の更新 佐野市 Ｒ３年度

5 市道町西線
佐野市葛生西３丁目
（葛生中学校西門付近）

西門付近の横断歩道が消えかかっている。学校北側の交差点から進入してきた際に見
通しが悪い。

横断歩道の更新
外側線の更新、カラー舗装の設置
注意喚起の看板設置

警察
佐野市

Ｒ４年度

【常盤中学校】　学校番号　８

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1
市道小屋下川原線
市道牛久不動入線

佐野市牧町
（不動橋前Ｙ字路）

砂礫が堆積し、生徒の通行の妨げになる。 砂礫の撤去 佐野市 Ｈ２５年度

2 一般県道小屋本線
佐野市豊代町
（常盤中学校駐輪場北側道路）

雨が降ると水が溜まってしまい、通行しにくくなる。冬は凍結し危険。 舗装沈下箇所の修繕 佐野市
Ｒ１年度～Ｒ
２年度

【あそ野学園義務教育学校】　学校番号　１

№ 路線名 危険箇所の所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度

1 一般県道桐生田沼線
佐野市山形町
※山形小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。 歩道整備 【山形工区】 栃木県
Ｈ２２年度～
Ｈ３０年度

2 主要地方道飛駒足利線
佐野市下彦間町
※下彦間小学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。 歩道整備【下彦間工区】 栃木県
Ｈ２２年度～
Ｈ２７年度

3 一般県道桐生田沼線
佐野市飛駒町
（磨墨橋）
※飛駒小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。 歩道整備【出川工区】 栃木県
Ｈ２２年度～
Ｈ２７年度

4
市道５０４８号線
市道５０４３号線
市道５０５６号線

佐野市戸奈良町
（衣料メーカー西交差点）
※戸奈良小学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

交差点に横断歩道が設置されていない。 交差点マークの設置 佐野市 Ｈ２５年度

5 一般県道山形寺岡線
佐野市山形町
※山形小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

横断歩道が薄くなっている。県道を横断する児童がいるので、新規に横断歩道の設置
が必要である。

横断歩道の更新 警察 Ｈ２５年度

6 一般県道桐生田沼線
佐野市閑馬町
（食堂西側横断歩道）
※閑馬小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

交通量が多い。道幅も広いため、児童が横断するのに、危険を感じる。 横断歩道の更新 警察 Ｈ２５年度

7 市道８０７４号線

佐野市下彦間町
（車堂橋付近）
※下彦間小学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

交通量が多く、歩道が設置されていない。
外側線の設置（橋部分）、道路舗装補修（市道部分）、注意喚起の看板設置
（２枚）

佐野市 Ｈ２５年度

8
市道５００８号線
市道５００５号線

佐野市戸奈良町
（戸奈良町南東の交差点）
※戸奈良小学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

交差点に横断歩道が設置されていない。一時停止せず通行する車が多い。 一時停止取締の強化 警察 Ｈ２５年度～

2
市道宮松線
市道画整２号線

佐野市葛生町
（葛生中南側道路）

交差点の見通しが悪い。
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9 一般県道葛生船越線
佐野市船越町
（蓮乗院前）
※三好小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。 横断歩道の設置 警察 Ｈ２６年度

10 市道８１０１号線
佐野市山形町
（中塚商店付近御所の入橋入口）
※山形小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

三叉路交差点の御所の入橋方面の道路が拡幅されるため、注意喚起が必要である。 舗装工事が終了後、道路標識（止まれ）・一時停止線を設置 警察 Ｈ２６年度

11 市道１０５号線
佐野市閑馬町
（桐生田沼線から閑馬小学校まで）
※閑馬小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

道幅が狭く、児童の歩くスペースが確保できない。 危険箇所の拡幅 佐野市
Ｈ２６年度～
Ｒ２年度

外側線の更新 栃木県 Ｈ２７年度

道路の拡幅、歩道の整備【戸奈良工区】 栃木県 Ｒ２年度～

13
市道２級２３４号線
市道６０７０号線

佐野市船越町
（船越南部公民館前）
※三好小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。 横断歩道の設置 警察 Ｈ２７年度

14 一般県道作原田沼線
佐野市船越町
※三好小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。 歩道整備中（岩崎バイパス） 栃木県 Ｈ２７年度～

15 一般県道飛駒足利線
佐野市飛駒町
※飛駒小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。 歩道整備【飛駒小前工区】 栃木県
Ｈ２７年度～
Ｒ３年度

16 一般県道桐生田沼線

佐野市戸奈良町
（羽室橋西からキラクヤ付近）
※田沼西中学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

道幅が狭く、見通しが悪い。 減速表示、カーブ注意の路面標示の設置 栃木県 Ｈ２７年度

17 市道２３４号線
佐野市戸室町
（鞍掛神社前道路）
※三好小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

交通量が多いが、歩道がない。側溝の上を歩かねばならない。 外側線の更新 佐野市 Ｈ２８年度

18 市道８０８３号線
佐野市閑馬町
（閑馬川の橋）
※閑馬小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

橋の欄干とガードレールの間に隙間がある。 ラバーポールと路肩注意杭の設置 佐野市 Ｈ２８年度

注意喚起の路面標示の設置 栃木県 Ｈ２８年度

横断歩道の更新 警察 Ｒ1年度

20 一般県道桐生田沼線
佐野市飛駒町
（飛駒小北Ｔ字路）
※飛駒小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

横断歩道が薄くなっている。 横断歩道の更新 警察 Ｈ２８年度

停止線が薄くなっている。見通しが悪い。 停止線の更新、カーブミラーの設置
警察
佐野市

Ｈ２８年度

横断歩道を渡るとき、車が建物等に遮られて見えにくい。 横断歩道、「止まれ」の道路標示の更新 警察 Ｒ１年度

22 市道８０３１号線
佐野市閑馬町
（閑馬780　付近）
※閑馬小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

道が狭く、橋の端に、川に繋がる崖との境がない。危険防止のために設置している
ポールも抜けてしまう。

ガードレールの設置は困難なため、路肩注意杭設置 佐野市 Ｈ３０年度

外側線の更新、ポストコーンを設置
警察
栃木県

Ｈ３０年度

横断歩道を移設 警察 Ｒ２年度

24 一般県道桐生田沼線

佐野市戸奈良町
（商店東側）
※戸奈良小学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

児童が横断するのに危険である。
停止線の更新
注意喚起の看板の設置

警察
佐野市

Ｒ１年度

25 一般県道桐生田沼線
佐野市山形町（山東公民館前）
※山形小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

児童が横断するのに危険である。 注意喚起の看板の設置 佐野市 Ｒ１年度

12 一般県道桐生田沼線

佐野市戸奈良町
（学校南側県道）
※戸奈良小学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。

19 一般県道桐生田沼線
佐野市飛駒町
（飛駒地区活性化センター北）
※飛駒小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

横断歩道はあるが、カーブの途中にあるため、横断するのに危険である。

21
市道６０４１号線
市道２２０号線

佐野市戸室町
（田沼西中校門付近）
※田沼西中学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

23
一般県道飛駒足利線
一般県道桐生田沼線

佐野市下彦間町
※下彦間小学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

交通量が多く、児童が横断するのに危険である。
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26 一般県道桐生田沼線
佐野市閑馬町
（春高橋付近）
※閑馬小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

新合診療所のスクールバス停までの通学に関わり幅員が狭い。 道路の拡幅、歩道の整備 栃木県 Ｒ１年度～

27 一般県道桐生田沼線

佐野市戸奈良町
（種徳院入口看板前）
※戸奈良小学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

児童が横断するのに危険である。 注意喚起の看板の設置 佐野市 Ｒ１年度

外側線の更新 栃木県 Ｒ１年度

横断歩道の設置 警察 Ｒ２年度

29 一般県道飛駒足利線
佐野市飛駒町
（ガソリンスタンド南Ｔ字路）
※飛駒小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

児童が横断するのに危険である。 注意喚起の看板の設置 佐野市 Ｒ１年度

30 一般県道飛駒足利線
佐野市飛駒町
（ゴム工業付近）
※飛駒小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

児童が横断するのに危険である。 注意喚起の看板の設置 佐野市 Ｒ１年度

31 一般県道飛駒足利線
佐野市飛駒町
（飛駒基幹集落センター南Ｔ字路）
※飛駒小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

児童が横断するのに危険である。 横断歩道の更新、停止線の更新、「とまれ」の路面標示の更新 警察 Ｒ１年度

32
一般県道作原田沼線（２０１
号線）

佐野市岩崎町
※田沼西中学校（R1年度閉校）からの要望箇
所

街灯がなく暗い。横断歩道に信号機が無い。 横断歩道、停止線、「止まれ」の路面標示の更新 警察 Ｒ１年度

※ 以降、あそ野学園義務教育学校開校後の要望箇所

33
市道１１２１号線
市道６０９７号線

佐野市戸室町
（あそ野学園東　清和化成工業東交差点）

車の通りが多く、歩行者用信号の時間が短い。
歩行者信号の時間調整、横断歩道更新、停止線を７メートル後ろに下げる。
外側線の更新、注意喚起の看板を設置
「通学路注意」の路面表示を設置

警察
佐野市

Ｒ２年度

34 市道２１８号線
佐野市戸奈良町
（衣料メーカー駐車場付近）

草が生い茂っていて見通しが悪い。 所有者に通知し草刈り済 佐野市 Ｒ２年度

35
市道２０４号線
市道１１２１号線

佐野市田沼町
（コンビニエンスストア交差点及び北進30
メートル付近）

歩行者用信号機の時間が短く、すぐに信号が変わってしまう。人家の出入り口のため
縁石がない区間が長くなっている。

歩行者用信号の時間調整
注意喚起の看板を設置

警察
佐野市

Ｒ２年度

36 市道２０４号線 佐野市田沼町（田沼行政センター前交差点） 車の出入りが多く、横断歩道前が一時停止になっていない。
横断歩道の更新、「止まれ」の道路表示更新
外側線の更新

警察
佐野市

Ｒ２年度

37 農道 佐野市田沼町（田沼行政センター北） 外側線が薄くなっている。 外側線の更新 佐野市 Ｒ２年度

38 県道作原田沼線
佐野市田沼町
（田沼中央公民館北側）

登下校時、児童生徒が西から東に横断するが、特に標識や横断歩道がない。
横断歩道の設置
横断歩道部分の縁石の撤去

警察
栃木県

Ｒ３年度

39
市道２０４号線
市道１２１１号線

佐野市田沼町
（美容室前横断歩道）

交通量が多く、信号無視も多い。 横断歩道の更新 警察 Ｒ３年度

40 市道２０４号線
佐野市田沼町
（コンビニエンスストア前横断歩道）

コンビニからの車の出入りが多い。黄色信号でも交差点に進入してくる車が多い。左
折する車が多く児童生徒と接触する危険がある。

横断歩道の更新
ポストコーンの設置

警察
佐野市

Ｒ３年度

「通学路注意」の路面表示を設置 佐野市 Ｒ３年度

こどもクラブ北側に横断歩道を設置
路面表示の設置

警察
佐野市

Ｒ４年度～

42 市道１２１１号線 佐野市田沼町（中華料理店前） 歩道の縁石がなくなる箇所であり、児童がはみ出してしまうことがある。 縁石の端にポストコーンを設置 佐野市 Ｒ３年度

43 市道２０３号線
佐野市田沼町
（田沼行政センター前交番付近）

設置されていたポールが折れている。 ポストコーンの修繕 佐野市 Ｒ３年度

44 県道桐生田沼線
佐野市下彦間町
（燃料店東）

登下校時、児童生徒が西から東に横断するが、特に標識や横断歩道がない。 路面表示、グリーンベルト、ラバーポールの設置 栃木県 Ｒ３年度

45 県道葛生・船越線
佐野市船越町
（梶内集落センター スクールバス停留所付
近）

交通量が多く、横断歩道前で停止しない車が多い。 横断歩道の更新 警察 Ｒ４年度

28 一般県道山形寺岡線
佐野市山形町
（消防団第２０分団小屋前）
※山形小学校（R1年度閉校）からの要望箇所

児童が横断するのに危険である。
外側線が薄くなっている。

41
市道２２０号線
市道１０８３号線
市道１０８４号線

佐野市田沼町（あそ野学童北） 下校時、学童保育を利用する児童が東から西に横断するが、標識や横断歩道がない。
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