
対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【勧興小学校】

24 25 26 27 28 29

勧興1 ○ 市町村道 大島唐人町線 佐賀市 人道橋設置 道路管理者（市町村） H29年度以降

勧興2 ○ 市町村道 成章町八幡宮線 佐賀市 ラバーポール設置 道路管理者（市町村） 対策済み

勧興3 ○ 市町村道 成章町八幡宮線 佐賀市 外側線設置 道路管理者（市町村） 対策済み

勧興4 ○ 市町村道 成章町八幡宮線 佐賀市 一時停止規制標示の補修 公安委員会 対策済み

勧興5 ○ 市町村道 成章町八幡宮線 佐賀市 横断歩道の新設 公安委員会 対策済み

勧興6 ○ 市町村道 成章町八幡宮線 佐賀市 横断歩道の標示補修 公安委員会 対策済み

勧興7 ○ 市町村道 成章町八幡宮線 佐賀市 指定方向外進行禁止規制の標識移設 公安委員会 対策済み

【循誘小学校】

24 25 26 27 28 29

循誘1 ○ 市町村道 大宝橋城東線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（市町村） H29年度以降

循誘2 ○ 市町村道 高木町線・材木橋循誘小前線 佐賀市 路面標示（法定外標識含む） 道路管理者（市町村） 対策済み

循誘3 ○ 市町村道 溝口柳町線・紺屋町牛島線 佐賀市 路面表示 道路管理者（市町村） 対策済み

循誘4 ○ 市町村道 高木町線・材木橋循誘小前線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

循誘5 ○ 市町村道 大財町北島線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

循誘6 ○ 市町村道 橋口柳町線・紺屋町牛島線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

循誘7 ○ 市町村道 大財町北島線 佐賀市 横断歩道の新設 公安委員会 対策済み

循誘8 ○ 主要地方道 佐賀脊振線（巨勢） 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

循誘9 ○ 市町村道 材木橋循誘小前線 佐賀市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 道路管理者（市町村） 対策済み

循誘10 ○ 市町村道 材木橋循誘小前線 佐賀市 減速用のドット表示 道路管理者（市町村） 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
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道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号
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対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【循誘小学校】

24 25 26 27 28 29

循誘11 ○ 市町村道 大財東線・唐人町大財線 佐賀市 交差点のクロスマーク補修 道路管理者（市町村） H29年度以降

循誘13 ○ 市町村道 大財藤木線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） 対策済み

循誘12 ○ 市町村道 高木町清心橋線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） H29年度以降

【日新小学校】

24 25 26 27 28 29

日新1 ○ 市町村道 日新小学校裏線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（市町村） 対策済み

日新2 ○ 市町村道 日新小学校裏線 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

日新3 ○ 市町村道 中川橋日新小学校前線 佐賀市 路面標示（法定外標識含む） 道路管理者（市町村） 対策済み

日新4 ○ 市町村道 中川橋日新小学校前線 佐賀市 20キロ規制標識の追加、巡回 公安委員会 対策済み

日新5 ○ 市町村道 中川橋日新小学校前線 佐賀市 横断歩道の標示補修 公安委員会 対策済み

日新7 ○ 市町村道 日新小学校裏線・昭栄中学校裏通り線 佐賀市 一方通行（新設・延伸） 公安委員会 対策済み

日新8 ○ 市町村道 天祐八戸線・昭栄中学校裏通り線 佐賀市 一方通行（新設・延伸） 公安委員会 対策済み

日新9 ○ 市町村道 天祐八戸線 佐賀市 一時停止線の補修 公安委員会 対策済み

日新10 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０７号 佐賀市 カーブミラーの設置依頼検討 教育委員会 対策済み

日新11 ○ 市町村道 八戸天祐線、昭栄中学校裏通り線 佐賀市 改築対応（バイパス整備等） 道路管理者（市町村） H29年度以降
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対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【赤松小学校】

24 25 26 27 28 29

赤松1 ○ 市町村道 竜谷四ッ手橋線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（市町村） 対策済み

赤松2 ○ 市町村道 水ヶ江筋違橋線 佐賀市 路面標示（法定外標識含む） 道路管理者（市町村） H29年度以降

赤松3 ○ 市町村道 城南団地袋線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） H29年度以降

赤松4 ○ 市町村道 竜谷四ッ手橋線 佐賀市 一時停止の標示補修 公安委員会 対策済み

赤松5 ○ 市町村道 城内船津線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

赤松6 ○ 市町村道 養福寺安住団地線 佐賀市 道路反射鏡の設置 道路管理者（市町村） 対策済み

赤松7 ○ 市町村道 城内船津線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

赤松8 ○ 市町村道 竜谷四ッ手橋線 佐賀市 横断歩道の新設 公安委員会 H29年度以降

【神野小学校】

24 25 26 27 28 29

神野1 ○ 市町村道 栴檀橋植木橋線 佐賀市 植栽の剪定 道路管理者（市町村） 対策済み

神野2 ○ 市町村道 草場多布施線 佐賀市 路面標示（法定外標識含む） 道路管理者（市町村） 対策済み

神野3 ○ 市町村道 草場多布施線 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

神野4 ○ 市町村道 堀江神社西線 佐賀市 道路反射鏡の設置 道路管理者（市町村） 対策済み

神野5 ○ 主要地方道 松尾佐賀停車場線 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

神野6 ○ 市町村道 草場多布施線 佐賀市 信号機種別の変更 公安委員会 対策済み

神野7 ○ 市町村道 堀江神社西線 佐賀市 一時停止規制の実施 公安委員会 対策済み

神野8 ○ 市町村道 堀江神社西線 佐賀市 横断歩道の新設 公安委員会 対策済み

神野9 ○ 一般県道 松尾佐賀停車場線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

神野10 ○ 市町村道 堀江神社西線 佐賀市 標識の新設 公安委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度
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対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【神野小学校】

24 25 26 27 28 29

神野11 ○ 一般県道 県道松尾佐賀停車場線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

神野12 ○ 市町村道 草場多布施線 佐賀市 路肩（路側帯）の設置・拡幅 道路管理者（市町村） 対策済み

神野13 ○ 市町村道 堀江神社西線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

【西与賀小学校】

24 25 26 27 28 29

西与賀1 ○ 主要地方道 西与賀佐賀線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

西与賀2 ○ 市町村道 高太郎善座橋線 佐賀市 水たまり解消 道路管理者（市町村） 対策済み

西与賀3 ○ 市町村道 高太郎善座橋線 佐賀市 横断歩道の新設 公安委員会 対策済み

西与賀4 ○ 市町村道 西与賀小学校前線 佐賀市 反射鋲の設置 道路管理者（市町村） 対策済み

西与賀5 ○ 市町村道 相応津東線・相応津中央線 佐賀市 路肩（路側帯）の設置・拡幅 道路管理者（市町村） 対策済み

西与賀6 ○ 市町村道 相応津東線・相応津中央線 佐賀市 減速用のドット表示 道路管理者（市町村） 対策済み

西与賀7 ○ 主要地方道 西与賀佐賀線 佐賀市 横断歩道の新設 公安委員会 対策済み

西与賀8 ○ 市町村道 高太郎善座橋線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
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番
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対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【嘉瀬小学校】

24 25 26 27 28 29

嘉瀬1 ○ 一般国道（指定区間外） 207号 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

嘉瀬2 ○ 一般県道 十五中原線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

嘉瀬3 ○ 一般県道 十五中原線 佐賀市 信号機の設置検討 公安委員会 対策済み

嘉瀬4 ○ 一般県道 十五中原線(嘉瀬新町) 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

嘉瀬5 ○ 一般国道（指定区間外）  国道２０７号線扇町有重線 佐賀市 車道分離標（ラバーポール）の設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

嘉瀬6 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０７号線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

【巨勢小学校】

24 25 26 27 28 29

巨勢1 ○ 一般国道（指定区間外） 264号 佐賀市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 道路管理者（土木事務所） 対策済み

巨勢2 ○ 市町村道 高尾小路東線外 佐賀市 通学路の変更 教育委員会 対策済み

巨勢3 ○ 市町村道 牛島橋榎木橋線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） 対策済み

巨勢4 ○ 一般国道（指定区間外） 264号 佐賀市 指定方向外進行禁止規制の実施 公安委員会 対策済み

巨勢5 ○ 市町村道 牛島下交差点 佐賀市 灯器の視覚制限化 公安委員会 対策済み

巨勢6 ○ 一般国道（指定区間外） 264号（修理田） 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

巨勢7 ○ 一般県道 佐賀環状東線 佐賀市 路肩（路側帯）の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

巨勢8 ○ 市町村道 高尾小路修理田線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

巨勢9 ○ 市町村道 高尾小路修理田線 佐賀市 標識の移設 公安委員会 対策済み

巨勢10 ○ 市町村道 高尾小路修理田線 佐賀市 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し 公安委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
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道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
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対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【巨勢小学校】

24 25 26 27 28 29

巨勢11 ○ 市町村道 高尾小路修理田線 佐賀市 路面標示、外側線の引き直し 道路管理者（市町村） H29年度以降

巨勢12 ○ 市町村道 下新村東線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

【兵庫小学校】

24 25 26 27 28 29

兵庫1 ○ 市町村道 兵庫小学校西線・兵庫小学校中線外２路線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） 対策済み

兵庫2 ○ 市町村道 若宮西中野線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（市町村） H29年度以降

兵庫3 ○ 市町村道 薬師丸佐賀停車場線 佐賀市 信号機の設置検討 公安委員会 対策済み

兵庫4 ○ 市町村道 若宮中野線 佐賀市 横断歩道の標示補修 公安委員会 対策済み

兵庫5 ○ 一般県道 薬師丸佐賀停車場線（下渕） 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

兵庫6 ○ 市町村道 下村西中野線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

兵庫7 ○ 市町村道 若宮東渕線 佐賀市 ガードレール設置 道路管理者（市町村） 対策済み

兵庫8 ○ 主要地方道 佐賀脊振線 佐賀市 路面表示 道路管理者（土木事務所） 対策済み

兵庫9 ○ 市町村道 土井大財線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

兵庫10 ○ 一般県道 薬師丸佐賀停車場線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

対策実施主体 対策年度

番
号
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対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【高木瀬小学校】

24 25 26 27 28 29

高木瀬1 ○ 一般国道（指定区間外） 263号 佐賀市 道路照明の設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

高木瀬2 ○ 市町村道 高木瀬小学校前線 佐賀市 カラー舗装化 道路管理者（市町村） H29年度以降

高木瀬3 ○ 市町村道 高木瀬小学校前線 佐賀市 交通規制遵守の呼びかけ 教育委員会 対策済み

高木瀬4 ○ 市町村道 川原屋敷線・高木幹線 佐賀市 路面標示（法定外標識含む） 道路管理者（市町村） H29年度以降

高木瀬5 ○ 市町村道 高木瀬小学校前線 佐賀市 路面標示、外側線の引き直し 道路管理者（市町村） 対策済み

高木瀬6 ○ 市町村道 川原屋敷線 佐賀市 道路穴の補修 道路管理者（市町村） 対策済み

高木瀬7 ○ 市町村道 川原屋敷線 佐賀市 横断歩道・一時停止線の補修 公安委員会 対策済み

【北川副小学校】

24 25 26 27 28 29

北川副1 ○ 市町村道 八田古賀線 佐賀市 道路反射鏡の設置 道路管理者（市町村） 対策済み

北川副2 ○ 市町村道 武藤北線 佐賀市 道路反射鏡の設置 道路管理者（市町村） 対策済み

北川副3 ○ 市町村道 川副中央幹線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） H29年度以降

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
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対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【本庄小学校】

24 25 26 27 28 29

本庄1 ○ 市町村道 東寺小路中線 佐賀市 植栽剪定依頼 教育委員会 対策済み

本庄2 ○ 一般国道（指定区間外） 208号 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

本庄3 ○ 一般県道 東与賀佐賀線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

本庄4 ○ 一般県道 東与賀佐賀線 佐賀市 横断歩道の標示補修 公安委員会 対策済み

本庄5 ○ 一般県道 東与賀佐賀線(本庄) 佐賀市 新設・バイパス 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

本庄6 ○ 市町村道 城西３号線外２路線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） H29年度以降

本庄7 ○ 一般県道 東与賀佐賀線 佐賀市 信号機の新設（押ボタン） 公安委員会 対策済み

本庄8 ○ 一般県道 西与賀佐賀線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

本庄9 ○ 市町村道 大井樋緑ヶ丘線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） H29年度以降

【鍋島小学校】

24 25 26 27 28 29

鍋島1 ○ 市町村道 鍋島小学校前線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（市町村） 対策済み

鍋島2 ○ 市町村道 角目植木線 佐賀市 外側線設置 道路管理者（市町村） 対策済み

鍋島3 ○ 市町村道 角目増田線 佐賀市 横断歩道橋の塗り替え 道路管理者（市町村） 対策済み

鍋島4 ○ 市町村道 鍋島小学校前線 佐賀市 立番の強化 教育委員会 対策済み

鍋島5 ○ 市町村道 角目植木線 佐賀市 立番の強化 教育委員会 対策済み

鍋島6 ○ 市町村道 角目増田線 佐賀市 立番の強化 教育委員会 対策済み

鍋島7 ○ 市町村道 角田増田線 佐賀市 一方通行規制の検討 公安委員会 対策済み

鍋島8 ○ 市町村道 鍋島小学校前線 佐賀市 信号機の設置検討 公安委員会 対策済み

鍋島9 ○ 市町村道 角田増田線 佐賀市 30キロ規制表示の追加 公安委員会 対策済み

鍋島10 ○ 市町村道 鍋島3丁目のゾーン 佐賀市 ゾーン３０ 公安委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【鍋島小学校】

24 25 26 27 28 29

鍋島11 ○ 市町村道 角田増田線 佐賀市 標識の移設 公安委員会 対策済み

鍋島12 ○ 市町村道 鍋島小学校前線 佐賀市 自転車横断帯の表示補修 公安委員会 対策済み

鍋島13 ○ 市町村道 角目植木線 佐賀市 最高速度標識の補修 公安委員会 対策済み

鍋島14 ○ 市町村道 角目植木線 佐賀市 カーブミラーの調整 道路管理者（市町村） 対策済み

鍋島15 ○ 市町村道 角目植木線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

鍋島16 ○ 市町村道 鍋島小学校前線 佐賀市 標識の新設 公安委員会 対策済み

鍋島17 ○ 一般県道 松尾佐賀停車場線 佐賀市 外側線の補修・道路の凹凸補修 道路管理者（土木事務所） 対策済み

鍋島18 ○ 市町村道 角目増田線 佐賀市 自転車通行帯を示す白線の延長 道路管理者（市町村） 対策済み

鍋島19 ○ 市町村道 角田増田線 佐賀市 自転車横断帯と停止禁止部分のライン補修 公安委員会 対策済み

鍋島20 ○ 市町村道 鍋島小学校前線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

【金立小学校】

24 25 26 27 28 29

金立1 ○ 主要地方道 佐賀川久保鳥栖線 佐賀市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 道路管理者（土木事務所） 対策済み

金立2 ○ 市町村道 千布久富線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（市町村） 対策済み

金立3 ○ 市町村道 千布久富線 佐賀市 通学路の変更 教育委員会 対策済み

金立4 ○ 市町村道 千布久富線 佐賀市 指定方向外進行禁止規制の実施 公安委員会 対策済み

金立5 ○ 市町村道 東千布百石線 佐賀市 横断歩道の新設 公安委員会 対策済み

金立6 ○ 一般県道 佐賀外環状線 佐賀市 警戒標識、表示等の設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

金立7 ○ 一般県道 佐賀外環状線 佐賀市 路面標示、外側線の引き直し 道路管理者（土木事務所） 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【久保泉小学校】

24 25 26 27 28 29

久保泉1 ○ 市町村道 上和泉川久保線 佐賀市 ポストコーン設置 道路管理者（市町村） 対策済み

久保泉2 ○ 市町村道 上和泉川久保線 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

久保泉3 ○ 市町村道 佐賀川久保鳥栖線 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

久保泉4 ○ 主要地方道 佐賀脊振線 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

久保泉5 ○ 主要地方道 佐賀脊振線 佐賀市 横断歩道の標識大型化 公安委員会 対策済み

久保泉6 ○ 主要地方道 佐賀脊振線 佐賀市 信号機の設置 公安委員会 対策済み

久保泉7 ○ 主要地方道 佐賀脊振線 佐賀市 指定方向外標識の単独設置 公安委員会 対策済み

久保泉8 ○ 主要地方道 佐賀脊振線 佐賀市 信号機の新設（押ボタン） 公安委員会 対策済み

久保泉9 ○ 主要地方道 佐賀脊振線 佐賀市 草刈り、除草対策 道路管理者（土木事務所） 対策済み

久保泉10 ○ 主要地方道 佐賀脊振線 佐賀市 外側線の補修 道路管理者（土木事務所） 対策済み

【久保泉小学校】

24 25 26 27 28 29

久保泉11 ○ 主要地方道 佐賀脊振線 佐賀市 カーブミラー・発光鋲の設置検討 道路管理者（土木事務所） 対策済み

久保泉12 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

久保泉13 ○ 市町村道 上和泉川久保線 佐賀市 はみ禁の廃止 道路管理者（市町村） H29年度以降

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【芙蓉小学校】

24 25 26 27 28 29

芙蓉1 ○ 市町村道 古賀中地線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（市町村） 対策済み

芙蓉2 ○ 市町村道 小松幹線 佐賀市 防犯灯の設置を自治会に依頼 教育委員会 対策済み

芙蓉3 ○ 市町村道 蒲東蒲田津線 佐賀市 変更の検討 教育委員会 対策済み

芙蓉4 ○ 市町村道 小松幹線 佐賀市 矢印の路面表示 道路管理者（市町村） 対策済み

芙蓉5 ○ 市町村道 小松幹線 佐賀市 崩壊の危険性がある建物所有者への撤去依頼自治会に依頼 教育委員会 対策済み

芙蓉6 ○ 市町村道 小松城内線 佐賀市 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し 公安委員会 対策済み

【新栄小学校】

24 25 26 27 28 29

新栄1 ○ 市町村道 大財町北島線 佐賀市 バリアフリー化 道路管理者（市町村） H29年度以降

新栄2 ○ 市町村道 天祐３号線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） H29年度以降

新栄3 ○ 市町村道 新栄小学校東線 佐賀市 路面標示（法定外標識含む） 道路管理者（市町村） 対策済み

新栄4 ○ 市町村道 新栄小学校東線 佐賀市 立番実施 教育委員会 対策済み

新栄5 ○ 市町村道 新栄小学校東線・天祐八戸線 佐賀市 路面標示（法定外標識含む） 道路管理者（市町村） 対策済み

新栄6 ○ 市町村道 新栄小学校東線・天祐八戸線 佐賀市 立番実施 教育委員会 対策済み

新栄7 ○ 市町村道 大財北町北島線×新栄小学校東線 佐賀市 一時停止規制の実施 公安委員会 対策済み

新栄8 ○ 市町村道 大財北町北島線×新栄小学校東線 佐賀市 大型車両進入予告標識の移設 公安委員会 対策済み

新栄9 ○ 市町村道 天祐八戸線×新栄小学校東線 佐賀市 横断歩道標識移設 公安委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【若楠小学校】

24 25 26 27 28 29

若楠1 ○ 一般国道（指定区間） 34号 佐賀市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 道路管理者（直轄） 対策済み

若楠2 ○ 市町村道 若宮神社北線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（市町村） 対策済み

若楠3 ○ 市町村道 陸運事務所南線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） 対策済み

若楠4 ○ 市町村道 若宮神社北線 佐賀市 指定方向外進行禁止規制の実施 公安委員会 対策済み

若楠5 ○ 市町村道 若宮神社北線 佐賀市 一時停止規制の実施 公安委員会 対策済み

【開成小学校】

24 25 26 27 28 29

開成1 ○ 市町村道 東新庄角目線 佐賀市 防護柵設置 道路管理者（市町村） 対策済み

開成2 ○ 一般県道 鍋島停車場山田線 佐賀市 路肩（路側帯）の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

開成3 ○ 市町村道 江頭西渕線 佐賀市 路面標示（法定外標識含む） 道路管理者（市町村） 対策済み

開成4 ○ 一般県道 鍋島停車場山田線 佐賀市 一方通行規制の検討 公安委員会 対策済み

開成5 ○ 市町村道 江頭西渕線 佐賀市 信号機の設置検討 公安委員会 対策済み

開成6 ○ 一般県道 鍋島停車場東山田線 佐賀市 草刈り、除草対策 道路管理者（土木事務所） 対策済み

開成7 ○ 一般県道 鍋島停車場東山田線 佐賀市 グレーチング・金属蓋の補修 道路管理者（土木事務所） 対策済み

開成8 ○ 市町村道 八戸溝線・新村南幹線 佐賀市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 道路管理者（市町村） H29年度以降

開成9 ○ 市町村道 江頭西渕線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

開成10 ○ 一般県道 松尾佐賀停車場線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【諸富北小学校】

24 25 26 27 28 29

諸富北1 ○ 一般県道 諸富西島線 佐賀市 信号機の設置 公安委員会 対策済み

諸富北2 ○ 一般県道 諸富西島線 佐賀市 （信号機の設置にて完了） 公安委員会 対策済み

諸富北3 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０８号・諸富１号線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

諸富北4 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０８号・諸富１号線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

諸富北5 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０８号 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

諸富北6 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０８号 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

【諸富南小学校】

24 25 26 27 28 29

諸富南1 ○ 市町村道 寺井橋南小学校線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） H29年度以降

諸富南2 ○ 市町村道 山領長井手線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（市町村） 対策済み

諸富南3 ○ 市町村道 上下諸富鉄橋展望公園線 佐賀市 横断歩道ありの道路標示 道路管理者（市町村） 対策済み

諸富南4 ○ 市町村道 山領長井手線 佐賀市 横断歩道の新設 公安委員会 対策済み

諸富南5 ○ 一般県道 大詫間光法線(光法) 佐賀市 路肩（路側帯）の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

諸富南6 ○ 市町村道 寺井橋南小学校線 佐賀市 通学路の変更 教育委員会 対策済み

諸富南7 ○ 市町村道 山領長井手線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【春日小学校】

24 25 26 27 28 29

春日1 ○ 市町村道 尼寺春日線 佐賀市 側溝蓋設置 道路管理者（市町村） 対策済み

春日2 ○ 市町村道 尼寺中央線 佐賀市 段差解消、外側線塗り直し 道路管理者（市町村） 対策済み

春日3 ○ 市町村道 国分北原線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（市町村） 対策済み

春日4 ○ 一般国道（指定区間外） 263号（尼寺上交差点） 佐賀市 信号制御機の移設検討 公安委員会 対策済み

春日5 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 車両進入禁止標識の移設 公安委員会 対策済み

春日6 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

【川上小学校】

24 25 26 27 28 29

川上1 ○ 市町村道 川上中央線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（市町村） 対策済み

川上2 ○ 市町村道 池上線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（市町村） 対策済み

川上3 ○ 市町村道 江熊野２号線 佐賀市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 道路管理者（市町村） 対策済み

川上4 ○ 市町村道 江熊野２号線 佐賀市 草刈り、除草対策 道路管理者（市町村） 対策済み

川上5 ○ 主要地方道 佐賀外環状線（旧道） 佐賀市 最高速度30km規制の標示補修 公安委員会 対策済み

川上6 ○ 市町村道 於保大久保線 佐賀市 路面表示の検討 公安委員会 対策済み

川上7 ○ 市町村道 池上線・池上上於保線 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

川上6 ○ 一般県道 川上牛津線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【松梅小学校】

24 25 26 27 28 29

松梅1 ○ 一般県道 広滝大和富士線 佐賀市 伐採、側溝清掃 道路管理者（土木事務所） 対策済み

松梅2 ○ 市町村道 四十坊井手口線 佐賀市 外側線設置 道路管理者（市町村） 対策済み

松梅3 ○ 一般県道 広滝大和富士線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

松梅4 ○ 一般県道 広滝大和富士線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

松梅5 ○ 一般県道 広滝大和富士線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

松梅6 ○ 一般県道 広滝大和富士線 佐賀市 草刈り、除草対策 道路管理者（土木事務所） 対策済み

松梅7 ○ 一般県道 広滝大和富士線 佐賀市 コケ対策（水止め・日陰対策） 道路管理者（土木事務所） 対策済み

【春日北小学校】

24 25 26 27 28 29

春日北1 ○ 市町村道 久池中央線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（市町村） 対策済み

春日北2 ○ 市町村道 久池中央線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（市町村） 対策済み

春日北3 ○ 市町村道 久池中央線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（市町村） 対策済み

春日北4 ○ 市町村道 久池井中央線 佐賀市 ラインの補修 公安委員会 対策済み

春日北5 ○ 市町村道 久池井中央線 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

春日北6 ○ 市町村道 久池井中央線 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

春日北7 ○ 市町村道 久池井中央線 佐賀市 路面標示、外側線の引き直し 道路管理者（市町村） 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【富士南小学校】

24 25 26 27 28 29

富士南1 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 ガードレール設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

富士南2 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 外側線設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

富士南3 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 草刈り、除草対策 道路管理者（土木事務所） 対策済み

富士南4 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

富士南5 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 横断歩道の標示補修 公安委員会 対策済み

富士南6 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 横断歩道の標示補修 公安委員会 対策済み

富士南7 ○ 市町村道 国道３２３号 佐賀市 横断歩道の標示補修 公安委員会 対策済み

富士南8 ○ 一般県道 松尾湯の原線(小副川) 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

【富士小学校】

24 25 26 27 28 29

富士1 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 路肩（路側帯）の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

富士2 ○ 市町村道 矢櫃ダムサイト線 佐賀市 路面標示（法定外標識含む） 道路管理者（市町村） 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【北山小学校】

24 25 26 27 28 29

北山1 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 道路管理者（土木事務所） 対策済み

北山2 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 横断歩道・一時停止線の補修 公安委員会 対策済み

北山3 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

北山4 ○ 一般国道（指定区間外） 国道３２３号 佐賀市 警戒標識、表示等の設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

【北山東部小学校】

24 25 26 27 28 29

北山東部1 ○ 一般県道 三瀬栗並線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

北山東部2 ○ 一般県道 三瀬栗並線 佐賀市 法面防災対策 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

北山東部3 ○ 一般県道 三瀬栗並線 佐賀市 植栽の剪定 道路管理者（土木事務所） 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【三瀬小学校】

24 25 26 27 28 29

三瀬1 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

三瀬2 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 外側線設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

三瀬3 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

三瀬4 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 立番継続 教育委員会 対策済み

三瀬5 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 信号機の設置検討 公安委員会 対策済み

三瀬6 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 信号機の設置検討 公安委員会 対策済み

三瀬7 ○ 一般国道（指定区間外） 263号(今原) 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

三瀬8 ○ 一般県道 中原三瀬線(広瀬) 佐賀市 路肩（路側帯）の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

三瀬9 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号線 佐賀市 下道を通行する 教育委員会 対策済み

三瀬10 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号線 佐賀市 信号機の設置検討 公安委員会 対策済み

【南川副小学校】

24 25 26 27 28 29

南川副1 ○ 一般国道（指定区間外） 444号 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

南川副2 ○ 一般国道（指定区間外） 444号 佐賀市 ゼブラゾーン設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

南川副3 ○ 市町村道 小学校南線 佐賀市 警戒標識、表示等の設置 道路管理者（市町村） 対策済み

南川副4 ○ 市町村道 道久北３号線 佐賀市 側溝蓋補修（２箇所） 道路管理者（市町村） 対策済み

南川副5 ○ 一般国道（指定区間外） 444号 佐賀市 車道分離標（ラバーポール）の設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

南川副6 ○ 一般国道（指定区間外） 444号 佐賀市 駒止ブロックの補修 道路管理者（土木事務所） 対策済み

南川副7 ○ 一般国道（指定区間外） 国道４４４号増田歯科医院西側 佐賀市 警戒標識、表示等の設置 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

南川副8 ○ 一般国道（指定区間外） 国道４４４号竹八冷凍工場南側 佐賀市 歩道や車道の補修 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

南川副9 ○ 市町村道 役場下の宮線(佐賀市鹿江犬井道交差点より南） 佐賀市 安全指導の徹底 道路管理者（市町村） H29年度以降

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【西川副小学校】

24 25 26 27 28 29

西川副1 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

西川副2 ○ 市町村道 市道355号 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） H29年度以降

西川副3 ○ 市町村道 佐房鰡江線 佐賀市 一方通行（新設・延伸） 公安委員会 対策済み

西川副4 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 路肩（路側帯）の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

西川副5 ○ 一般県道 佐賀外環状(立土井橋信号～空港大橋南（ナフコ）の区間） 佐賀市 人道橋設置検討 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

西川副6 ○ 市町村道 佐房鰡江線(西古賀交差点から東側道路） 佐賀市 安全指導の徹底 道路管理者（市町村） H29年度以降

西川副7 ○ 一般県道 佐賀空港線(西古賀交差点から東側道路） 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

西川副8 ○ 一般国道（指定区間外） 佐賀空港線(西古賀交差点から東側道路） 佐賀市 用地の境界を確認し、道路の部分を舗装 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

【中川副小学校】

24 25 26 27 28 29

中川副1 ○ 市町村道 上早西線 佐賀市 通学路の変更 教育委員会 対策済み

中川副2 ○ 市町村道 崎ヶ江東線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（市町村） 対策済み

中川副3 ○ 一般県道 大詫間光法停車場線 佐賀市 外側線塗り直し 道路管理者（土木事務所） 対策済み

中川副4 ○ 市町村道 東古賀崎ヶ江線(中川副小学校北信号から北に延びる道路） 佐賀市 路面標示、外側線の引き直し 道路管理者（市町村） 対策済み

中川副5 ○ 一般県道 佐賀外環状線(中川副小学校北信号交差点から西側） 佐賀市 安全指導の徹底 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

中川副6 ○ 市町村道 米納津和崎線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（市町村） H29年度以降

中川副7 ○ 市町村道 中川副小南東線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（市町村） H29年度以降

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【大詫間小学校】

24 25 26 27 28 29

大詫間1 ○ 一般県道 大詫間大川線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（土木事務所） 対策済み

大詫間2 ○ 一般県道 大詫間大川線 佐賀市 バリアフリー化 道路管理者（土木事務所） 対策済み

大詫間3 ○ 一般県道 大詫間大川線 佐賀市 路肩（路側帯）の設置・拡幅 道路管理者（土木事務所） 対策済み

大詫間4 ○ 一般県道 大詫間大川線 佐賀市 警戒標識、表示等の設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

大詫間5 ○ 一般県道 大詫間大川線 佐賀市 最高速度規制の実施 公安委員会 対策済み

大詫間6 ○ 一般県道 県道大詫間大川線(学校南県道Ｓ字カーブ） 佐賀市 木のせり出し部分の撤去 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

【東与賀小学校】

24 25 26 27 28 29

東与賀1 ○ 一般県道 東与賀佐賀線 佐賀市 立番実施 教育委員会 対策済み

東与賀2 ○ 市町村道 中飯森新村土井線 佐賀市 スピード落とせ路面標示 道路管理者（市町村） 対策済み

東与賀3 ○ 市町村道 下古賀年徳線 佐賀市 スピード落とせ路面標示 道路管理者（市町村） 対策済み

東与賀4 ○ 市町村道 市道下古賀年徳線 佐賀市 歩道の設置・拡幅 道路管理者（市町村） H29年度以降

東与賀5 ○ 市町村道 中飯森新村土井線 佐賀市 最高速度規制の実施 公安委員会 対策済み

東与賀6 ○ 主要地方道 佐賀空港線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

東与賀7 ○ 一般県道 東与賀佐賀線 佐賀市 押しボタン設置位置 公安委員会 対策済み

東与賀8 ○ 市町村道 中飯森新村土井線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【思斉小学校】

24 25 26 27 28 29

思斉1 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 バリアフリー化 道路管理者（土木事務所） 対策済み

思斉2 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 植栽剪定依頼 教育委員会 対策済み

思斉3 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 道路改良（両側歩道） 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

思斉4 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 はみ禁の標示補修 公安委員会 対策済み

思斉5 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（土木事務所） 対策済み

思斉6 ○ 一般国道（指定区間外） 207号（久保田宿） 佐賀市 交差点改良 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

【盲学校】

24 25 26 27 28 29

盲1 ○ 市町村道 大財町北島線 佐賀市 信号機の調整 公安委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【ろう学校】

24 25 26 27 28 29

聾1 ○ 主要地方道 鍋島停車場東山田線 佐賀市 立番の強化 教育委員会 対策済み

【成章中学校】

24 25 26 27 28 29

成章1 ○ 市町村道 江頭西渕線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

成章2 ○ 市町村道 新村若宮線 佐賀市 街灯設置 道路管理者（市町村） 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【城南中学校】

24 25 26 27 28 29

城南1 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０８号線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

城南2 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０８号線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

城南3 ○ 一般県道 佐賀環状東線 佐賀市 街灯設置 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

【昭栄中学校】

24 25 26 27 28 29

昭栄1 ○ 市町村道 八戸天祐線 佐賀市 外側線補修 道路管理者（市町村） H29年度以降

昭栄2 ○ 市町村道 八戸天祐線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

昭栄3 ○ 市町村道 天祐八戸線 佐賀市 一時停止線の補修 公安委員会 対策済み

昭栄4 ○ 市町村道 天祐八戸線 佐賀市 一方通行（新設・延伸） 公安委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【城東中学校】

24 25 26 27 28 29

城東1 ○ 一般県道 佐賀環状東線 佐賀市 植栽の剪定 道路管理者（土木事務所） 対策済み

城東2 ○ 市町村道 兵庫南区画１３号線 佐賀市 一時停止線の移設 公安委員会 対策済み

城東3 ○ 市町村道 兵庫南区画１３号線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

城東4 ○ 市町村道 兵庫南区画13号線 佐賀市 路面標示、外側線の引き直し 道路管理者（市町村） H29年度以降

【城西中学校】

24 25 26 27 28 29

城西1 ○ 市町村道 西川内西寺小路線 佐賀市 路面標示、外側線の引き直し 道路管理者（市町村） H29年度以降

城西2 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０８号・西川内西寺小路線 佐賀市 横断歩道・一時停止線の補修 公安委員会 対策済み

城西3 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２０８号・西川内西寺小路線 佐賀市 縁石・横断防止策の設置し直し 道路管理者（土木事務所） 対策済み

城西4 ○ 市町村道 溝口正里線 佐賀市 横断歩道の新設 公安委員会 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【城北中学校】

24 25 26 27 28 29

城北1 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 橋の防護柵の変更 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

城北2 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 路側帯のカラー舗装化 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

城北3 ○ 一般国道（指定区間外） 国道２６３号 佐賀市 勾配角度の調整 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

城北4 ○ 市町村道 上高木東渕線 佐賀市 カーブミラーの調整 道路管理者（市町村） 対策済み

城北5 ○ 市町村道 上高木東渕線 佐賀市 減速用のドット表示 道路管理者（市町村） 対策済み

【金泉中学校】

24 25 26 27 28 29

金泉1 ○ 市町村道 佐賀外環状線・千布久富線 佐賀市 一時停止線を太く引き直し 公安委員会 対策済み

金泉2 ○ 主要地方道 佐賀外環状線・千布久富線 佐賀市 横断歩道の表示補修 公安委員会 対策済み

金泉3 ○ 市町村道 千布久富線 佐賀市 外側線の補修 道路管理者（市町村） 対策済み

金泉4 ○ 市町村道 千布久富線 佐賀市 減速用のドット表示 道路管理者（市町村） 対策済み

金泉5 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 防護柵・反射材の設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

金泉6 ○ 主要地方道 佐賀外環状線 佐賀市 5差路標識の設置検討 道路管理者（土木事務所） 対策済み

金泉7 ○ 市町村道 佐賀川久保鳥栖線・来迎寺東線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

金泉8 ○ 市町村道 石土井篠木野線 佐賀市 一時停止線の引き直し 公安委員会 対策済み

金泉9 ○ 市町村道 石土井篠木野線 佐賀市 カーブミラーの鏡面変更 道路管理者（市町村） 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【鍋島中学校】

24 25 26 27 28 29

鍋島中1 ○ 一般県道 鍋島停車場東山田線 佐賀市 減速マークの設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

鍋島中2 ○ 一般県道 鍋島停車場東山田線 佐賀市 減速マークの設置検討 道路管理者（土木事務所） 対策済み

鍋島中3 ○ 一般県道 鍋島停車場東山田線 佐賀市 ガードパイプの設置 道路管理者（土木事務所） 対策済み

鍋島中4 ○ 市町村道 角目植木線 佐賀市 保護者への交通マナー遵守の依頼 教育委員会 対策済み

【諸富中学校】

24 25 26 27 28 29

諸富1 ○ 市町村道 道諸富西島線・味の素北裏線 佐賀市 防犯灯の設置を自治会に依頼 道路管理者（市町村） 対策済み

諸富2 ○ 市町村道 諸富公園土師線・役場陣内線 佐賀市 防犯灯の設置を自治会に依頼 道路管理者（市町村） 対策済み

諸富3 ○ 市町村道 小杭北部線・小杭公園線・諸富公園土師線 佐賀市 反射鏡の補修 道路管理者（市町村） 対策済み

諸富4 ○ 市町村道 諸富中学校線 佐賀市 カーブミラーの調整 道路管理者（市町村） 対策済み

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【大和中学校】

24 25 26 27 28 29

大和1 ○ 一般県道 県道川上牛津線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

大和2 ○ 一般県道 川上牛津線 佐賀市 草刈り、除草対策 道路管理者（土木事務所） 対策済み

大和3 ○ 市町村道 国道２６３号・尼寺中央線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 対策済み

【川副中学校】

24 25 26 27 28 29

川副1 ○ 市町村道 川副中央幹線(犬井道平田分交差点南の歩道) 佐賀市 安全指導の徹底 道路管理者（市町村） 対策済み

川副2 ○ 一般国道（指定区間外） 国道４４４号(小々森入口交差点から広江交差点まで) 佐賀市 安全指導の徹底 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【東与賀中学校】

24 25 26 27 28 29

東与賀9 ○ 一般国道（指定区間外） 国道４４４号(住吉信号と中村信号の間の横断歩道) 佐賀市 歩道の一部再舗装 公安委員会 対策済み

東与賀10 ○ 一般国道（指定区間外） 国道４４４号(搦入口信号の西側の横断歩道) 佐賀市 安全指導の徹底 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

東与賀11 ○ 一般国道（指定区間外） 国道４４４号(八田江川に架かっている橋西側の横断歩道) 佐賀市 安全指導の徹底 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

東与賀12 ○ 一般県道 県道東与賀佐賀線(下古賀の交差点から、中学校方面への道路) 佐賀市 安全指導の徹底 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

東与賀13 ○ 市町村道 下古賀１ヶ里線(東与賀中学校東側) 佐賀市 安全指導の徹底 公安委員会 H29年度以降

【思斉中学校】

24 25 26 27 28 29

思斉7 ○ 一般県道 下古賀１ヶ里線(思斉小校門付近　狭い歩道) 佐賀市 交差点等のカラー舗装化 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

思斉8 ○ 一般県道 主要地方道佐賀外環状線(思斉小校門付近　狭い歩道) 佐賀市 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

思斉9 ○ 一般県道 主要地方道佐賀外環状線(有明沿岸道路久保田ＩＣ北側道路) 佐賀市 スクールゾーンの設置 道路管理者（土木事務所） H29年度以降

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容



対策一覧表                                      平成30年3月30日時点

【附属小学校】

24 25 26 27 28 29

附属1 ○ 市町村道 南堀端東線 佐賀市 交通安全指導 教育委員会 H29年度以降

【】

24 25 26 27 28 29

対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容 対策実施主体 対策年度

番
号

点検年次
道路種別 路線名 箇所名・住所名 対策内容


