
福津市内通学路の対策箇所一覧表
【神興小学校】

路線名 箇所名・所在地 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

1 津丸43号線 光陽台５～６丁目
人気がない。子供も少ないので、１人で帰
るときに危ない。

下校時のパトロール
児童生徒への安全指導

学校、地域

2
東福間団地17号
線

東福間６丁目１番地
優先がどの道なのかわからない。スピー
ドを出している車が事故を起こす危険が
ある。

車両速度抑制等の対策 市

3 石橋・手光線 手光１４８７－３
歩道の白線が消えており、トラックなどの
交通量が多く危険である。

区画線更新 市

4
東福間団地2号
線

東福間３丁目２番～４丁目２番横断歩道

駅・ローソン前からわたり、坂を登ってくる
子供達からは標識が見えず、横断歩道の
ど真ん中に樹木と標識があり、通行の妨
げとなっている。

支障物撤去・移設 市、警察

5
東福間団地6号
線

東福間
古いお宅のブロック塀にヒビがあり、いつ
通学路側に倒れてくるか心配。

地域協力や児童生徒への安全指導 学校、地域

【上西郷小学校】
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

6 県道飯塚福間線 本木１３２１付近
車両の交通量が多く、横断歩道があって
も渡れない。車両のスピードが速い。

注意喚起等による対策
児童生徒への安全指導

県、学校、
警察

6-1 鞍掛・河原線 上西郷
車両の交通量が多く、車両のスピードも速
いが歩道がないため、危険である。

路肩カラー化・路面標示設置等を検討 市

【福間小学校】
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

7
年金・向山線
緑町20号線
本町8号線

西福間２丁目７番地　ふくまりん前道路

通学路の変更に伴って、児童の増加が予
想される。道路が狭く、車両の通行も多く
抜け道のためスピードを出す車両も多い
ため大変危険である。

路側帯カラー化
注意喚起標示設置

市

8 本町・竿線
西福間２丁目４番地　福間小西門前カー
ブ

現在通学路であり、道路が狭く、横断歩道
がないため道路を横切らねばならない児
童も多く、車両の通行も多いため大変危
険である。

注意喚起標示設置 市

9 本町・竿線
西福間２丁目４番地　プール横　三叉路
付近

現在通学路であり、道路が狭く、横断歩道
がないため道路を横切らねばならない児
童も多く、車両の通行も多いため大変危
険である。

注意喚起標示設置 市

10 昭和町14号線
西福間１丁目２８番地　グリーンタウン中
央交差点

西福間５丁目の住民が増えたため、車の
通行量が増え、抜け道として利用されて
いる。登校時間帯に矢印の利用車両と児
童が交差する。

注意喚起標示設置 市

11 国道495号 西福間２丁目１７番地　旭橋交差点

歩道はあるが、縁石やガードレールがな
く、歩道も狭い、児童が信号を待っている
間、大型トラックが曲がってくることも多く、
危険である。

防護柵等設置 県

12 昭和町・松原線 中央５丁目１１番地　昭和公園出口
抜け道として利用する車両が多い。横断
歩道もなく、公園から出てくる児童にとって
危険である。

児童生徒への安全指導 市、学校

13
緑町20号線
緑町28号線

西福間３丁目２０番地付近

通学路の変更に伴って、児童の増加が予
想される。抜け道となっており、スピードを
出した車両も多い。交通量も多い。横断歩
道もなく児童にとって危険である。

路側帯カラー化
注意喚起標示設置

市

14
年金・向山線
緑町20号線

西福間３丁目１７番地付近

通学路の変更に伴って、児童の増加が予
想される。抜け道となっており、スピードを
出した車両も多い。見通しも悪い。交通量
も多い。横断歩道もなく児童にとって危険
である。

路側帯カラー化
注意喚起標示設置

市

15
松原・花見線、越
田橋

中央６丁目１４番地　越田橋付近
利用する車両が多い。下校時、西郷川沿
いの道から、越田橋へ車の飛び出しがあ
り危険である。

都市計画道路整備及び橋梁補修工事に
よる改良

市

16
大和町・松原線
昭和町51号線

中央６丁目１番地　花田歯科前
朝車両の通行が多い。道幅が狭いため、
車両がすれ違う時に、児童が危険であ
る。

児童生徒への安全指導 学校

16-1
大和町・松原線
昭和町51号線

中央６丁目１番地　大善寺付近

防護柵が老朽化しておりぶつけた跡も
残っている、朝車両の通行も多く抜け道の
ためスピードを出す車両も多く危険であ
る。

防護柵の更新
注意喚起標示設置

市

17
花見71号線
花見72号線

花見の里１丁目１番地　ＪＲ鹿児島本線
トンネル付近

トンネル内は、歩道がない。通り抜ける車
のスピードが速く危ない。トンネルを出た
先が２方向に分岐しており、車両が見えに
くく危険。

児童生徒への安全指導
注意喚起標示等設置

市、学校

18 浜田橋・花見線 花見の里３丁目２２番地付近
抜け道として利用されており、交通量が多
く、スピードも出している車両も多く危険。
横断することも困難。

児童生徒への安全指導 学校

19
大和町・松原線
手光・大和町線

中央４丁目２番地
道幅が狭く、車１台が通ることがやっとの
状態である。登校時、子供たちは、歩道の
ない端を歩いていて危険。

児童生徒への安全指導 学校

20
県道飯塚福間線
大和町・松原線

中央２丁目２０番地　ＪＡ前道路

朝、車両が多い。道幅が狭いため、車両
がすれ違う時に、児童が危険である。ＪＡ
前信号機の押しボタンが車道と並行の向
きに設置してあるため、車道に近づき危
険である。

県道部は、道路整備時に対策
市道部は、都市計画道路整備完了にあ
わせ通学路変更等を検討していく。

県、市、警察

21
国道495号
年金・向山線

西福間４丁目３番地付近

車両の交通量が多い。スピードを出してい
る。カーブしているため、見通しが悪い。
以前から信号機、横断歩道の設置要請を
している。

児童生徒への安全指導
県、市、学校、

警察

22

宮司・下戸井手1
号線
古川・下戸井手
線

宮司２丁目５番地付近
道幅が狭い。道路に、表示がないため危
険である。

注意喚起標示等設置 市

23 手光・宮地嶽線 宮司３丁目１番地付近
抜け道となっており、交通量が多い。道の
幅が狭く、歩道もなく危険である。

注意喚起標示等設置 市

24

大和町・昭和町
線
大和町19号線
大和町56号線

中央５丁目２３番地付近
道の幅が狭い。見通しも悪い。様々な方
向から車両がきて、危険。

児童生徒への安全指導
注意喚起標示等設置

市、学校、
警察
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福津市内通学路の対策箇所一覧表
【福間小学校】（続き）

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

25 今川・竿線 宮司浜１丁目１５番地

西福間５丁目と宮司浜１丁目間の横断歩
道がないため、大きく迂回しないといけな
い。地域の住民も横断歩道がない場所を
渡っている。

児童生徒への安全指導
市、学校、

警察

26
大和町11号線
大和町9号線

中央４丁目１０番地　薬局白十字横
抜け道として利用する車両が多い。坂道
になっているため、スピードが出て危険で
ある。

注意喚起標示等設置 市

27
手光・大和町線
大和町28号線

中央１丁目６番地　大和保育所付近
抜け道として利用する車両が多い。道幅
が狭く、歩道などもない。

児童生徒への安全指導
注意喚起標示等設置（交差点カラー化）

市、学校

28 国道495号
花見が丘３丁目２３番地　花見原町団地
入口

横断歩道を渡る児童と、国道から側道に
曲がっている車両が重なる為危険であ
る。

児童生徒への安全指導 学校

【神興東小学校】
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

29 若木台・津丸線 津丸２３６番地
車が頻繁に通る場所であり、通学路に関
わらず横断歩道がない。

児童生徒への安全指導 学校、警察

30
八並・若木台1号
線

八並
雨が降ったときに、歩道横の造成地から
土砂が崩れ落ちる可能性がある。

児童生徒への安全指導 学校

【福間南小学校】
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

31 県道薦野福間線 日蒔野２丁目１－８付近の交差点
歩車分離の信号が稼働している交差点だ
が、歩行できる時間が短く、斜め横断する
大人が多く、児童が真似する。

児童生徒への安全指導 学校、警察

32 両谷20号線 福間南１－２２
橋が広く３０ｋｍ/ｈ制限の道だがスピード
を出す車が多い。

児童生徒への安全指導
注意喚起標示等設置

市、学校、
警察

33 日蒔野62号線 日蒔野２－１－２０ 道路が狭くスピードを出す車が多い。
児童生徒への安全指導
注意喚起標示等設置

市、学校、
警察

34
日蒔野69号線
両谷13号線

日蒔野４丁目１１番地２
３０ｋｍ/ｈ制限の道だがスピードを出す車
が多い。

児童生徒への安全指導
注意喚起標示等設置

市、学校、
警察

35
四角・光陽台1号
線

光陽台１丁目
３０ｋｍ/ｈ制限の道だがスピードを出す車
が多い。

注意喚起標示等設置 市、警察

36 花見41号線 花見が丘２丁目４－５０
金剛寺付近の水路の上に細いコンクリー
トが並んでいるが古い。児童がそのコンク
リートに乗って遊んでいる。

児童生徒への安全指導 学校、地域

37 有弥の里2号線
有弥の里１－７－７から有弥の里１－６－
２まで

ゾーン３０だが、登下校時にスピードを出
してい車がいる。

注意喚起標示等設置 市、警察

38 記念橋・原町線 福間南４丁目１５付近
ゾーン３０だが、登下校時にスピードを出
してい車がいる。カーブが強いため先が
見えない。

路側帯カラー化
注意喚起標示設置

市、警察

39 原団地内1号線 福間南４丁目１５付近
ゾーン３０だが、登下校時にスピードを出
している車がいる。Ｔ字路での停止が不十
分で児童・生徒との接触が危惧される。

路側帯カラー化
注意喚起標示設置

市、警察

40 四角・通り堂線 福間駅東３丁目４－１
３０ｋｍ/ｈ制限の道だがスピードを出す車
が多い。歩道を示す緑色に塗装された部
分に、右折・左折の車が侵入している。

児童生徒への安全指導
市、学校、

警察

41 原団地内1号線
福間南３丁目の信号「原町団地南口」から
花田商店まで

ゾーン３０だが、登下校時にスピードを出
している車がいる。

路側帯カラー化
注意喚起標示設置

市、警察

42 両谷59号線 日蒔野４丁目１１番地２
３０ｋｍ/ｈ制限の道だがスピードを出す車
が多い。

児童生徒への安全指導
カーブミラー設置

市、学校、
警察

【津屋崎小学校】
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

43
柳ヶ宿・五反田
線

津屋崎７丁目１４番地付近
・朝、夕方に車の通りが多くスピードを出し
ている車が多い。・路側帯が途切れてい
るところがあり、危険。

区画線更新 市、警察

44 国道495号 津屋崎７丁目１４番地付近
小学校と五反田団地までの間に横断歩道
がないため、横断歩道がない場所を子供
達が横断しているときがありとても危険。

児童生徒への安全指導
市、学校、

警察

45

古壱作・八丁間
線
前新開・古壱作
線

津屋崎５丁目２６番地　３３番地付近

☆末広用水路周辺　・大雨の後は水位が
高く危機を感じる。用水路の水の流れも
早い為児童が通学する路側帯の明示を
要望。　・末広集荷場から道路へ出る際、
右側からくる車や自転車が確認し難い。

児童生徒への安全指導
注意喚起標示設置

市、学校

46
新海・天神町線
沖町・出口町線

津屋崎３丁目２８番地付近
・左右民家があるため車が来ているのを
低学年の子供が確認し難い。　・車両が
急に入ってくるので危ない。

児童生徒への安全指導
注意喚起標示設置

市、学校

47
天神町・古壱作
線

津屋崎４丁目１０番地付近
しおさい通りの横断歩道に信号機がな
い。朝、車両の通りが多い為、通学時の
横断が危ない。

児童生徒への安全指導 学校、警察

48 県道渡津屋崎線 渡付近
津屋崎橋付近がカーブになっており車両
も歩行者も確認し難い。減速帯を設置して
ほしい。

注意喚起標示設置
県、学校、

警察

49

津屋崎・福手山1
号線
津屋崎・福手山4
号線
福手山・北沖田
線
津屋崎・福手山8
号線

津屋崎１丁目　津屋崎中前付近
中学校前の側道から一旦停止せず車両
と自転車が出てくる事がありとても危険。

児童生徒への安全指導
注意喚起標示、カーブミラー設置

市、学校、
警察

50

津屋崎・新海4号
線
井手ノ元・浜山
線

津屋崎２丁目　新東橋付近

あかま歯科横の橋が柵がない為、川近く
まで近づいて魚を見たりしており危険（特
に増水した時など）入れないようにしてほ
しい。また、車両の交通量が多く、車両の
スピードも速いが歩道がないため、危険で
ある。

児童生徒への安全指導
路肩カラー化・路面標示設置等を検討

市、学校
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福津市内通学路の対策箇所一覧表
【津屋崎小学校】（続き）

路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

51
福間停車場・汐
井線

宮司浜２丁目１５番地付近　宮司コミセン
前

宮司コミセン前の道路から向かいの道路
への横断歩道が少なく、横断歩道がない
場所を横断しているので危ない。

児童生徒への安全指導
注意喚起標示設置

市、学校、
警察

52 山手線 宮司５丁目２７～３０番地付近
歩道が狭い。横道から車両が出てきたと
き歩行者、自転車が接触する可能性があ
る。

児童生徒への安全指導 市、学校

53
善福・濱ノ久保1
号線

宮司５丁目１８番地付近
ホームセンター裏のカーブが見通しが悪く
危険。

児童生徒への安全指導
カーブミラー設置

市、学校

【勝浦小学校】
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

54 県道勝浦宗像線 勝浦３３１番地
横断歩道の白線が消えており、車中より
みても前方に横断歩道があるかどうか目
視がきかず危険である。

横断歩道更新 県、警察

55 県道勝浦宗像線 勝浦１０２５番地
路側帯のカラー舗装がなく、路肩も狭い
為、歩行の児童、自転車通学の中学生と
自転車が重なる時が一番危険である。

注意喚起標示等設置 県

56
県道玄海田島福
間線

勝浦４７７８番地
歩道がなく家沿いの端を歩行するが、背
丈以上の塀があったり、落ちそうな屋根瓦
があり危険である。

児童生徒への安全指導 学校、地域

【福間中学校】
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

57 向山・両谷線 花見が丘２丁目１０番１号
歩道が狭く通行に危険がある（福間中学
校前）

児童生徒への安全指導 市、学校

58

主要幹線道路
（記念橋・原町線
　原団地内1号線
等）

福間南５丁目番地 歩道幅が狭く、交通量が多い危険
児童生徒への安全指導
注意喚起標示等設置

市、学校

59 県道薦野福間線 花見が丘１丁目
生徒が横断できるよう信号機を設置して
ほしい場所

都市計画道路整備にあわせて、通学路の
変更も含めた児童生徒への安全指導

県、学校、
警察

60 四角・両谷線 日蒔野
交通量が多く、多くの児童・生徒が利用す
る場所で危険

信号機設置 警察

【福間東中学校】
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

61 県道内殿手光線 津丸交差点付近
車がスピードを出し、横断歩道に生徒が
いても停車せず通過することが多い。（信
号がない横断歩道で、車にはねられた）

注意喚起標示等設置
ポストコーン設置

県

【津屋崎中学校】
路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

62 山手線 在自　対馬見通り 歩道がない 児童生徒への安全指導 市、学校

【対策検討メンバー】県土整備事務所宗像支所、宗像警察署、市教育委員会学校教育課、市建設課、市都市管理課、市防災安全課
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