
鈴鹿市教育委員会事務局青少年課

64 　　これまでに何らかの対策を実施した箇所（平成30年7月末時点）

0 　　今後，対策を実施する予定の箇所

【国府小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

1 市道国府182号線 国府町　国府台進入路 鈴鹿市

2 県道亀山鈴鹿線 国府町８８４－３付近 三重県

3 県道鈴鹿環状線 国府新町　付近 鈴鹿警察

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【庄野小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

4 県道鈴鹿環状線 庄野羽山四丁目２０付近 鈴鹿警察

5 県道鈴鹿環状線 庄野羽山四丁目19-33付近 鈴鹿市教育委員会

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【加佐登小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

6 県道神戸長沢線 加佐登町三丁目１４－３加佐登会館前交差点 三重県

7 県道西庄内高塚線 高塚町１４５１－３２　広瀬町西交差点付近 三重県，鈴鹿市教育委員会

8 県道西庄内高塚線 高塚町216から広瀬町1432付近まで 三重県

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く，高速で走行

歩道が無く，交通量が多く，高速で走行

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

対応状況等 注意喚起看板及び減速表示線の設置

対応状況等 グリーン帯の設置

対応状況等 横断歩道の設置

対応状況等 見守り活動・交通安全指導の強化

対応状況等 交差点のカラー舗装及び 減速標示線の設置

鈴鹿市内通学路の対策箇所一覧表（平成24年度合同点検実施分）　　　NO.24-1

対応状況等 歩道及び防護柵を設置

対応状況等 減速標示線を設置

対応状況等 減速標示線を設置

交通量が多く、歩道が無い

横断する県道の交通量も多く，高速で走行

交通量が多く、歩道が無い

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/01.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/02.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/03.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/04.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/05.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/06.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/07.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/08.pdf


【石薬師小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

9 県道鈴鹿宮妻峡線 石薬師町　石薬師公民館東交差点 三重県

10 国道１号線 石薬師町　石薬師町交差点 国

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重河川国道事務所、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【白子小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

11 市道栗真後川線 白子一丁目14-7　千貫橋付近 鈴鹿市教育委員会

12 県道鼓ヶ浦線 寺家四丁目19-10　釜屋橋付近 三重県・市教委

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【旭が丘小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

13 市道南玉垣東旭が丘線 白子町10　旭が丘小学校前交差点 鈴鹿警察・鈴鹿市

14 市道南玉垣東旭が丘線 東旭が丘二丁目から東旭が丘三丁目付近 鈴鹿市

15 市道南玉垣東旭が丘線 白子町7　旭が丘小学校西交差点 鈴鹿市

16 県道亀山鈴鹿線 東旭が丘二丁目1　東旭が丘二丁目交差点 鈴鹿警察・三重県

17 市道中旭が丘二丁目38号線 中旭が丘二丁目から南旭が丘二丁目付近 鈴鹿市

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

交通量が多い

交通量が多い

交通量が多い

交通量が多く、通学児童が多い

交通量が多く、通学児童が多い

交通量が多く，高速で走行

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

対応状況等 カラー舗装及び防護柵を設置

対応状況等 グリーン帯を設置

対応状況等 信号機及び交差点防護柵の設置

対応状況等 歩道防護柵及びガードレールの設置

対応状況等 防護柵の修繕　　ガードレールの設置

対応状況等 注意喚起看板を設置

対応状況等 注意喚起看板の設置

対応状況等 注意喚起看板を設置

鈴鹿市内通学路の対策箇所一覧表（平成24年度合同点検実施分）　　　NO.24-2

対応状況等 減速標示線を設置

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く、幅員が狭い

交通量が多く、幅員も狭いため危険

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/09.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/10.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/11.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/12.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/13.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/14.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/15.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/16.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/17.pdf


【桜島小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

18 市道石垣二丁目426号線 桜島町７－１１－１　付近 鈴鹿市

19 市道南玉垣２６１号線 南玉垣町6810，6979　付近 鈴鹿市教育委員会

20 市道西玉垣稲生線 桜島町四丁目1　桜島市営住宅東交差点 鈴鹿警察

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【愛宕小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

21 県道四日市楠鈴鹿線 東江島町１７－１８　付近 鈴鹿警察

22 県道四日市楠鈴鹿線 東江島町２３－１５　愛宕小学校 鈴鹿市教育委員会

23 市道北江島町321号線 北江島町１７－１４　付近 鈴鹿市教育委員会

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【稲生小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

24 市道稲生25号線 稲生町7991-158　付近 鈴鹿警察・鈴鹿市

25 県道上野鈴鹿線 稲生四丁目1　稲生三丁目交差点 三重県

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

歩道が狭く、電柱が障害

交通量が多い

交通量が多い

交通量が多い

交通量が多い

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

対応状況等 電柱の移設

対応状況等 注意喚起看板の設置

対応状況等 「スクールゾーン」路面標示の明示

対応状況等 歩道用地を順次確保中，中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ開通に応じた安全対策を検討中

通学路の状況・危険の内容

対応状況等 安全指導の徹底

対応状況等 歩行者用信号機の設置

対応状況等 信号機の設置，横断歩道の移設

交通量が多い

交通量が多く、歩道が無い

交通量が多く、歩道が無い

鈴鹿市内通学路の対策箇所一覧表（平成24年度合同点検実施分）　　　NO.24-3

対応状況等 注意喚起看板を設置

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/18.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/19.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/20.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/21.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/22.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/23.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/24.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/25.pdf


【飯野小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

26 市道西条道伯線 三日市南三丁目18　付近 鈴鹿市，鈴鹿市教育委員会

27 県道亀山鈴鹿線 三日市南二丁目15　付近 鈴鹿警察

28 県道亀山鈴鹿線 道伯町1890-3　信号交差点 鈴鹿警察

29 県道亀山鈴鹿線 道伯二丁目12-12　付近 鈴鹿警察・市教委

30 市道三日市南一丁目101号線三日市南二丁目1　付近 鈴鹿市

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【河曲小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

31 県道四日市鈴鹿環状線十宮町80　付近 三重県

32 市道河田189号線 十宮町から十宮四丁目付近 鈴鹿市

33 県道四日市鈴鹿環状線国分町1380　付近 三重県

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【一ノ宮小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

34 市道一ノ宮121号線 一ノ宮町1356　付近 鈴鹿市

35 市道高岡89号線 一ノ宮町699　付近 鈴鹿警察・鈴鹿市

36 市道高岡62号線 高岡町876　付近 鈴鹿市

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

交通量が多く　信号機の時間が短い

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く、歩道の狭小箇所あり

交通量が多い

交通量が多く、幅員が狭い

交通量が多い、歩道がない

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く，横断歩道が消えかけている

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

交通量が多い、歩道が無い

交通量が多い、歩道が無い

交通量が多く，幅員狭く、道路急勾配

対応状況等 側溝の改良及びグリーン帯設置

対応状況等 グリーン帯及び横断歩道の設置，通学路の変更

対応状況等 交差点のカラー舗装の設置

対応状況等 外側線の引き直し

対応状況等 「スクールゾーン」路面標示の設置

対応状況等 グリーン帯の設置

対応状況等 信号機の時間延長

対応状況等 安全指導の徹底

対応状況等 歩道の拡幅及びガードレールの設置

鈴鹿市内通学路の対策箇所一覧表（平成24年度合同点検実施分）　　　NO.24-4

対応状況等 注意喚起看板の設置

対応状況等 横断歩道の塗り直し

通学路の状況・危険の内容

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/26.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/27.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/28.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/29.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/30.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/31.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/32.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/33.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/34.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/35.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/36.pdf


【長太小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

37 市道高造清水線 長太旭町二丁目12-22付近 鈴鹿市

38 市道長太旭町五丁目238号線長太旭町五丁目2-10付近 鈴鹿市

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【箕田小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

39 県道南堀江須賀線 南堀江一丁目11-23　付近 三重県・鈴鹿市

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【玉垣小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

40 市道玉垣若松線 北玉垣町1780　付近 鈴鹿市

41 県道千代崎港線 岸岡町　付近 三重県

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【神戸小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

42 市道飯野十宮線 西条一丁目7　付近 鈴鹿警察

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【合川小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

43 市道徳居175号線 三宅町4094　付近 鈴鹿市

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

交通量が多く、歩道が無い

交通量が多い，歩道が無い

交通量が多く，横断歩道がない

交通量が多く，高速で走行

通学路の状況・危険の内容

注意喚起看板の設置

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く、幅員が狭い

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

交通量が多く，高速で走行

鈴鹿市内通学路の対策箇所一覧表（平成24年度合同点検実施分）　　　NO.24-5

対応状況等 交差点のカラー舗装及び減速標示線の設置

対応状況等 交差点のT字標示の設置

対応状況等

対応状況等 防護柵の設置

対応状況等 歩道の設置

対応状況等 減速標示線の設置

対応状況等 横断歩道の設置

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/37.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/38.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/39.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/40.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/41.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/42.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/43.pdf


【天名小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

44 県道鈴鹿環状線 徳田町　付近（西側） 三重県

45 県道鈴鹿環状線 徳田町　付近（東側） 三重県

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【栄小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

46 県道鈴鹿環状線 磯山一丁目から磯山二丁目　付近 三重県・鈴鹿市

47 市道浜郷7号線 東磯山二丁目　付近 鈴鹿市

48 市道五祝363号線 秋永町1003　付近 鈴鹿警察

49 市道五祝363号線 秋永町　秋永町交差点付近 鈴鹿市教育委員会

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【鈴西小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

50 県道鈴鹿宮妻峡線 下大久保町4340　付近 鈴鹿市教育委員会

51 県道鈴鹿宮妻峡線 下大久保町912　付近 三重県

52 県道三畑四日市線 石薬師町2456　付近 三重県

53 県道三畑四日市線 深溝町　付近 三重県

54 県道鈴鹿宮妻峡線 下大久保町4724　付近 鈴鹿市教育委員会

55 市道下大久保168号線下大久保町825-1　付近 鈴鹿市

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く，高速で走行

交通量が多い

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く，高速で走行

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

交通量が多い

交通量が多い

横断歩道が消えかけている

交通量が多い

対応状況等 交差点のカラー舗装の設置

対応状況等 減速標示線の設置

対応状況等 注意喚起看板の設置

対応状況等 見守り活動及び注意指導の強化

対応状況等 児童生徒への安全指導の徹底

対応状況等 見守り活動及び安全指導の強化

対応状況等 減速標示線の設置

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く，高速で走行

対応状況等 グリーン帯の設置

対応状況等 グリーン帯の設置

対応状況等 横断歩道の明示
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対応状況等 グリーン帯の設置

対応状況等 グリーン帯の設置

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/44.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/45.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/46.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/47.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/48.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/49.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/50.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/51.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/52.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/53.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/54.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/55.pdf


【椿小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

56 県道四日市関線 山本町　神明橋　付近 三重県

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【深伊沢小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

57 国道306号線 伊船町1323-5　付近 三重県

58 県道神戸長沢線 長澤町　鈴峰中学校東交差点 三重県

59 国道306号線 伊船町から東庄内町　付近 三重県

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【井田川小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

60 市道小田83号線 小田町1057　付近 鈴鹿市

61 国道１号線 中冨田町26-12　中冨田町交差点 国

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重河川国道事務所、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

【郡山小学校】

ＮＯ． 路線名 箇所名・住所 事業主体

62 市道里中西高山線 郡山町　郡山小学校東交差点 鈴鹿市教育委員会

63 市道越知徳居線 郡山町1609　付近 鈴鹿市

64 市道郡山476号線 郡山町790　付近 鈴鹿市

【対策検討メンバー】鈴鹿市教育委員会、三重県鈴鹿建設事務所、鈴鹿市道路保全課、鈴鹿警察署

交通量が多い、歩道が無い

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く，高速で走行

交通量が多く、幅員が狭い

交通量が多く，高速で走行

交通量が多い

交通量が多い

高速で走行

交通量が多い

通学路の状況・危険の内容

通学路の状況・危険の内容

対応状況等 グリーン帯の設置

対応状況等 注意喚起看板及び減速標示線の設置

対応状況等 注意喚起看板の設置

対応状況等 グリーン帯の設置

通学路の状況・危険の内容

対応状況等 減速標示線の設置

対応状況等 側溝蓋の設置　　歩道の設置

対応状況等 「スクールゾーン」及び減速標示線の設置

通学路の状況・危険の内容
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対応状況等 児童生徒への安全指導の徹底　　見守り活動の強化

対応状況等 側溝蓋の設置

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/56.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/57.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/58.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/59.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/60.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/61.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/62.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/63.pdf
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/tsugakuro/pdf/64.pdf

