
令和３年度通学路検討会の対策一覧表

学校 主管課 浦安市による対応 警察等による対応

1 東小正門前遊歩道
街灯が少なく、木が交互に植えてあるため見通しが悪
いため、街灯の増設や警戒を促す看板の設置を希
望。

保健体育安全課

市民安全課

道路管理課

不審者情報は寄せられてい
ない（R3）

防犯の看板設置はしない
（R3）

現地で照度調査を実施する
予定（R3）

2 国道沿いロータリー付近
道路を遮るように木々が植えてあり、街灯が少ないた
め、街灯の増設や木々の剪定、スーパー防犯灯の設
置を希望

市民安全課

道路管理課

スーパー防犯灯については、
通報装置の利用実績が少な
く、また携帯電話も普及して
いることから、新たな設置は
しない。（R3)

樹木管理者である国及び県
に継続して樹木剪定いただく
よう伝える（R3）

3 海楽公園
公園入口の街灯が木に隠れていたため、定期的な
木々の剪定や街灯の設置箇所の変更を希望。

みどり公園課

定期的に樹木剪定を実施し
ているが、樹木が街灯にか
かっている場合は市へ要連
絡。適宜剪定する(R3)

08 舞浜小学校 1
富士見3丁目 （おさんぽバスの
通り）

A通学路の西側・東側ともに歩道があるが、東側のみ
横断歩道が設置されており、西側はないため交差点
を通るときに危険。
そのため、A通学路の西側から東側へ横断歩道の追
加設置希望。

安全指導・登校指導
※通行時の注意事項他

保健体育安全課

市民安全課
道路整備課

保健体育安全課

登校時間に現地確認、自動
車の交通量が少ない(R1)
引き続き学校で安全指導して
いただく(R1)

R2.6月に関係部署・浦安警察
署・学校で合同点検実施（現
地確認）。
R2.7月に保健体育安全課で
交通量調査を実施（R2）

R3.10月に保健体育安全課で
交通量調査を実施（R3）

富士見3丁目22～25交差点に
横断歩道設置済（H26）
横断歩道増で危険箇所増を
懸念。横断場所限定がよい
(H30・R1)
H26に設置した横断歩道で西
側から東側へ横断いただく
(R1)
R2.6月に関係部署・浦安警察
署・学校で合同点検実施（現
地確認）。（R2)
主道路横断（道路東側から西
側へ横断）ができる箇所で引
き続き横断いただく（R2）
交通量調査の結果、車や人
の交通量が多くないため、主
道路横断の横断歩道追加設
置はできない。前年度と同様
の対応となる（R3)

番号

07 東小学校

点検箇所
理由や気づいた点
（学校による点検）

対策状況の結果について

学校名
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学校 主管課 浦安市による対応 警察等による対応

番号 点検箇所
理由や気づいた点
（学校による点検）

対策状況の結果について

学校名

11 明海小学校 1 ＱＵＷＯＮ付近Ｔ字路
信号のない横断歩道。QUWONからの出庫車に注意。
QUWON出入口に一時停止線設置要望。

安全指導
※通行時の注意事項他

道路管理課

市民安全課

保健体育安全課

現状はQUWON開発業者所有
の道路のため市や警察で一
時停止線の設置ができない
（R1)
開発事前協議において入居
者8割以上で道路を市に移管
する取り決め(R1)
R4.4月を目途に、市へ道路移
管することを開発業者と調整
中。移管前に一時停止線を
設置する場合は開発業者で
行う（R3）

一時停止線の代替案で歩行
者への注意喚起の路面シー
ル設置済(R1)
一時停止線設置の際は、警
察と協議する（R3）

引き続き学校で安全指導して
いただく(R1)
同上、及び毎年度保健体育
安全課で開発事業者に入居
状況を確認し関係部署で情報
共有する（R2・R3）
停止線を設置するためには
横断歩道の設置を先行した
方が望ましいことから（停止
線の位置が変わるため）、横
断歩道のないＴ字路を通行す
る児童数について情報共有し
た（R3）

現状はQUWON開発業者所有
の道路のため市や警察で一
停止線の設置ができない（R1)
道路を市に移管後、あらため
て相談いただきたい(R1)

同上（R2・R3）
横断歩道の設置について
は、年度内に県警本部で現
地確認予定（R3）
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学校 主管課 浦安市による対応 警察等による対応

番号 点検箇所
理由や気づいた点
（学校による点検）

対策状況の結果について

学校名

1
弁天自治会集会所前T字路（湾
岸道路）

湾岸道路からの左折車に注意。また、交差点付近歩
道橋からの自転車がスピードを出していて危険。
人道橋と歩道の間にミラーを設置いただきたい。ま
た、植栽を減らすなど見通しの良い環境を作っていた
だきたい。

教員による登校誘導
安全指導
※通行時の注意事項他

保健体育安全課

市民安全課

みどり公園課

登校時間に現地確認、自転
車・生徒ともに交通量が少な
い(R1)
引き続き学校で安全指導して
いただく(R1)
当該歩道橋を通行する生徒
数について情報共有した
（R3）

カーブミラーは車両用に設置
している（R2・R3)

年度に３回除草を、また概ね
３年に１回程度の頻度で高木
剪定を実施している（R2・R3）

2 見明川中学校前交差点

令和３年６月10日、下校中の生徒が青信号で横断歩
道を渡り始めたところ、左折の自動車が生徒に接触し
た事故が発生。
（保健体育安全課より議題提起）

保健体育安全課
市民安全課
道路管理課
道路整備課

R3.6月に関係部署・浦安警察
署・学校で合同点検実施（現
地確認）。
県道のため葛南土木事務所
と合同で、R3.7に再度合同点
検実施。今後、同事務所が、
安全対策として区画線の引き
直しとポール設置を予定（R3)

R3.6月に関係部署・浦安警察
署・学校で合同点検実施（現
地確認）。
県道のため葛南土木事務所
と合同で、R3.7に再度合同点
検実施。今後、同事務所が、
安全対策として区画線の引き
直しとポール設置を予定（R3)

3
弁天ふれあいの森公園付近の首
都高速湾岸線の高架下

人通りが多くなく、昼でも暗いため、スーパー防犯灯
の設置を希望。

保健体育安全課

市民安全課

合同点検を実施（R3)

合同点検を実施。スーパー防
犯灯については、通報装置
の利用実績が少なく、また携
帯電話も普及していることか
ら、新たな設置はしない。な
お、高架下付近の交差点に
防犯カメラを設置済みで高架
下も撮影範囲に含まれている
（R3)

23 見明川中学校
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学校 主管課 浦安市による対応 警察等による対応

番号 点検箇所
理由や気づいた点
（学校による点検）

対策状況の結果について

学校名

27 日の出中学校 1 日の出中学校校門前
生徒が横断歩道のない箇所を横断することが多い。
生徒通用門付近に横断歩道を設置いただきたい。

安全指導
※通行時の注意事項他

市民安全課

保健体育安全課

横断歩道追加は困難なため
現状どおりとする（H30)

生徒通用門から約50ｍの距
離にある職員通用門前の横
断歩道を横断するよう学校で
安全指導していただく。（R2・
R3）

カーブの頂点のため横断歩道
の設置不可（Ｈ24・R2・R3）
横断歩道追加は困難なため
現状どおりとする（H30・R2・
R3)

1 猫実5丁目 旧江戸川沿い歩道
日中でも人通りが少ない。
防犯パトロール等をしてほしい。

安全指導
※通行時の注意事項他

市民安全課
保健体育安全課

青色防犯パトロールカーに情
報伝達(R1～R3)
引き続き学期明けの早朝市
内パトロールを実施(R1～R3)

引き続き市内パトロールを実
施(R1～R3)

2 全体
歩道が完備されていない道路が多い。
入り組み、複雑なため全体的に危険。
防犯パトロール等をしてほしい。

安全指導
※通行時の注意事項他

市民安全課
保健体育安全課

青色防犯パトロールカーに情
報伝達(R1～R3)
引き続き学期明けの早朝市
内パトロールを実施(R1～R3)

引き続き市内パトロールを実
施(R1～R3)

1 園前の歩道
歩道の街灯の腐食が激しいため、市で確認いただき
必要の応じて対応していただきたい。

道路管理課

現地確認済み。修繕が必要な
ほど腐食していなかった。毎
月街灯パトロールを実施して
おり、必要な場合は修繕して
いく（R2）
現地確認を実施したが、腐食
による倒壊等の危険性は低
く、対応は行わない（R3)

2 しおかぜ緑道
緑道に樹木があり、人通りが少ない。
樹木剪定していただきたい。

安全指導
※通行時の注意事項他

みどり公園課

定期的に樹木剪定や除草を
実施しているが、樹木が街灯
や交通標識にかかっている場
合は市へ要連絡。適宜剪定
する(R2・R3)

303 みなみ認定こども園

301 若草認定こども園

4



学校 主管課 浦安市による対応 警察等による対応

番号 点検箇所
理由や気づいた点
（学校による点検）

対策状況の結果について

学校名

307 堀江認定こども園 1 堀江認定こども園西側住宅街
裏道になっている。車道も狭く見通しが悪い。横断歩
道がない。
再度現場確認いただきたい。

安全指導
※通行時の注意事項他

道路整備課

保健体育安全課

保育幼稚園課

市民安全課

心理的にスピード抑制効果が
あると言われている青色で交
差点を薄層舗装済（10年程
前）

登園時間に現地確認、交通
量が少ない(R1・R2)
危険な場合は迂回など通園
路の変更を検討いただく(R1・
R2)

現場確認済み。園は、横断歩
道の設置又は交差点に水色
の薄層舗装などの対応を希
望（R3）

R4年度中に交差点の水色薄
層塗装を行う。

交通量が少ない箇所に横断
歩道の設置は不可く(R1)
片側に横断歩道があるため
安全な箇所・タイミングで横断
いただくく(R1)

310 入船南認定こども園 1 入船南幼稚園前の歩道

自転車の歩道走行は幼児・児童・高齢者以外は禁止
だが、スピードを出して歩道走行する自転車が多く危
険。
上方にある看板や路面ペイントによる注意喚起だけ
では自転車運転手が気づきにくいため、見やすい場
所への表示を設置希望。

市民安全課
保健体育安全課

保育幼稚園課

市民安全課

既に歩道へ注意喚起の路面
シールと看板を設置済みのた
め、更なる標示は不可(R1)
園付近の交差点で自転車安
全啓発キャンペーンを実施す
る中で注意喚起(R1・R2)

現地確認済み。園は、設置済
みの看板を少し大きいものに
変更希望、また境川近くの歩
道にも路面シール設置希望
（R3）

看板は現状でも視認でき、大
きい看板はないため現状どお
りとする。歩道に路面シール
を追加設置する（R3）
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