
通学路危険箇所対策一覧表 令和4年2月28日現在

学校名 番号 危険箇所名・住所 危険箇所の状況 対策内容 対策実施者 対策状況

150
県道29号（オダ電気商会北東にある交差点）
から道287号を通過する市道

道路が狭い 【県】歩道設置（岡垣宗像線 県道287号バイパス整備事業） 県 【県】実施中

224 リサーチパーク入口の交差点
通勤と幼稚園の送迎により交通量が多く、滞留場所の一部に
安全施設がない

【県】交差点四隅に安全施設の設置（縁石、ポール） 県 【県】実施予定

279 福岡教育大学の男子寮下から城南ケ丘団地の道 側溝の蓋が古く、大きなすき間が空いているところが多い 【市】蓋の交換 市 【市】実施予定

9
県道宗像若宮線東海大短大入口信号から、特養老
人ホーム「あかま」を経て、学校方面への道路

道幅が狭く、歩道と車道との区別がない
【学校】安全指導
※グリーンベルトは過去に設置済み

市、学校 【学校】実施中

10
徳重1丁目から国道3号線バイパスの下をくぐり、葉山
通りに至る道

道幅が狭く、歩道と車道との区別がなく、車の抜け道になって
いるため交通量が多い

【市】グリーンベルトの設置
【学校】安全指導

市、学校
【市】実施予定
【学校】実施中

153
赤間小学校前信号機から、徳重1丁目(徳重公園横)
を通る歩行者用道路

歩行者用道路の時刻が７：３０～８：３０であり、下校時が含ま
れていない

【市・学校】通学路の変更　（徳重1丁目から県道503号線へ直進し、503号線
の歩道から学校へ）

市、学校 【市・学校】実施予定

176 ダイレックス宗像店の裏の道路 道幅が狭く、歩道がない 【市】グリーンベルトの設置 市 【市】実施予定

257 市民体育館付近の歩道 車の通りが多く、歩道の区画があいまい 【市】路側帯及びグリーンベルトの設置 市 【市】R3年度完了

259 須恵２丁目の県道２９１号線 車道も歩道も狭く、ガードレールがない 【県】ガードパイプの設置 県 【県】R3年度完了

280 稲元７丁目、日焼原交差点から北西へ抜ける道路 歩道がなく、道幅が狭く、通り抜けの車が多い 【市】グリーンベルトの設置 市 【市】実施予定

281 農産物直売所「ほたるの里」入口付近 登校時間帯に直売所へ搬入する軽トラックの出入りが多い 【市】直売所への注意喚起 市 【市】R3年度完了

吉武小学校

赤間小学校

河東小学校



通学路危険箇所対策一覧表 令和4年2月28日現在

学校名 番号 危険箇所名・住所 危険箇所の状況 対策内容 対策実施者 対策状況

160 王丸から原町の道
大型トラックがスピードを出して通過し、道幅が狭く、ガードレー
ルがない

【警察】パトロールの強化
【市】現在の通学路では景観上、グリーンベルトの設置は不可
　　　通学路が変更された場合、グリーンベルトの設置
【学校】通学路の変更

警察、市、学校
【警察】実施中
【市】実施予定

【学校】実施予定

277
シャトレーゼ光岡店からカントリーエレベーター間の市
道

狭小で見通しが悪く、一般車両の通行も多く、スピード超過で
通行している

【市】グリーンベルトの設置 市 【市】実施予定

300
宗像市王丸４６０-７
（３号線王丸交差点から原町へ抜ける道）

交通量が多く、歩道がない 【市】グリーンベルトの設置 市 【市】検討中

東郷小学校 276
田熊５丁目
（大井台第１号公園から勝浦宗像線へ抜ける道）

幼稚園の送迎車が多く、登下校の時間と重なる 【市】グリーンベルトの設置 市 【市】実施予定

239 西門階段（４丁目）へ向かう坂道 道幅が狭く、グリーンベルトが途中で途切れている 【市】拡幅工事及びグリーンベルトの設置 市 【市】実施予定

282 西門階段 急こう配の長い階段であり、幅も狭く登り降りに危険
【市】対応不可（山や敷地の切り崩しが困難なため）
【学校】安全指導（天候等により通行を止めた場合は正門側へ誘導）

市、学校 【学校】実施中

68 大谷（赤間西小学校学童児童 南東の道路） 歩道がなく、白線が薄い 【市】白線の再塗装及びグリーンベルトの設置 市 【市】実施予定

72 セブンイレブン宗像赤間駅前店前の土穴交差点 交通量が多く、信号待ちのスペースが少なく、道幅が狭い
【県】ガードレールの設置（現在実施している県道拡幅工事内で検討）
【市】グリーンベルトの設置（県の拡幅工事終了後に検討）

県、市
【県】検討中
【市】検討中

76 城ヶ谷公園角の５差路 細い道が５本交わっているため、安全確認が難しい
【市】路面標示の再塗装
※カーブミラーは過去に設置済み

市 【市】実施予定

77 城ヶ谷と土穴の境辺りの５差路 スピードを出す自転車や車が多く、見通しが悪い
【市】白線の再塗装
※カーブミラーは過去に設置済み

市 【市】実施予定

87 三郎丸と赤間ケ丘の境にある５差路 スピードを出す自転車や車が多い 【市】検討中 市 【市】検討中

255 泉ヶ丘1丁目7番から10番までの道路 車の交通量が多く、歩道がない 【市】グリーンベルトの設置 市 【市】検討中

自由ヶ丘小学校

赤間西小学校

南郷小学校



通学路危険箇所対策一覧表 令和4年2月28日現在

学校名 番号 危険箇所名・住所 危険箇所の状況 対策内容 対策実施者 対策状況

自由ヶ丘南小学校 104 元禄寿司前の横断歩道
「スピード落とせ」の路面標示が薄く、「横断歩道あり」の路面標
示がカーブ後にあるので、運転手が間に合わない

【県・警察】路面標示の再塗装及び位置変更 県、警察 【県・警察】実施予定

263 学校正門前道路
下ってくる車がスピードを落とさずに横断歩道を通過することが
ある

【市】路面標示の設置 市 【市】R3年度完了

283 東郷橋から河東西小学校入口信号の歩道
車の交通量が多く、歩道が狭く、中学生の自転車が樟陽台か
らスピードを出して下ってくる

【県】歩道の拡幅 県 【県】実施予定

264 神湊西交差点から神湊交差点に至る道路
向かい側にしか歩道がなく、横断歩道が近くにない
既存の横断歩道までの道が整備されておらず、草が生えてい
るため、より道が狭い

【県】草刈（ガードレールの設置は道幅が狭いため不可）
【警察】対応不可（周辺の状況から横断歩道は設置条件に該当しない）
【学校】安全指導

県、警察、学校
【県】実施中

【学校】実施中

285 神湊ターミナル駐車場から神湊交差点に至る道路
交通量が多く、道路幅が狭い
歩道やガードレールがなく、路側帯の白線が薄い

【市】白線の再塗装及びグリーンベルトの設置 市 【市】実施予定

286 釣川沿い（山之上集落近く） ガードパイプ等の防護柵がない 【市】検討中 市 【市】検討中

287 江口交差点近く 道路幅が狭く、白線が薄い 【市】白線の再塗装 市 【市】実施予定

288 神湊西交差点 横断歩道が薄い 【警察】横断歩道の再塗装 警察 【警察】実施予定

289 宗像大社前交差点近く 海の道むなかた館の壁で見通しが悪い 【市】検討中 市 【市】検討中

290 校舎東側の土手
土手に植えられている桜の木の枝が、県道を覆うように伸びて
おり、台風等荒天時には落下や折れる可能性がある

【市】道を覆っているのが幹のため、伐採すると数年後に枯れる可能性が
　　　あることを踏まえ、学校と地域で協議してもらいたい
【学校】地域と協議

市、学校 【市・学校】検討中

291 通学路上の土手 いのししの獣道となっている箇所がある 【県】検討中 県 【県】検討中

河東西小学校

玄海小学校

地島小学校



通学路危険箇所対策一覧表 令和4年2月28日現在

学校名 番号 危険箇所名・住所 危険箇所の状況 対策内容 対策実施者 対策状況

292 ダイレックス宗像店付近の釣川沿い道路 釣川沿い道路に一部ガードレールがない
【市】対応不可（河川堤防になっており、建築物の設置が不可）
【学校】安全指導

市、学校 【学校】実施中

299
宗像市赤間５丁目と石丸１丁目の境付近交差点の停
止線

一旦停止線及び止まれの路面標示が薄い 【市】一旦停止線及び路面標示の再塗装 市 【市】R3年度完了

267 田熊四つ角の周辺歩道 雨が降ると滑る 【県・市】検討中 県、市 【県・市】検討中

293 中央中学校前からふかい歯科の道路 道路拡幅工事により、車の交通量が増加
【警察】対応不可（周辺の状況から横断歩道は設置条件に該当しない）
【市】路面標示の設置

警察、市 【市】R3年度完了

日の里中学校 294 日の里中学校と日の里西小学校の間の道路
登校時間は通行禁止になっているが交通量が多い
下校時は通行の制限がなく、スピードを出す車が多い

【市】路面標示の設置 市 【市】R3年度完了

自由ヶ丘中学校 268 校門前の道路
カーブであるため、交差時に自動車が来ていることが見えにく
く、スピードを出す車が多い

【市】路面標示の再塗装及びカーブミラーの設置 市 【市】実施予定

272 ミニストップ宗像稲元店付近の横断歩道 横断歩道が薄い
【警察】横断歩道の撤去（滞留場所、横断歩道までの導線がなく、本来設置
条件に該当しない）
【学校】安全指導

警察、学校
【警察】実施予定
【学校】実施中

274
マルキョウ宗像店付近の県道97号線からルミエール
方向に通じる田んぼの間の道路

道幅が狭く、通学時間帯に車が通ると生徒が端に追いやられ
て危険

【市】路側帯の設置 市 【市】実施予定

295 ベーカリーヨシカワ前の道路
道幅が狭く、ベーカリーヨシカワで買い物をするお客さんが路
肩に車を停めることがあるため、自転車通学の生徒が車道を
通らないといけないときがある

【県】縁石の設置
※当該道路において歩道整備を実施する予定であり、車道も広くなる予定

県 【県】実施予定

253
神原公民館方面から校門前の歩道へ通じる橋付近
の道路

道路を横断しなければいけないが横断歩道がなく、自動車の
一旦停止線もない

【警察】対応不可（周辺の状況や交通量から横断歩道や一旦停止線は設置
条件に該当しない）
【学校】安全指導

警察、学校 【学校】実施中

271 神原公民館方面から校門前の歩道へ通じる橋 橋が老朽化している 【市】強度面から対策不要 市 -

297 学校敷地内の裏門駐車場付近 イノシシの出没 【市】検討中 市 【市】検討中

玄海中学校

中央中学校

河東中学校

城山中学校


