
通学路の危険・要注意箇所

○○市○○町○○のコンビニの
歩道

1 睦沢町立
土睦小学校

茂原夷隅線　双葉電子工場付近
歩道が狭いところがあり、樹木がせり出
してるところもある。

（県）注意喚起として、　路面標示　「減速
マーク」 １箇所、　「歩行者注意」　２箇所設
置、地権者へ樹木伐採依頼

平成24年8月9日 H24年度実施済 ○

2 睦沢町立
土睦小学校

茂原夷隅線　寺崎 急なカーブで見通しが悪い。
（県）注意喚起として、路面標示　「減速マー
ク」 2箇所、　「歩行者注意」　1箇所設置
（警察） 横断歩道塗り直し

平成24年8月9日 H24年度実施済 ○

3 睦沢町立
土睦小学校

川島急ｶｰﾌﾞから区民センターに
抜ける道

歩道が狭い。 （町） 路側帯拡幅、地権者へ樹木伐採依頼 平成24年8月9日 H25年度実施済 ○

4 睦沢町立
土睦小学校

下之郷寺崎線　大谷木青年館先
車のスピードが速く、急なカーブで見通
しが悪い（横断が危険）

（警察） 横断歩道塗り直し
（町） 減速表示塗り直し

平成24年8月9日 H25年度実施済 ○

5 睦沢町立
土睦小学校

岩井地区『関東ふれあい道』の
看板辺り
県道茂原夷隅線 岩井橋付近

歩道が無くなっている。道はカーブが多
く、歩いていると危険。

（県）減速路面表示設置 平成26年8月8日 H26実施済 ○

6 睦沢町立
土睦小学校

花壇の脇を通る大きなカーブとそ
の先
下之郷寺崎線 大谷木北山田消
防機庫付近

横断箇所になっているが、カーブになっ
ていて車が見えにくい。（車からも看板
が見えにくい。）
道が坂になっていて、下から登ってくる
車が見えにくい。

（警察）横断歩道等の対策
（町）通学路看板、減速マーク等による対策

平成26年8月8日
平成27年7月15日
平成28年7月5日

H28年度実施済 ○

7 睦沢町立
土睦小学校

JAから槇の木学園に向かって手
前を左折した道
町道470号線 町営住宅付近

ガードレール等のさくが無い。 （町）側溝の蓋掛 平成26年8月8日 H26年度実施済 ○

8 睦沢町立
土睦小学校

田中米肥店斜め向かいの歩道
県道南総一宮線

見通しが悪いカーブのところで歩道が
終わっているため、歩行者は車道へ飛
び出す形となる。

（県）歩道整備事業実施区間
　　　路面標示による対策

平成29年7月5日 H29年度実施済 ○

9 睦沢町立
土睦小学校

八幡神社の脇
大木の枝が落ちたり葉も多く落ちてい
て、神社側は端を歩きにくい。案外車も
通り、道の端を歩けないと危ない。

－ -

10 睦沢町立
土睦小学校

岡澤工業所の前の通りから大谷
さん（下之郷656-6）の家までの
道

道が狭く、人通りも少ない。急な坂を登
るため危険

－ -

11 睦沢町立
土睦小学校

原川橋～ダイハツの信号
右側に白線はあるが、縁石等はない。
左側はあり。

－ -

12 睦沢町立
土睦小学校

中村寿司付近の農道 道幅が狭い － -

13 睦沢町立
瑞沢小学校

杉山トンネル付近
カーブで坂道、片側しか歩道がない。草
木がせり出している。

（町） 地区へ草刈依頼 平成24年8月9日 H24年度実施済 ○

14 睦沢町立
瑞沢小学校

杉山トンネル～佐貫間
歩道がない、道路を樹木が覆っており
通行に障害となる。

（町） 側溝蓋設置検討、地区へ樹木伐採依
頼

平成24年8月9日 H25年度実施済 ○

15 睦沢町立
瑞沢小学校

佐貫入口交差点
県道大多喜一宮線と妙楽寺地引
線の交差地点

信号機がない。朝夕は通勤時、並びに
ゴルフ場関係（お客を含め）の車両が大
変多くなる。特に交差点付近は事故が
多発しそうな状況にある。（一時停止を
怠る車が多い。特にゴルフ場への客）。

（警察）信号機等の対策
（県）減速マーク・舗装のカラー化等の対策
（町）減速マーク・舗装のカラー化等の対策

平成26年8月8日
平成27年7月15日

H27年度実施済（町）

H28年度実施済（県）
○

16 睦沢町立
瑞沢小学校

県道大多喜一宮線　大上団地付
近

横断歩道が消えかかっている。 （警察）横断歩道の塗り直し 平成28年7月5日 H28年度実施済 ○

17 睦沢町立
瑞沢小学校

佐貫分遣署前交差点

佐貫縦貫線を曲がる車のスピードが速
く危ない。
妙楽寺地引線からの車が停止線で止ま
らない。

（町）外側線の引き直し
　　カラー舗装による停止位置の強調

平成29年7月5日 H29年度実施済 ○

18 睦沢小学校 町道上市場奥谷線（睦希庵付
近）

児童が道路を渡る際、横断歩道もなく
危険

（警）横断歩道等の設置
（町）交通安全施設（ポール）の整備

平成29年7月18日 H30年度実施済 〇 〇

19 睦沢中学校 川島７９４番地地先Ｔ字路
歩道と車道の境にガードレールがあり、
自転車通学の生徒が道を横断する際に
ガードレール前で待つことになる。

（県）ガードレールの移動 令和元年7月12日 R1年度実施済 〇

20 睦沢こども園 長南ガス睦沢供給所前 外側線が消えている 外側線の引き直し 令和元年7月12日 R1年度実施済 〇
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21 睦沢町立
土睦小学校

睦沢中学校脇河川沿い自転車
道路

街灯や家屋がなく、夜真っ暗で不審者
が出た時危険である。

（県）雑草等繁茂時に除草作業を実施
（町）防犯灯設置検討

平成24年8月9日

除草作業は毎年繁
茂時期に実施

防犯灯設置

〇

22 睦沢町立
土睦小学校

県道　上市場商店街通り 交通量が多く、道幅が狭い。 （県）歩道整備事業実施区間 平成24年8月9日 H27年度から実施中 〇

23 睦沢町立
土睦小学校

校門から右折してから数１０メー
トル先
町道616号

歩道が無く、道幅が狭く危険。 （町）歩行空間の整備 平成26年8月8日 検討 〇

24 睦沢町立
土睦小学校

岡澤工業所の前の道路
下之郷野中線、岡澤工業所付近

歩道が無く、車の通りも多いため危険。 （町）歩行空間の整備 平成26年8月8日 検討 〇

25 睦沢町立
土睦小学校

川島バス停～新生酪農
県道茂原夷隅線 新生酪農付近

交通量が多いが、歩道の無い所があ
る。

（県）歩道空間の整備
平成26年8月8日
平成27年7月15日

検討 〇

26 睦沢町立
土睦小学校

川島区民センター近く（前原榊
線）
榊団地内全域

道幅が狭く歩行空間が確保されていな
く、歩道がないため、危険を感じる（色
分けもされていない）

（町）歩行空間確保を検討 平成26年8月8日 R2年度実施済 ○

27 睦沢町立
土睦小学校

山田ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ園～広域農道
（町道上市場関戸線）

道幅が狭く歩行空間が確保されていな
く、歩道がないため、危険を感じる（色
分けもされていない）

（町）現道拡幅と併せ歩行空間確保の整備 平成26年8月9日 H30年度実施済 〇

28 睦沢町立
土睦小学校

JAから槇の木学園に向かう道路
２級町道８号線

横断歩道が消えかかっている。
区画線が消えかかっている。

（警察）横断歩道の塗り直し
（町）白線の塗り直し

平成27年7月15日
平成28年7月5日

H28年度
実施済（警察）

センターライン引き直
し済み（町）

〇 ○

29 睦沢町立
土睦小学校

総合運動公園方面から上之郷原
交差点を直進する町道

総合運動公園方面から上之郷原交差
点を直進する車の速度が速く、道が狭
いので危険を感じる

（町）交差点進入時の速度を落とす対策 平成29年7月5日 R2年度実施済
（外側線）

〇

30 睦沢町立
土睦小学校

むつみニュータウン内の歩道等
下之郷野中線の歩道は、幅が狭いうえ
段差も生じている。また団地内の道幅
が狭く歩行者は危険を感じる。

（町）歩行空間の整備 平成29年7月5日 R2年度実施済 〇

31 睦沢中学校 佐貫分署前Ｔ字路～森方面 道路の外側線が消えている。 （町）外側線の引き直し
平成29年7月18日 H30年度実施済 〇

32 睦沢小学校 上市場神崎文房具店前 道路の外側線が消えている。 （県）外側線の引き直し 令和元年7月12日 R1年度実施済 〇

33 睦沢小学校 昭和薬局前交差点付近

「どんどん坂」からくる道幅が狭く、歩車
分離の白線がない。また、交差点付近
の植え込みが車道側に広がることで、
雨天時に歩行者が車道側に大きく膨ら
む。

（町）外側線の引き直し 令和元年7月12日
道路拡幅予定

（R3年度測量予定）
〇

34 睦沢小学校 上市場菅原整骨院わき車道 整骨院反対側の外側線が消えている。 （町）外側線の引き直し 令和元年7月12日 R2年度実施済 〇

35 睦沢小学校 上之郷おだか手前交差点 横断歩道が消えかかっている （警）横断歩道の引き直し 令和元年7月12日 R3年度実施済 〇

36 睦沢中学校 中学校前～田中ガス店

・歩道内のＵ字溝とアスファルトの段
差。
・歩道内の傾斜部分でＵ字溝のフタとフ
タとの接続部分に隙間がある。

（県）歩道整備 令和元年7月12日 R2年度実施済 〇

37 睦沢こども園 歴史民俗資料館裏～総合運動
公園

道幅が狭く、クランクになっている。 Ｕ字溝のフタ設置及び付け替え 令和元年7月12日 R2年度実施済 〇

38 睦沢小学校 佐貫中里
道路の曲がりが多いので児童が死角に
なる場合がある。

スピード減速の看板や路面標示等を設置 令和2年7月12日
R2年度実施済
（路面標示）

〇

39 睦沢小学校
睦沢中学校

下之郷プレジール脇T字路
停止線で止まる車両が少なく横断歩道
内で止まるため、歩行中の児童生徒が
危険。

スピード減速の看板や路面標示等を設置 令和2年7月12日
R3年度実施済
（路面標示）

〇

40 睦沢中学校 校門前の県道
県道に出る際に左右の確認がしづらく
危険。

カーブミラーの設置 令和2年7月12日 〇

41 睦沢中学校 校門前の県道

登校時横断歩道を渡る際に、待ってい
る場所がない。小学校の登校時間とも
重なるのでたまりが無いと道路にはみ
出し、危険。

たまりの設置 令和2年7月12日 〇

42 睦沢小学校 上之郷マイカーセンター前十字路 ①道幅が狭くなっている。
②県道はスピードを出す車が多い。

①外側線を新たに引く
②横断歩道が消えかけているので引きなす
②速度標識等が劣化しているので更新
②中央線が消えかけているので引きなおし

令和3年7月27日

①R3外側線引き直し
済み
②R5.3月末までに実
施予定

〇 〇
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43 睦沢小学校 小滝
・睦沢小学校前

「止まれ」が消えかかっている 「止まれ」の引き直し 令和3年7月27日
R5.3月末までに実施
予定

〇

44 睦沢小学校
小滝
・小滝青年館前
・小滝プラント交差点

①歩道なし。道幅が狭くなっている。
①車がスピードを出してくる。
②植栽などで見通しがよくない。

①「学童注意」の路面標示で減速を促す。
②カーブミラーにアームを付け、植栽を伐採
しなくても見通しがきくようにする。

令和3年7月27日 R3①路面表示済み 〇

45 睦沢小学校 上市場
どんどん坂付近

①用水路に柵がなく危ない。水かさが
あるときは危険
①よそ見をしていると落ちる可能性があ
る。
②急カーブになっているので見通しが
悪い。車がカーブを曲がり切れないと危
険。
③道路からの落差が大きいため落ちた
ら危険。かなり深い。茂みが多い。動物
に遭遇する危険性がある。（ガードレー
ル有）

①、②道路幅を広げる。※歩道なし
③道路からの落差がある場所は、反対側に
歩道があるので、歩道を通行するように学校
にて指導。

令和3年7月27日
令和５年度に道路及
び水路工事予定

〇

46 睦沢小学校 上市場
睦希庵付近Ｔ字路

①オレンジの中央線が消えている。
②車止めポールが折れている。

①中央線の引き直し
①速度標識等が劣化しているので更新
②車止めポールの修繕

令和3年7月27日
①R5.3月末までに実
施予定
②R4.3月末

〇 〇

47 睦沢小学校 上市場
槇の木学園～睦希庵付近

外側線が消えている。 外側線の引き直し 令和3年7月27日
R3年度実施済
（路面標示）

〇

48 睦沢小学校 上市場
昭和薬局交差点付近

・交差点付近の植え込みが児童にかか
り、車から見えづらい。
・通勤時にスピードを出す車が多い。
・道幅が狭く、児童のすぐ横を車が通り
危険。

歩道の設置（令和４年度交差点改良工事予
定、歩道設置）

令和3年7月27日
R5.3月末までに実施
予定

〇

49 睦沢小学校
川島
川島入り口（大カーブ）の信号か
ら川島区民センターの道路

・道が狭く大型トラックがよく通るので危
険。また、子どもが歩いているとき、車
同士のすれ違いで、路肩に車が入って
きて危険。

グリーンベルトを塗り、路肩の歩行スペース
を強調

令和3年7月27日
R5.3月末までに実施
予定

〇

50 睦沢小学校 大谷木
大谷木区民センター前

横断歩道が消えている 横断歩道塗りなおし 令和3年7月27日 R3年度実施済 〇

51 睦沢小学校 大上
西門橋付近

・中学生が登下校時に県道を横断する
際、スピードをだしている車が多い。横
断歩道がない

位置的に横断歩道の設置は難しいので、
カーブ注意、減速のドットを路面標示

令和3年7月27日
R4.3月末までに実施
予定

〇

52 睦沢小学校 寺崎
歓喜寺下のカーブ

カーブがきつく、スピードを出している車
がいて危険。

減速マークを路面標示 令和3年7月27日
R4.3月末までに実施
予定

〇

53 睦沢小学校
川島地区
主要地方道茂原夷隅線（小湊
バス停久保入り口付近）

路肩に置き型ガードレールがある
が、草が繁茂する時期はガードレー
ルの内側に入れず、外側を歩くため
危険。

歩道の設置。 令和3年7月27日 検討 〇

54 睦沢中学校 校門前の県道

登校時横断歩道を渡る際に、待ってい
る場所がない。小学校の登校時間とも
重なるのでたまりが無いと道路にはみ
出し、危険。

たまり場を作ることは難しいので、歩道を切
り下げ、自転車を降りて、歩道に入れるよう
にする。

令和3年7月27日 検討 〇

55 睦沢中学校
上市場
県道南総一之宮線
中学校から上市場交差点まで

民家から樹木が道路にはみ出し、大型
トラックなどはそれをよけるため、車線
を大きくはみ出し危険。

地権者に樹木撤去指導 令和3年7月27日 検討 〇

56 睦沢中学校

上市場
県道南総一之宮線
中学校から上市場交差点まで

道幅も狭く、道路の両側に歩道がないと
危険。

歩道の設置（令和４年度交差点改良工事予
定、歩道設置）

令和3年7月27日 検討 〇

57 睦沢中学校

下之郷、上之郷
県道南総一之宮線～県道大多
喜一之宮線（下之郷2072-2地先
～上之郷交差点）

登校側には歩道がなく、自転車が走る
ための十分な道幅も無いため危険。ま
た、登校時間帯は交通量も多い。

・地権者に樹木撤去指導。
・減速のドットの引き直しで減速を促す。

令和3年7月27日 検討 〇


