
別添１

　　　　　　対策一覧表 平成29年8月末時点

【神埼小学校】

点検年次

24 25.6 25 26 27 28 29

1 ○ ○
一般国道（指定

区間外）
国道３８５号（旧道） 神埼市 歩道の設置・拡幅､路面標示 東部土木事務所 対応中

2 ○ 市町村道 四丁目永歌線 神埼市 路面標示 神埼市 対策済み

3 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 神埼市 立ち番の強化 神埼市 対策済み

4 ○ 市町村道 三丁目西溝線外 神埼市 歩道の設置・拡幅 神埼市 対策済み

5 ○ ○ 市町村道 西溝利田線 神埼市 立ち番の強化、拡幅の検討 神埼市 対策済み

6 ○ ○ 主要地方道
三瀬神埼線（神埼市役所前
交差点）

神埼市 歩道だまりの拡幅、歩道の拡幅 東部土木事務所 H30年度以降

7 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 神埼市 道路反射鏡の設置 東部土木事務所 対策済み

8 ○ 市町村道 神埼中学校線 神埼市 立ち番の強化、歩道と交差点の区分け（ライン等） 神埼市 対策済み

【対策検討メンバー】交通安全指導員、交通安全協会、佐賀県警察、教育委員会・小学校、佐賀国道事務所、佐賀東部土木事務所、市町道路管理者

【西郷小学校】

点検年次

24 25.6 25 26 27 28 29

1 ○ 市町村道 尾崎南口岩田線 神埼市 路面標示 神埼市 対策済み

2 ○ 市町村道 尾崎南口岩田線 神埼市 路面標示 神埼市 対策済み

3 ○ 市町村道 大町橋日の隈線 神埼市 信号機の新設（押ボタン） 神埼警察署 対策済み

4 ○ 里道 神埼市 大雨時の立ち番強化 神埼市 対策済み

5 ○ 市町村道 尾崎南口岩田線 神埼市 路面標示 神埼市 H29年度以降

6 ○ 市町村道 大町橋日の隈線 神埼市 横断歩道、停止線、自転車横断帯引き直し 神埼警察署 対策済み

【対策検討メンバー】交通安全指導員、交通安全協会、佐賀県警察、教育委員会・小学校、佐賀国道事務所、佐賀東部土木事務所、市町道路管理者

番号 道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容

対策内容 事業主体 対策年度

事業主体
対策年度
会議後

番号 道路種別 路線名 箇所名・住所名



別添１

　　　　　　対策一覧表 平成29年8月末時点

【仁比山小学校】

点検年次

24 25.6 25 26 27 28 29

1 ○ 主要地方道 佐賀川久保鳥栖線 神埼市 防護柵の設置 東部土木事務所 対策済み

2 ○ 主要地方道 佐賀川久保鳥栖線 神埼市 路面標示（路面標示以外も検討中） 東部土木事務所 H29年度以降

3 ○ 主要地方道 三瀬神埼線（飯町） 神埼市 立ち番の強化 神埼市 対策済み

4 ○ ○ 市町村道 八子石井ヶ里線 神埼市 歩道だまりの設置、カーブミラーの調整、信号機設置要望の検討 神埼市 H29年度以降

5 ○ 市町村道 志波屋三谷線 神埼市 路面標示 神埼市 対策済み

6 ○ 主要地方道 三瀬神埼線 神埼市 立ち番の強化 神埼市 対策済み

7 ○ 主要地方道 三瀬神埼線（仁比山） 神埼市 歩道の設置・拡幅 東部土木事務所 対策済み

8 ○ ○ 主要地方道 佐賀川久保鳥栖線（菅生） 神埼市 歩道の設置・拡幅、仮設ガードレール 東部土木事務所 対応中

9 ○ 主要地方道
佐賀川久保鳥栖線(志波
屋)

神埼市 歩道の設置・拡幅 東部土木事務所 対策済み

10 ○ 主要地方道 三瀬神埼線 神埼市 路面標示（東側） 東部土木事務所 対策済み

11 ○ 主要地方道 佐賀川久保鳥栖線 神埼市 駐車場と歩道の区別 東部土木事務所 対策済み

【対策検討メンバー】交通安全指導員、交通安全協会、佐賀県警察、教育委員会・小学校、佐賀国道事務所、佐賀東部土木事務所、市町道路管理者

【千代田東部小学校】

点検年次

24 25.6 25 26 27 28 29

1 ○
一般国道（指定

区間外）
国道３８５号 神埼市 歩道の舗装 東部土木事務所 対策済み

2 ○
一般国道（指定

区間外）
国道３８５号 神埼市 立ち番の強化 神埼市 対策済み

3 ○ その他 里道 神埼市 防護柵の設置 神埼市
通学路変更のた
め削除

4 ○ 主要地方道 佐賀八女線 神埼市 防護柵の設置 東部土木事務所 対策済み

5 ○ 主要地方道 佐賀八女線 神埼市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 東部土木事務所 対策済み

6 ○ 市町村道 快楽東 神埼市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 神埼市
通学路変更のた

め削除

7 ○ 市町村道
小鹿北１号線
国営千代田西１号線

神埼市 外側線設置 神埼市 対応中

8 　 　 ○ 主要地方道 市武諸富線 神埼市
樹木伐採依頼、渡瀬南３号線の時間帯交通規制、
横断歩道の視認性強化、看板（スピード落とせ）の位置調整

神埼市
神埼警察署

東部土木事務所
対応中

【対策検討メンバー】交通安全指導員、交通安全協会、佐賀県警察、教育委員会・小学校、佐賀国道事務所、佐賀東部土木事務所、市町道路管理者

番号 道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容

対策内容 事業主体 対策年度

事業主体 対策年度

番号 道路種別 路線名 箇所名・住所名



別添１

　　　　　　対策一覧表 平成29年8月末時点

【千代田中部小学校】

点検年次

24 25.6 25 26 27 28 29

1 ○
一般国道（指定

区間外）
国道２６４号 神埼市 交差点改良 東部土木事務所 対応中

2 ○ 市町村道 国営千代田西１号線 神埼市 交差点改良 神埼市 対策済み

3 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 神埼市 立ち番の強化 神埼市 対策済み

4 ○
一般国道（指定

区間外）
国道２６４号 神埼市 指定方向外禁止規制の実施 神埼警察署 対策済み

5 ○ 市町村道 姉東線 神埼市 通行禁止（上記指定方向外規制で解決） 神埼警察署 対策済み

6 ○ 市町村道 姉南 神埼市 路面標示 神埼市 対策済み

7 ○
一般国道（指定

区間外）
国道264号 神埼市 道路反射鏡の設置 神埼市 平成29年度以降

8 ○ 市町村道 城原川西側堤防 神埼市 道路脇の除草（夏季） 神埼市 対策済み

9 ○ 市町村道 国営千代田西１号線 神埼市 横断歩道設置 神埼警察署
通学路変更のた

め削除

【対策検討メンバー】交通安全指導員、交通安全協会、佐賀県警察、教育委員会・小学校、佐賀国道事務所、佐賀東部土木事務所、市町道路管理者

【千代田西部小学校】

点検年次

24 25.6 25 26 27 28 29

1 ○ 市町村道 原の町姉川橋線 神埼市 カーブミラー設置（国道２６４号拡幅により解決） 神埼市 対策済み

2 ○ ○ 　
一般国道（指定

区間外）
国道２６４号 神埼市 歩道の設置・拡幅 東部土木事務所 対応中

3 ○ 市町村道 上犬童蓮池線 神埼市 歩道の設置・拡幅 神埼市 対策済み

4 ○ 市町村道 上犬童蓮池線 神埼市 歩道の設置・拡幅 神埼市 平成29年度以降

5 ○ 主要地方道 佐賀八女線 神埼市 歩道の設置・拡幅、注意看板の設置
東部土木事務所

神埼市
対応中

【対策検討メンバー】交通安全指導員、交通安全協会、佐賀県警察、教育委員会・小学校、佐賀国道事務所、佐賀東部土木事務所、市町道路管理者

番号 道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容

対策内容 事業主体 対策年度

事業主体 対策年度

番号 道路種別 路線名 箇所名・住所名



別添１

　　　　　　対策一覧表 平成29年8月末時点

【脊振小学校】

点検年次

24 25.6 25 26 27 28 29

1 ○ 主要地方道 三瀬神埼線 神埼市 路面標示 東部土木事務所 対策済み

2 ○ 主要地方道 三瀬神埼線（広滝) 神埼市 歩道の設置・拡幅 東部土木事務所 対応中

3 ○ ○ 市町村道 井上勝陣線 神埼市 路面標示、外側線の引き直し 神埼市 対策済み

4 ○ 市町村道 井上勝陣線 神埼市 横断歩道の移設 神埼市 対策済み

5 ○ 一般県道 脊振山公園線 神埼市 植栽の剪定及び定期的な管理を依頼
東部土木事務所

神埼市
対策済み

6 ○ 市町村道
井上勝陣線
広滝倉谷線

神埼市 路面標示 神埼市 平成29年度以降

【対策検討メンバー】交通安全指導員、交通安全協会、佐賀県警察、教育委員会・小学校、佐賀国道事務所、佐賀東部土木事務所、市町道路管理者

番号 道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 事業主体 対策年度


