
【東区】安全対策の取組状況一覧表

整理
番号

対象小・中学校(区名) 整備依頼内容や箇所の状況等 対　応　内　容 対策状況

1
・住宅地の出入口が非常に交通量の多い道路
に面していることから、歩道を設置する安全
対策が必要。

・歩道の設置 ・対策済み

2
・学校前に安全対策のために設置しているポ
ストコーンが破損しているため、修繕が必
要。

・ポストコーンの修繕 ・対策済み

3 八下西小学校（東区）
・横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

4
・道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危
険なため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置
・横断歩道の塗り直し

・対策済み
・対策済み

5
・道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危
険なため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

6
・道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危
険なため、安全対策が必要。

・「通学路」巻き看板の設置 ・対策済み

7
・横断歩道が消えてしまっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

8
・歩道が非常に狭いうえに自転車の通行もあ
り、安全対策が必要。

・自転車への注意喚起シートの貼付 ・対策済み

9
・スピードを出し通り抜けていく車が多く危
険なため、安全対策が必要。

・「交差点注意」路面標示の塗り直し
・Ｔ字路マークの塗り直し
・「通学路」路面標示の塗り直し

・対策済み
・対策済み
・対策済み

10
・横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み

11
・「止まれ」停止線が消えてしまっている。 ・「止まれ」停止線の塗り直し ・対策済み

12 登美丘東小学校（東区）

・抜け道として、車の通行量が多く危険なた
め、安全対策が必要。

・センターラインの塗り直し
・「学童横断注意」巻き看板の設置
・減速マークの塗り直し
・「止まれ」停止線の塗り直し

・対策済み
・対策済み
・対策済み
・対策済み

令和５年４月１日現在

南八下小学校（東区）

日置荘西小学校（東区）

白鷺小学校（東区）



【東区】安全対策の取組状況一覧表

整理
番号

対象小・中学校(区名) 整備依頼内容や箇所の状況等 対　応　内　容 対策状況

令和５年４月１日現在

13
・抜け道として、車の通行量が多く危険なた
め、安全対策が必要。

・外側線及びグリーベルトの設置 ・対策済み

14
・道路幅員が非常に狭く車も多く通り抜けて
行き危険なため、安全対策が必要。

・外側線及びグリーベルトの引き直し
・「止まれ」停止線の塗り直し

・対策済み
・対策済み

15
・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全
対策が必要。

・グリーンベルトの設置
・「学童多し注意」巻き看板の設置

・対策済み
・対策済み

16
・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全
対策が必要。

・グリーンベルトの設置
・「通学路」巻き看板の設置

・対策済み
・対策済み

17
・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全
対策が必要。

・「学童横断注意」巻き看板の設置 ・対策済み

18
・スピードを落とさずに通過する車があり危
険なため、安全対策が必要。

・「スピード落とせ」巻き看板の設置 ・対策済み

19
・道路幅員が非常に狭く危険なため、安全対
策が必要。

・「通学路」巻き看板の設置 ・対策済み

20 登美丘南小学校（東区）

・車の通行量があり横断するのに危険なた
め、安全対策が必要。

・「横断者注意」路面標示の設置
・外側線及びセンターラインの引き直し
・「通学路」巻き看板の設置
・グリーンベルトの引き直し
・横断歩道の塗り直し

・対策済み
・対策済み
・対策済み
・対策済み
・対策済み

21
・住宅地からの出入口が幹線道路にしかなく
危険なため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置 ・対策済み

22
・見通しの悪い交差点で危険なため、安全対
策が必要。

・「通学路」巻き看板の巻き直し ・対策済み

23
・通り抜けていく車がスピードを落とさず通
過し危険なため、安全対策が必要。

・注意喚起の巻き看板の設置
・「止まれ」停止線の塗り直し

・対策済み
・対策済み

24
・通り抜けていく車が多く危険なため、安全
対策が必要。

・グリーンベルトの設置
・外側線及グリーンベルトの引き直し
・「通学路」巻き看板の巻き直し

・対策済み
・対策済み
・対策済み

野田小学校（東区）

登美丘東小学校（東区）

登美丘西小学校（東区）



【東区】安全対策の取組状況一覧表

整理
番号

対象小・中学校(区名) 整備依頼内容や箇所の状況等 対　応　内　容 対策状況

令和５年４月１日現在

25 野田小学校（東区）
・横断歩道が薄くなっている。 ・横断歩道の塗り直し ・対策済み



整理番号１   通学路の安全点検対策箇所図 【南八下小学校】（東区） 

 

Ｎ 住宅地の出入口が非常に交通量の多い道路に面しているこ

とから、歩道を設置する安全対策が必要。 

【対策内容】 ・歩道の設置 

対策前 対策後 



整理番号２   通学路の安全点検対策箇所図 【南八下小学校】（東区） 

 

Ｎ 学校前に安全対策のために設置しているポストコーンが破

損しているため、修繕が必要。 

【対策内容】 ・ポストコーンの修繕 

対策後 対策後 



整理番号３   通学路の安全点検対策箇所図 【八下西小学校】（東区） 

 

Ｎ 横断歩道が薄くなっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号４   通学路の安全点検対策箇所図 【日置荘西小学校】（東区） 

 

Ｎ 道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

       ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策前 対策後 対策後 

対策前 対策後 



整理番号５   通学路の安全点検対策箇所図 【日置荘西小学校】（東区） 

 

Ｎ 道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

対策前 対策前 対策後 対策後 



整理番号６   通学路の安全点検対策箇所図 【日置荘西小学校】（東区） 

 

Ｎ 道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 

対策前 

対策前 

対策後 

対策後 



整理番号７   通学路の安全点検対策箇所図 【日置荘西小学校】（東区） 

 

Ｎ 横断歩道が消えてしまっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号８   通学路の安全点検対策箇所図 【白鷺小学校】（東区） 

 

Ｎ 歩道が非常に狭いうえに自転車の通行もあり、安全対策が

必要。 

【対策内容】 ・自転車への注意喚起シートの貼付 

対策前 

対策前 

対策前 

対策後 

対策後 対策後 



整理番号９   通学路の安全点検対策箇所図 【白鷺小学校】（東区） 

 

Ｎ スピードを出し通り抜けていく車が多く危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・「交差点注意」路面標示の塗り直し 

・Ｔ字路マークの塗り直し 

・「通学路」路面標示の塗り直し 

対策前 

対策前 対策前 対策後 対策後 

対策後 



整理番号１０   通学路の安全点検対策箇所図 【白鷺小学校】（東区） 

 

Ｎ 横断歩道が薄くなっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号１１   通学路の安全点検対策箇所図 【白鷺小学校】（東区） 

 

Ｎ 「止まれ」停止線が消えてしまっている。 

【対策内容】 ・「止まれ」停止線の塗り直し 

対策前 対策後 



整理番号１２   通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘東小学校】（東区） 

 

Ｎ 抜け道として、車の通行量が多く危険なため、安全対策が

必要。 

【対策内容】 ・センターラインの塗り直し 

・「学童横断注意」巻き看板の設置 

・減速マークの塗り直し 

・「止まれ」停止線の塗り直し 

対策前 

対策前 対策前 

対策後 

対策前 

対策後 対策後 

対策後 



整理番号１３   通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘東小学校】（東区） 

 

Ｎ 抜け道として、車の通行量が多く危険なため、安全対策が

必要。 

【対策内容】 ・外側線及びグリーベルトの設置 

対策前 対策後 



整理番号１４   通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘東小学校】（東区） 

 

対策後 対策前 対策前 

Ｎ 道路幅員が非常に狭く車も多く通り抜けて行き危険なた

め、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・外側線及びグリーベルトの引き直し 

       ・「止まれ」停止線の塗り直し 

対策後 



整理番号１５   通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘西小学校】（東区） 

 

Ｎ 通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・グリーンベルトの設置 

・「学童多し注意」巻き看板の設置 

対策前 

対策前 

対策前 対策後 

対策後 対策前 

対策後 

対策後 



整理番号１６   通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘西小学校】（東区） 

 

Ｎ 通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・グリーベルトの設置 

       ・「通学路」巻き看板の設置 

対策前 対策前 

対策前 

対策前 

対策後 

対策後 

対策後 

対策後 



整理番号１７   通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘西小学校】（東区） 

 

Ｎ 通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「学童横断注意」巻き看板の設置 

対策前 

対策前 

対策前 対策後 対策後 

対策後 



整理番号１８   通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘西小学校】（東区） 

 

Ｎ スピードを落とさずに通過する車があり危険なため、安全

対策が必要。 

【対策内容】 ・「スピード落とせ」巻き看板の設置 

 

対策前 対策前 対策後 対策後 



整理番号１９   通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘西小学校】（東区） 

 

Ｎ 道路幅員が非常に狭く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置 

 

対策前 対策後 



整理番号２０   通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘南小学校】（東区） 

 

Ｎ 車の通行量があり横断するのに危険なため、安全対策が必

要。 

【対策内容】 ・「横断者注意」路面標示の設置 

・外側線及びセンターラインの引き直し 

・「通学路」巻き看板の設置 

・グリーンベルトの引き直し 

・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策前 

対策前 

対策前 対策後 対策前 

対策後 

対策後 対策後 

対策後 



整理番号２１   通学路の安全点検対策箇所図 【野田小学校】（東区） 

  

Ｎ 住宅地からの出入口が幹線道路にしかなく危険なため、安

全対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

対策後 



整理番号２２   通学路の安全点検対策箇所図 【野田小学校】（東区） 

 

Ｎ 見通しの悪い交差点で危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の巻き直し 

対策前 対策後 



整理番号２３   通学路の安全点検対策箇所図 【野田小学校】（東区） 

 

Ｎ 通り抜けていく車がスピードを落とさず通過し危険なた

め、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置 

       ・「止まれ」停止線の塗り直し 

対策前 

対策前 

対策前 対策後 

対策後 

対策後 対策前 対策後 



整理番号２４   通学路の安全点検対策箇所図 【野田小学校】（東区） 

 

Ｎ 通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。 

【対策内容】 ・グリーンベルトの設置 

・外側線及グリーンベルトの引き直し 

・「通学路」巻き看板の巻き直し 

対策前 

対策前 対策前 

対策後 

対策後 対策後 



整理番号２５   通学路の安全点検対策箇所図 【野田小学校】（東区） 

 

Ｎ 横断歩道が薄くなっている。 

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し 

対策前 対策後 


