
令和３年度通学路交通安全対策要望結果一覧

No. 学校名
場所

（すべて小田原市内）
要望内容 対策実施結果

1 三の丸小学校 本町1-5-12付近（旧市民会館） 立入禁止のバリケード設置 ◎

2 三の丸小学校 本町1-5-15付近 歩道橋の点検及び補修 ◎

3 三の丸小学校
本町1-12-49付近

（三の丸小学校西側道路～箱根口交差点）
グリーンベルトの整備等 ○

4 三の丸小学校 本町3-5-7～本町3-12-14 グリーンベルトの整備等 △

5 新玉小学校 中町3-5-5付近道路 交差点のカラー化 ○

6 足柄小学校 扇町2-17-31付近 道路反射鏡の設置 ✕
（代替策◎）

7 足柄小学校
扇町3-2-10

（国道255号線井細田交差点）
歩行者スペースの確保 ◎

8 足柄小学校
扇町5-7-17

（白山中学校校門前付近Ｔ字路）
歩行者スペースの確保 ○

9 足柄小学校
扇町5-7-29

（白山神社前）
車減速の路面標示の設置 ○

10 足柄小学校
扇町3-32-16

（小田急足柄駅前道路）
グリーンベルトの設置 ○

11 足柄小学校
久野260

（吉村たばこ店から西側に向かう道路）
側溝の蓋の修理 ◎

12 大窪小学校 板橋625付近の道路 注意喚起看板の設置 ◎

13 大窪小学校
板橋591～板橋938付近の道路

（板橋941-1横断歩道を含む）
グリーンベルトの設置 ○

14 大窪小学校 風祭182～入生田68付近 外側線の設置、注意喚起看板の設置 ○

15 早川小学校 早川３-９-18付近 歩道の側溝蓋の穴用のダートカバー等の設置 △

16 早川小学校
早川３-22-８付近

（セブンイレブン駐車場出入口付近）
歩道に左折車巻き込み防止のための車止めポールの設置 △

17 早川小学校
早川２-19-２付近

（一夜城道の脇下農道）
転落防止対策 ○

18 早川小学校 早川186-１付近（早川商店街通り） グリーンベルトの整備等 ○

19 早川小学校 早川2-7-1付近 道路反射鏡等の設置 △

20 早川小学校 板橋913付近（古稀庵坂） 私有地の塀破損による安全対策の実施 ○

21 早川小学校 板橋837付近（古稀庵坂の細い道） スクールゾーン規制（時間帯車両通行禁止） ○

22 早川小学校 早川3-9-2ガード下付近道路 注意喚起看板の設置 ◎

23 山王小学校
東町3-10-22付近

（東町交番前交差点付近）
道路反射鏡等の設置 ○

24 山王小学校
東町5-14-20付近

（ENEOSガソリンスタンドわき道路）
グリーンベルトの設置 ○

25 山王小学校
東町4-11-2付近

（小田原支援センター付近十字路）
グリーンベルトの設置、啓発表示設置 ○

26 山王小学校
東町3-10-22～東町3-8-31

（山王東町交番前付近の道路）
注意喚起の看板設置 ◎

27 山王小学校 東町1-18-1～東町1-29-26付近道路 グリーンベルトの設置 ○

28 久野小学校
久野2302～911-1付近

（久野小学校付近）
ガードレール等の設置 ○
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29 久野小学校 久野1153付近 道路標識の移設 ✕

30 久野小学校
久野1104～1107付近

（石井医院付近）
用水路の転落防止対策 △

31 久野小学校
久野2454～2295付近

（ミクニ付近）
イメージハンプの設置 △

32 久野小学校
久野2305～1636

（加藤造園付近）
速度規制 ✕

33 久野小学校
久野1636～1637

（久野柑橘生産組合付近）
用水路の転落防止対策 △

34 富水小学校
蓮正寺1007-5、飯田岡14-1付近

（パリ美容室前交差点）
道路反射鏡の設置及び横断歩道のカラー化等 △

35 富水小学校
清水新田264～270付近

（学校給食センター付近）
道路の整備 △

36 富水小学校 府川35付近府川交差点 パトロールの強化 ◎

37 富水小学校
飯田岡542、543付近

（飯田岡橋付近）

交差点のカラー化及び道路上に「児童横断注意」などの表示・

看板設置等
△

38 町田小学校 寿町2-8-22～寿町2-9-10付近道路 グリーンベルトの設置 ○

39 下府中小学校
前川182-1付近

（打越跨線橋入口交差点）
横断歩道に自転車横断帯の設置 ✕

40 下府中小学校
前川30～前川33-3付近

（ユニバーサル技研付近）
「子ども飛び出し注意」の看板設置 ✕

41 下府中小学校
鴨宮309-1付近

（かものみや薬局付近）
「バイクは降りて通行」等の看板設置 ✕

（代替策◎）

42 下府中小学校
矢作23付近

（美濃里橋交差点付近）
車止めの設置 ◎

43 桜井小学校 曽比2459-2～曽比2440付近 道路西側に白線及びグリーンベルトの設置 ✕

44 千代小学校
千代958付近

千代中橋付近横断歩道
道路標示、注意喚起看板の設置 △

45 千代小学校
西大友84付近

小高製作所付近交差点、下耕地信号
安全な歩道の整備と外側線の拡大 △

46 千代小学校
高田199付近～252付近

高田公民館～高田神社～高田橋交差点付近
歩道の整備やガードレールの設置、交通安全ステッカーの設置 △

47 下曽我小学校
曽我原225付近

（城前寺保育園付近）
「歩行者注意」や「通学路注意」等の注意喚起看板の設置 ◎

48 下曽我小学校 曽我原293付近 歩道の設置 △

49 下曽我小学校
曽我別所408付近

（川久保建設付近）
横断歩道の設置 ✕

50 下曽我小学校
曽我別所400～627付近

（内野商店付近）
ガードレール（防護柵）の設置 ◎

51 酒匂小学校
小八幡4-5-7付近

（セブンイレブン小八幡4丁目店付近）
ハンプ又はイメージハンプの設置等 ○

52 酒匂小学校
小八幡1-5-1～小八幡1-9-32付近

（印刷局東側）
沿線の電柱に「歩行者注意」の看板設置 ◎

53 酒匂小学校
酒匂5-14-18付近

（酒匂小学校正門前）
注意喚起看板の設置 ◎

54 片浦小学校
根府川534～77付近

（片浦小学校南側）
グリーンベルトの整備等 ○

55 片浦小学校 根府川77付近 道路反射鏡の是正 ◎

56 片浦小学校
根府川77-1付近

（片浦診療所前～根府川駅前陸橋）
グリーンベルトの整備等 ○
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57 片浦小学校
根府川109付近

（根府川駅前ロータリー～根府川駅前陸橋）
歩道又はグリーンベルトの設置等 △

58 曽我小学校
曽我大沢89付近

（小学校第２踏切）
踏切の拡幅、歩道の設置 ✕

59 曽我小学校
下大井276付近

（下大井バス停付近）
「通学路注意」等の看板設置等 ○

60 曽我小学校 鬼柳51-1付近 交差点のカラー舗装化 ○

61 曽我小学校
上曽我387-1～466付近

（上曽我バス停付近）
歩道の設置 △

62 東富水小学校 蓮正寺408-1付近道路 グリーンベルトの設置 ○

63 前羽小学校
前川596-1付近

（町屋公園付近）
歩行者用ストップマークの設置 ○

64 前羽小学校
前川363

（常念寺入口付近）
空家所有者への指導 ○

65 前羽小学校
国府津5丁目

（常念寺付近道路）
路面表示の設置 ◎

66 前羽小学校
前川439付近

（前羽農協前交差点付近）
道路反射鏡又は啓発看板等の設置 ○

67 前羽小学校
前川541付近

（東前川交差点）
歩行者用ストップマークの設置 ◎

68 前羽小学校
中郡二宮町川匂9

（押切灯台橋交差点付近）
空家所有者への指導 ◎

69 前羽小学校 前川655付近（西湘バイパス橘IC付近） 防犯カメラ設置等の防犯対策 ◎

70 下中小学校 小竹186～小竹85道路 樹木の伐採 ◎

71 下中小学校
小船80-2付近

（下中小学校前の交差点）
ポストコーン又は車止めの設置 ◎

72 下中小学校
中村原394付近

（タウンセンター入口交差点付近）
グリーンベルトの設置 ◎

73 下中小学校 小竹262付近十字路 交差点内のカラー舗装又は路面表示の設置 ○

74 下中小学校 小船637付近道路 一時停止表示の移動 ○

75 下中小学校 小船643付近道路 一時停止表示の移動 ○

76 下中小学校 小船164付近十字路 グリーンベルトの設置、啓発表示設置 ○

77 下中小学校
小船123付近

フジダン小田原工場前交差点
信号機の設置 △

78 矢作小学校 鴨宮774付近 転落防止柵の設置 ◎

79 矢作小学校 鴨宮769付近（ハレパン付近） 注意喚起看板の設置 ◎

80 矢作小学校
鴨宮627付近

（JAかながわ西湘付近）
グリーンベルトの整備等 ○

81 矢作小学校 鴨宮562-4付近 注意喚起看板の設置 ◎

82 矢作小学校 鴨宮614付近 歩行者用ストップマークの設置 ◎

83 矢作小学校 鴨宮499付近 「通学路注意」等の看板設置 ◎

84 矢作小学校 矢作116付近 デリネーターの設置 ◎

85 報徳小学校 小台104-3付近 「通学路注意」等の看板設置 ◎
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86 報徳小学校 小台121付近（西北公民館付近） 「通学路注意」の看板設置等 ○

87 報徳小学校 柳新田1付近 歩行者用ストップマークの是正 ○

88 報徳小学校 堀之内359付近 一時停止の規制標識の設置 ✕

89 報徳小学校 堀之内367付近 徐行の道路標識設置 ✕

90 報徳小学校 柳新田102付近 歩道の設置等 ○

91 報徳小学校 栢山3225付近 水路にガードレール設置 ✕

92 報徳小学校 栢山3409付近 道路反射鏡の設置 △

93 報徳小学校 栢山3316付近 「歩行者注意」の啓発看板の設置 ◎

94 報徳小学校 清水新田127付近十字路 パトロールの強化 ◎

95 豊川小学校
成田475-15付近

（成田南交差点）
ガードパイプの設置 ◎

96 豊川小学校
成田475-1付近

（豊川支所前交差点）
車止めの設置 ◎

97 豊川小学校
成田233付近

（市道4865から県道717に合流する箇所）
一時停止の看板設置 ○

98 豊川小学校
飯泉22～飯泉795付近

（水道企業団入口から魚利への道路）
グリーンベルトの設置 ○

99 豊川小学校 飯泉1246-1付近 横断歩道の設置 ✕

100 豊川小学校
飯泉1250-3付近

（K’s Corporation付近）
歩行者用信号機の設置 ✕

101 豊川小学校
飯泉674-7付近

（お好み焼き八島付近）
「スクールゾーン」「スピードおとせ」等の道路標示の施工 △

102 豊川小学校 飯泉717付近 「学童飛び出し注意」等の看板設置 ○

103 豊川小学校 飯泉718-5付近 「学童飛び出し注意」等の看板設置 ✕

104 豊川小学校
飯泉21-4付近

（水道企業団入口交差点）
注意喚起看板の設置 ◎

105 豊川小学校
飯泉861-2付近

（斎藤クリーニング店付近）
歩行者用信号機の設置等 △

106 豊川小学校 飯泉21-4～飯泉861-2付近 グリーンベルトの整備 △

107 豊川小学校
成田506-3付近

（やしま堂鍼灸整骨院付近）
「学童横断注意」等の看板設置 ◎

108 豊川小学校 成田289付近（東成田交差点） 「学童横断注意」等の看板設置 ✕

109 豊川小学校
桑原741-1～桑原829-1付近（桑原住宅入口交

差点～桑原中川原交差点）
歩道に横断防止柵等の設置 ○

110 豊川小学校
成田882付近

（桑原住宅南側交差点付近）
「通学路学童に注意」等の看板設置 ✕

111 富士見小学校
南鴨宮3-16-20付近

（下新田交差点）
車止めの設置 ◎

112 富士見小学校 南鴨宮3-23-1付近信号 巻き込み注意の看板設置 ◎

113 富士見小学校
西酒匂3-12-20～西酒匂3-2道路

（西酒匂3-7-15付近交差点含む）
グリーンベルトの設置 △

114 富士見小学校 西酒匂3-12-14～西酒匂3-4-19道路 注意喚起看板の設置 ○
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115 富士見小学校
酒匂2-38-41付近

（保健センター入口から保健センター）
グリーンベルトの設置 ○

116 富士見小学校
南鴨宮3-25-1

（富士見小西門出入口付近）
啓発表示設置 ○

117 城南中学校 板橋913（旧大倉男爵別邸） 外壁の倒壊防止対策 ○

118 国府津中学校 小八幡767－5付近 道路の拡幅整備 ○
※既設の道路標示等の塗り直しなど軽微なものを除く。 ◎：完了(終了)

○：継続実施中

△：検　討　中

✕：不　　　可


