
学校名
箇所
番号

対策担当部署

1 東葛飾土木事務所

2 道路管理課

3 南部中学校

4 八木南小学校

5 八木南小学校

6 道路管理課

7 流山区画整理事務所

8 道路管理課

9 道路管理課

10 道路管理課

11 八木北小学校

12 流山警察署

13 道路管理課

14 みどりの課

15 コミュニティ課

16 道路管理課

17 道路管理課

18 コミュニティ課

19 コミュニティ課

20 道路管理課

21
東小

道路管理課

22 道路管理課

23 東部中学校

24 道路管理課

25 道路管理課

26 道路管理課

27 東深井小学校

28 道路管理課

29 東深井中学校

30 東葛飾土木事務所

31 道路管理課

32 東葛飾土木事務所

33 道路管理課

34 学校から児童への安全指導 鰭ヶ崎小学校

35 道路管理課

36 道路管理課

37 道路管理課

38 西初石小学校

39 東葛飾土木事務所

40 道路管理課

41
西初石小学校
西初石中学校

天翔付近の交差点の東側道路の角（民家側）に導流帯内に「ラバーポール」を設置

横断歩道の両脇に「強調線」の路面標示（新設）

28

流山市西初石４丁目１４２３番地の１西側道路
（流山郵便局付近交差点）

右左折をする車を見ずに児童が横切ることになり危険。

郵便局付近交差点の北側両脇角に「足マーク」の路面標示（新設）

西初石小

26

流山市西初石３丁目８番地の１０　南側道路
（ファミリーマート付近交差点）

初石駅からの道が抜け道として使われることがあり、信号がない交差点を横切ることになる。

ファミリーマート付近交差点の東側道路の「足あとマーク」、「ドット線」の復旧、北側道路の両脇隅に「足あとマーク」の新設

学校から児童への安全指導

27

流山市西初石２丁目６番地の１７　東側道路
（天翔第１駐車場付近交差点）

大きな交差点で右左折をする車が危険である。

29

流山市西初石４丁目３４７番地　北側道路
（西初石小学校正門～美容院までの直線道路）

小・中・高校と児童生徒達が合流する道路であり、多少登校時間のずれがあるが、更に通勤者や自転車等が合流する為、危険であ
る。

学校から児童への安全指導

向小金小 25

流山市向小金３丁目１４３番地の２１東側
（向小金小学校プール裏～マザアス南柏間の道路）

狭い道幅のもかかわらず、車・オートバイの抜け道になっているため、登下校時における児童がとても危険である為、スクールゾー
ンにした方が良いと思われる。

変形交差点の中心部の陥没修理

「巻込み線」、「外側線」の路面標示（マザアス入口から小学校方面出口まで）（新設）

看板を正面として東側道路：「外側線」の路面標示（新設）

24

流山市鰭ケ崎６丁目１６番地　北側道路
（鰭ヶ崎郵便局付近～鰭ヶ崎小学校正門経由、ヴィクトリアの交差点まで）

道が狭く交通量も多い為、危険である。

「外側線」の新設（郵便局前）

鰭ヶ崎小

22

流山市鰭ケ崎２０１６番地北側
（細田酒店前の十字路）

十字路ではあるが優先道路がカーブしている為、自動車の速度が落ちず横断が危険。

「外側線」の路面標示の復旧

「グリーンベルト」の舗装（新設）

23

大字鰭ケ崎９５０番地の６　南側
（セントラルオート付近交差点）

スクールゾーンだが、車の出入りが多い。

非常に狭く見通しが悪い上に抜け道として通る車が多い。傘を差しての登校時には車との接触の危険がある。交通事故が発生した箇
所である。

通学路の変更を検討しており、変更の際は「外側線」の路面標示。

21

流山市大字東深井５８番地の２　南西側道路
（東深井中学校正門入り口前から江戸川台方面の道路）

歩道が狭く、ガードレール等もない。

学校から生徒への安全指導

東深井小

19

流山市東深井８８７番地
（水辺神社西側道路）

昨年度、本校児童が二度、この場所での交通事故が発生している。T字路になっており、道幅も路地を過ぎ、神社の方に向かって細
くなる。また、抜け道にもなっている為、車も飛ばしている。路面の「とびだし注意」の文字も薄くなっている。

神社付近のＴ字路の両方向の「とびだし注意」及び「Ｔマーク」の路面標示の復旧、「強調線」の路面標示（新設）、北側のＴ字路の「Ｔマーク」の路面標示（新設）

学校から児童への安全指導

20

流山市東深井１８３番地の１５　北側道路
（個人宅西側Ｔの字道路）

細い道から広い道に右折して車が出るときに、見通しが悪い為、危険である。（平成２７年度に本校生徒が横断歩道を歩行中に、車
に接触され、重傷を負った。）

交差点北側に「止まれ」の路面シール（新設）

14

流山市名都借９１２番地　北側のＴ字路
（イチゴハウス前のT字路から県立特別支援学校方面への信号まで）

道路の見通しが悪く、車の通りが激しい。道路標示が薄く、車への注意喚起が伝わっていない為、危険である。中学校からも意見が
出ている。

江戸川台小 18

流山市江戸川台東１丁目２５４番地
（京和ガス付近交差点）

黄色から赤へ信号が変わるのが早い為危険である。（黄色がほとんど無い。）

交差点南側の角付近にある電柱に「注意喚起」の電柱幕の設置（新設）

16

流山市西松ケ丘１丁目３２番地の１　北側道路
（ふるさとの森バス停から学校に向かって右折するT字路）

T字路が鋭角になっており、児童が横断する際、車が見えずらい。身を乗り出して確認しないと見えないので危険である。

カーブの内側に「グリーンベルト」、北側に「児童注意」の路面標示（新設）

17

流山市名都借９１６番地　西側道路
（東部中学校脇道路）

抜け道のためスピードを出している車が多い。横断歩道に停止線があるが止まらない車が多い。中学校からも意見が出ている。→自
転車通学者と車の距離が近い。

学校から生徒への安全指導（自転車通学者）

東小

カラー舗装がある箇所に「キャッツアイ（反射板）」の設置（新規）

15

流山市前ケ崎６４４番地の１　南側道路
（６号線BMWの角交差点から上富士川沿いの道路に抜ける坂道）

12

流山市大字北５５１番地　東側道路
（民家の東側の坂道）

急な坂で見通しが悪く、かつ暗い為、危険である。

民家の東側道路の一番北側の電柱の電灯及び一番南側の電灯を１０Ｗから２０Ｗに変更。

新川小

10

流山市平方２５０番地の３１　東側道路
（平方３号公園及び公園付近）

不審者出没の報告が多数ある。薄暗く、不審者が隠れやすい場所である。

公園内の木枝を伐採（明るくする）※防犯カメラの設置申請は今回の対策によりしばらく保留

平方３号公園西側の電柱に「街灯」を設置（新規）

11

流山市中野久木５６３番地の７６　東側道路
（歯科医院付近の交差点）

変則交差点で見通しが悪い。スピードを出してくる車両がいる。交通事故が発生している箇所でもある。

13

流山市江戸川台西３丁目３１番地の１　南側道路
（エステート江戸川台９号棟と森の道路）

森がある為、日暮れ時に早く暗くなり、道路も狭く危険な状態である。

９号棟南側の道路沿いの西側角から１・２本目の街灯１０Ｗから２０Ｗへ変更、３本目の電柱にに新規で２０Ｗの街灯を新設。

「（短め）ガードレール」の設置（歯科医院交差点の南側角）新設

「グリーンベルト」の舗装（新設）

八木北小

6

流山市東初石５丁目
（新Ｃ１１９街区　南東側Ｔ字交差点）

本道からの抜け道になっている為、交通量が多い。児童の横断が危険な状態である。

「巻込み線」及び「路面標示文字」の復旧

7

流山市東初石５丁目
（新Ｃ１２５街区メゾンドココ南側及び流山北小に向かう北側交差点までの道路）

本道からの抜け道になっている為、交通量が多い。児童の横断が危険な状態である。

9

流山市美田６９番地の４２０
（山びこルーム西側道路付近）

道幅が狭い上に交通量が多い。児童の登下校時には工事車両やスピードを出す車両が多く、危うく車と接触しそうになった事が度々
ある箇所であり危険である。

通学路の一部変更（２学期から）

一時停止の取り締まりの強化（山びこルーム北側の交差点付近２箇所）

「強調線」の道路標示（新設）

セブンイレブンコンビニ東側Ｙ字路両脇に「足マーク」（新設）、メゾンドココの南側道路「ドット線」（新設）の路面標示

8

流山市東初石５丁目
（新Ｃ１２７街区　東側交差点及び神愛幼稚園西側付近）

カーブに面した交差点であることから、児童の横断が危険な状態。

十字路にある「十字マーク」、「ドット線」の復旧

学校から児童への安全指導（区画整理事業に伴い道路拡張の予定（R4まで）のことから車止め等の設置は難しい。）

反射板（ブロックの上部）の補修

5

流山市前平井１９０番地の１　西側道路
（生涯学習センター～セントラルパーク駅入口交差点）

広い道路なので、スピードを出す車が多く、危険である。

交差点四隅に「車止め」の設置(新設）

八木南小

3

流山市芝崎３４１番地
（八木南小学校～セブンイレブンへの上り坂）

いつも渋滞しており、車の往来がとても多いことや、坂なのでスピードが出ている車がいる為、危険である。

学校から児童への安全指導（区画整理事業に伴い道路拡張の予定（R4まで）のことから車止め等の設置は難しい。）

4

流山市芝崎３７３番地の３
（第３コミュニティーホーム前交差点）

とても狭い十字路のうえ、車の通りが激しく、歩行者等の待機するスペースがあまりないことから、危険である。

2

流山市平和台４丁目３１番地　東側道路
（平和台４丁目交差点セブンイレブン流山セントラルパーク店前）

自転車の通学路で、下り坂になっており車にとって自転車のスピードが速く見通しが悪く危険である。

流山市役所方面坂道の「ドット線」、「外側線」の路面標示」の復旧

学校から生徒へ安全指導（自転車通学者に対し継続）

令和元年度通学路危険箇所学校調査一覧

危険箇所 通学路の状況・要望内容

流山小

1

流山市流山４丁目３５９番地
（流山小学校正門前の歩道橋）

階段のタイルが剥がれて危険である。

タイルの剥離修繕及び歩道橋の掃除



学校名
箇所
番号

対策担当部署

令和元年度通学路危険箇所学校調査一覧

危険箇所 通学路の状況・要望内容

42 小山小学校

43 小山小学校

44 道路管理課

45 学校から児童への安全指導 小山小学校

46 道路管理課

47 道路管理課

48 道路管理課

49 道路管理課

50 道路管理課

51 道路管理課

52 長崎小学校

53 道路管理課

54 道路管理課

55 道路管理課

56 流山区画整理事務所

57 南部中学校

58 道路管理課

59 道路管理課

60 道路管理課

61 道路管理課

62 道路管理課

63 道路管理課

64 コミュニティ課

65 道路管理課

66 南流山小学校

67 道路管理課

68 道路管理課

69 道路管理課

70 道路管理課

71 おおたかの森小学校

72 道路管理課

中学校の要望箇所
箇所数

令和元年度　　　　小学校 43
　中学校 8
その他
合計 51

1 新川小学校

1 流山小学校

1 道路管理課

雑草の草刈

流山市十太夫３５番地　西側道路
（クリアヴィスタおおたかの森付近の十字路）

信号がない為、車が歩道付近まで接近し、自転車が飛ばしているため危険である。

学校から児童への安全指導

新川小
ビバの裏側の通学路 車の抜け道として車が進入するが途中で補足なっていることから危険である。

学校から自治会等へ、通学路の変更した旨を周知してもらう

流山小

南流山高校前の交差点 車の抜け道として車が進入するが途中で補足なっていることから危険である。

学校から児童へ安全指導（土手から流山街道に向かう際、途中まで右側通行、しまむら付近から歩道があることから左側に渡り街道へ直進）

流山２号公園南東側T字路 車の抜け道として車が進入するが途中で補足なっていることから危険である。

「通学路」表示の看板が錆びていることから撤去

51

流山市市野谷６２１番地の１　南側道路
（おおたかの森小中学校前交差点）

本校に横断する右側の歩道には、「足マーク」等の注意喚起標示があるが、左側がない。児童数も増えているので同様の措置をして
ほしい。

2か所ある横断歩道のうち、横断歩道しかない方に「足マーク」及び「止まれの線」の路面標示をする。（新設）

[合同点検外]

おおたかの森駅から、流山街道方面に向かう抜け道として利用され車の量が増えたため危険である。

円東寺（Ｔ字路入口）及び市野谷水鳥の池（Ｔ字路の出口）の両Ｔ字路手前付近に「横断者注意」の路面標示（新設）

50

流山市東初石６丁目１８６番地の５０　北側道路
（小山小へ向かうアンダーパスの右側の歩道）

下り坂になっており、自転車がスピードを出し通過する為、危険である。

おおたかの森小中学校から保護者及び児童生徒に安全指導（周知）をするもの。

おおたかの
森小

48

流山市三輪野山４丁目１１番地の７　北側道路
（大字三輪野山わくわくの森沿い道路）

見通しが悪く、最近車の抜け道としての利用が急増。また、夕方、街灯が少なく、危険である。

道路にはみ出している木の伐採依頼（道路管理課で対応）

（わくわくの森南側Ｔ字路）「巻込み線」、「外側線」、「Ｔ字」マーク、「ドット線」の路面標示（新設）

（わくわくの森南西側Ｔ字路）「Ｔ字」マーク、「ドット線」の路面標示の復旧

49

流山市市野谷６５５番地の１　東側道路
（市野谷水鳥の池沿い～円東寺に至る道）

南流山小 47

流山市南流山６丁目７番地の１　東側道路
（南流山郵便局付近の神明堀の東側からフロントパーク南流山側）

道が狭くて危険である。

学校から児童への安全指導

45

流山市西深井５５７番地　北側道路
（個人宅の前道路）

歩行する児童が多く、道が狭く危険である。

学校から児童への安全指導（道幅が狭い箇所であり、更に途中から狭くなっていることから外側線が引けない。）

46

流山市西平井１０３番地の１　南側道路
（浅間神社付近）

見通しが悪く、夕方は薄暗く、街灯の設置が不十分である。また、道幅が狭い為、防犯上、危険である。

「防犯灯」の設置（３箇所）

44

流山市美原３丁目７４番地の６　東側道路
（諏訪神社付近のＴ字路）

垣根が伸びており視界が悪い。「とまる」のマークが消失しているので児童の意識が低い。

草刈の依頼（神社側から入った十字路右側角、かなり背の高い雑草があり。地権者の確認。）、「足マーク」の復旧

西深井小

42

流山市西深井６２０番地の２　東側道路
（ＪＡとうかつ中央運河支店付近交差点）

県道方面への道は問題ないが、反対方向から進入する道路には標示がない。渋滞回避の抜け道になっている為、危険である。

電柱幕「通学路につき学童注意」の設置（新設）（大きい道から入った直ぐの電柱）（新設）

43

流山市美原３丁目１０７番地の１４　南側道路
（美原１号公園出入口付近）

公園の出入口と道路が面している為、児童の飛び出しが多く危険である。

「Ｔ字」マークの新設（神社前）、「通学路」の路面標示（神社抜けて街道に向かう道路）

「ポール」の１本の設置（公園敷地内、入口のパイプとパイプの道路寄り側）

「外側線」の復旧（公園前付近）

流山北小

39

流山市加２丁目５０９番地　西側道路
（ヴェレーナ流山セントラルパーク及び海老原商店付近）

車両が狭い道路を減速せずに、抜け道として進入してくるため危険である。

「十字マーク」、「ドット線」、「減速せよ」の路面標示、ポールの設置（両脇）の新設　（自治会同意後）

看板を前面に移動、その付近に短めのバリゲートの設置

40

流山市加２丁目５０９番地　南側道路
（加交差点商店前）

車の渋滞が発生しやすく、スピードを出す。時間帯によって自転車通学者が密集してしまう。

38
流山市芝崎３８８番地の１（個人工業の北側道路） 道路端に草が生い茂り、左側走行が厳しい状態。カーブが途中にあり、視界が悪く危険な状態。

雑草の草刈

学校から生徒への安全指導

41

流山市加４丁目１８番地の３　北側道路
（小児科横の大道りに抜ける道路）

車両が狭い道路を減速せずに、抜け道として進入し、路上駐車も多く危険である。

交差点四隅に「足あとマーク」の路面標示（新設）

長崎小

34

流山市野々下３丁目８９９番地の１　東側道路
（バス通り印刷会社付近交差点）

左右の見通しが悪い為、歩行者に気づかずに車と接触する可能性がある。またグリーンベルトが消えている。

ミラーの立て直し（業者側）及びミラーの角度調整（アパート側）

グリーン舗装（復旧）

道路の陥没修理

「ポストコーン」２本の設置（歩道角）

35

流山市野々下４丁目８２６番地の５　西側道路
（はやぶさの森住宅街入り口から出口まで）

白線が見えにくくなっている。また狭い上に車の往来が多く危険である。

「巻込み線」・「Ｔの字」・「ドット線」の復旧（はやぶさ入口）、「公園あり注意」の路面標示（直線箇所）（新設）・「ドット線」（公園付近）（新設）

パイプに反射板（公園入口）

36

流山市野々下４丁目８５２番地の９２　南側道路
（四季野公園付近のグリーンベルト通り）

二年前に自転車と自動車との接触事故あり。ミラーがついてない為、右からの見通しが悪い。また、過去において誘拐未遂があった
ため。

学校から児童への「止まれ」の安全指導。（Ｔの字の手前道路には、強調線、「止まれ」（路面標示）、「止まれ」（標識）施工済みのため。野々下第一公園（ぶた公園）の脇にＨ２７
年度防犯カメラ設置済み）

37

流山市野々下２丁目６５０番地
（東葛変電所沿い南側道路）

道路端に草が生い茂り、左側走行が厳しい状態。カーブが途中にあり、視界が悪く危険な状態。

小山小

30

流山市十太夫９９番地の４　北側道路
（おおたかの森ナーサリースクールの裏道）

道が狭く、歩道もなく、見通しが悪いうえに、街灯も少なく危険である。

学校から児童への安全指導

31

32

流山市十太夫１８６番地　東側
（流山豊四季霊園正門付近の交差点）

今年度の保育園交差点における事故があったことから点検箇所とした。

交差点四隅の「車止め」の設置（新設）

33

流山市十太夫１１２番地の１
（シティオブフレグランス付近の交差点）

見通しが悪い為、危険である。


