
通学路危険箇所合同点検　対策箇所一覧表（令和２年度合同点検実施分）ＨＰ公表用

路線名 所在地

大川小学校 市道下中開２号線 向島2111付近
一方通行の通路だが、朝は交通量が多
く、スピードを出して走る車が多い。また、
カーブのところは見通しも悪い。

R1.10.28 対策済み Ｒ2 路面表示 市建設課

大川小学校 大溝、水落線
国際医療大学南門
付近

水路があり、子供が入れる場所がある。
雨が多いときは氾濫する。

実施予定 防護柵設置 市

大川小学校 矩手住吉町線 小保600付近
細い道で歩行者と車道の間隔がないの
で危ない。白線も消えている。

対策中 Ｒ3 外側線設置 市建設課

宮前小学校 宮前小学校東側線 向島856-6付近
児童が縁石に乗って登下校するので、転
んだり落ちたりして危ない。

安全指導 学校による安全指導 学校

宮前小学校 宮前小学校東側線 向島856-9付近
橋に柵がなく、児童がよく覗き込んでいる
ので危ない。

安全指導 学校による安全指導 学校

宮前小学校 下碇北田線 向島7-7付近
クリークに柵がなく、通学路なので危な
い。大雨の時あふれやすい場所である。

対策中 Ｒ3 防護柵設置 市建設課

宮前小学校
宮本大川線
北一ノ割橋口線

風籠宮の前の通り
と江の津橋方面の
通り

朝の時間帯、スピードを出す車が多いた
め、朝の時間帯の速度制限が必要。

H28.11.24 実施予定 取締強化 福岡県警

宮前小学校 浦田前田線 向島659-1付近
クリークに柵がなく、通学路なので危な
い。

対策中 Ｒ3 防護柵設置 市建設課

宮前小学校
国道２０８号
国道４４２号

中原交差点
レストラン横の歩道が狭く、車の通りも多
いため危険を感じる。

安全指導 学校による安全指導 学校

三又小学校
鐘ヶ江酒見間線
中古賀下林線

中古賀708-1付近
見通しが悪く左からくる車が見えない。横
断歩道がないため、道路を渡るのが危
険。

R2.11.17 一部対策済み R2-3
①横断歩道の検討
②交差点の整理

①福岡県
警
②福岡県

三又小学校
茅島筒江前線
鬼古賀下林線

下林交差点
点滅信号で安全確認せず進む車が多
い。横断待ちの児童が車から見えない。
事故が多発している。

H29.11.30 安全指導 学校による安全指導 学校

木室小学校 国道385号
木室小学校前の国
道385号

歩道が狭く交通量の多い道路であるた
め、児童の登下校が危険であるため。

Ｈ30.1120 安全指導 学校による安全指導 学校

木室小学校 鬼古賀下林線
本木室交差点南
（旧国道385号と市
道の三又路）

登校時に交通量が多く歩道がないので
危険。

H30.11.20 検討中 外側線 市建設課

木室小学校
国道385号
宮本大川線

国道385号新堀橋
南交差点

国道385号新堀橋南交差点の横断歩道
の溜まりが狭く、信号待ちをしている児童
が危険に晒される。

対策済み R2 車止め等 福岡県

田口小学校 県道水田大川線
三丸473番地1付近
（ファミリーマート付
近）

出会いがしらにぶつかりそう、コンビニか
ら車が勢いよく出てくる。北古賀の信号
が赤の場合は車がスピードをあげてコン
ビニの敷地内を通り抜けて兼木方面に向

H28.10.28 安全指導 学校による安全指導 学校

川口小学校 上新田一木南線 一木509番地付近 カーブで見通しが悪く道も狭い。 H28.12.26 対策済み カラー舗装、カーブミラー設置済み

川口小学校
新田榎津線
上新田一木南線

北島町信号
信号無視の車が多い、スピードを出して
いる。

実施予定 取締強化 福岡県警

川口小学校 中江頭開本内開線
紅粉屋193付近（消
防小屋付近）

車がスピードを出す。 検討中 地域内協議 市

大野島小学
校

大詫間・大川線
大野島3553－5付
近

ブロック塀が工場側に倒れ掛かってお
り、道路側に倒壊する危険性がある。

対策済み 撤去済み 市

大野島小学
校

大詫間・大川線
大野島2882～3040
付近

ガードレールに沿って雑草が路側帯まで
伸び、車道を歩かなければいけない箇所
がある。車の離合がしにくいほど道幅が
狭い区間もあり、危険である。通学路の

対策済み R2 除草 福岡県

大野島小学
校

大詫間大川線
大野島2882～3040
付近

道幅も狭く見通しも悪い。しかも、車の通
りも多い。白線はあるものの、白線内の
グリーンベルトがほとんど消えている。車
で走行する際、児童の通学路だと注意喚

対策済み H28-R2 路肩整備 福岡県

大野島小学
校

梅ヶ江・大角宮前線 大野島2569付近
草が生え、道路に泥が堆積しているので
雨が降ると水が溜まり、歩くとき滑りやす
い。

検討中 泥の除去 市建設課

大野島小学
校

内開中通、小佐井
開線
潟島中通線

大野島1408-2付近
車の通行量が多く、速度上げて走行した
り一旦停止しなかったりする車が多い。

対策済み 地域内協議 -

大野島小学
校

潟島中通線 大野島1134-1付近
多くの児童が登下校する道路で道幅も狭
く、見通しが悪い。スピードを出す車が多
く、路側帯がないため危険。

対策済み Ｒ2 路面表示 市建設課

大野島小学
校

蛇頭宮ノ脇線
南松ノ内蛇頭線
蛇頭1号線

大野島2734-1付近
在籍児童の半数近くが通学するが車の
通行量も多く、スピードを出している。北
側から交差点を横切る際に危険である。

対策済み Ｒ2 路面表示 市建設課

大川桐英中
学校

明治町上上野中古
賀線

大川桐英中学校正
門前

自転車通学者が、学校へ入る際の横断
歩道がない。

検討中 市建設課

大川桐薫中
学校

国道385号
鬼古賀下林線

385号線（鬼古賀～
下林）

道幅が狭く、車の通行量が多い。 Ｈ30.1120 一部対策済み グリーンベルト
福岡県
市建設課

大川桐薫中
学校

鐘ヶ江酒見間線 中古賀493-1付近 見通しが悪く、道幅が狭い。 H30.11.20 対策中 Ｒ2～
グリーンベルトの設置
（設置区間：中古賀486-1地先～下林336地
先）

市建設課

学校名

危険箇所
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