
【平成28年度要望】

路線枝番 路線名 箇所名・住所 対策検討内容 図面 事業主体

3-1 国道495号 福津市西福間2丁目 交差点改良工事予定 10 県

3-1-2 国道495号 福津市西福間2丁目
児童への安全指導で対

応
11 県・警察・学校

3-3 市道大和町松原線 福津市中央3丁目
児童への安全指導で対

応
12 学校

3-3-2 市道大和町松原線 福津市中央6丁目 カーブミラー設置検討 13 建設課

3-2 県道飯塚福間線
福津市中央1丁目～3

丁目
道路整備工事事業中 14 県・建設課

3-5 市道浜田橋花見線
福津市花見が浜3丁目
～花見の里3丁目

路面標示設置等を検討 15 建設課

【令和元年度要望】

路線枝番 路線名 箇所名・住所 対策検討内容 図面 事業主体

3-1 国道495号 福津市西福間2丁目 防護策等設置 11 県

3-3 市道大和町松原線 福津市中央3丁目

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

20 県・学校

3-3-2 市道大和町松原線 福津市中央6丁目 児童生徒への安全指導 16 学校

3-5 市道浜田橋花見線
福津市花見が浜3丁目

～
花見の里3丁目

児童生徒への安全指導 18 学校

3-11
市道年金向山線
市道緑町20号線
市道本町8号線

西福間2丁目7番地
ふくまりん前道路

路側帯のカラー化
注意喚起標示設置

7 建設課

3-4 市道本町竿線
西福間2丁目4丁目
福間小西門前カーブ

注意喚起標示設置 8 建設課

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である。

通学路の状況・危険の内容

交通量が多く、左折者、右折車
も多い。

交通量が多いが歩道が無い

見通しが悪く、スピードを出す
車が多い。

歩道が狭く、電柱が邪魔になっ
ている。自転車の通行量も多
く、歩行者が危険。

交通量が多いので信号機を設置
してほしい。

道路が狭く、スピードを出す車
が多い。

通学路の状況・危険の内容

歩道はあるが、縁石やガード
レールが無く、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。

朝、車両が多い。車幅が狭いた
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。

朝車両の通行が多い、道幅が狭
い為、車両がすれ違う時に、児
童が危険である。

通学路の対策箇所一覧表【福間小学校区】

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。

現在通学路であり、道路が狭
く、横断歩道が無いため道路を
横切らなければならない児童も
多く、通行量も多いため大変危
険である。



3-4-2 市道本町竿線
西福間２丁目４番地
プール横　三叉路付
近

注意喚起標示設置 9 建設課

3-7 市道昭和町14号線

西福間２丁目４番地
プール横　三叉路付
近1丁目28番地　グ
リーンタウン中央交
差点

注意喚起標示設置 10 建設課

3-8 市道昭和町松原線
中央5丁目11番地　昭

和公園出口
児童生徒への安全指導 12 学校

3-12
市道緑町20号線
市道緑町28号線

西福間3丁目20番地付
近

路側帯カラー化
注意喚起標示設置

13 建設課

3-6 市道年金向山線
西福間3丁目17番地付

近
路側帯カラー化
注意喚起標示設置

14 建設課

3-9
市道松原花見線
（越田橋）

中央6丁目14番地　越
田橋付近

都市計画道路整備及び
橋梁補修工事による改
良

15 建設課

3-13
市道花見71号線
市道花見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

児童生徒への安全指導
注意喚起標示設置

17 建設課

3-14
市道大和町松原線
市道手光大和町線

中央4丁目2番地 児童生徒への安全指導 19 学校

3-15
国道495号

市道年金向山線
西福間4丁目3番地付

近
児童生徒への安全指導 21 学校

3-16
市道宮司下戸井手1号線
市道古川下戸井手線

宮司2丁目5番地付近 注意喚起標示設置 22 建設課

3-17 市道手光宮地嶽線 宮司3丁目1番地付近 注意喚起標示設置 23 建設課

3-18
市道大和町昭和町線
市道大和町19号線
市道大和町56号線

中央5丁目23番地付近
児童生徒への安全指導
注意喚起標示設置

24
学校
建設課

3-10 市道今川竿線 宮司浜1丁目15番地 児童生徒への安全指導 25 学校

3-19
市道大和町11号線
市道大和町9号線

中央4丁目10番地　薬
局白十字横

注意喚起標示設置 26 建設課

3-20
市道手光大和町線
市道大和町28号線

中央1丁目6番地　大
和保育所付近

児童生徒への安全指導
注意喚起標示設置（交

差点カラー化）
27 建設課

3-1-3 国道495号
花見が丘3丁目23番地
花見原町団地入口

児童生徒への安全指導 28 学校

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。

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。

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。

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。

車両の通行量が多い。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、横断歩道の設置を要請
している。

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
民も横断歩道が無い場所を渡っ
ている。

道幅が狭い。道路に、表示がな
いため危険である。

抜け道になっており、交通量が
多い。道の幅が狭く、歩道もな
く危険である。

道の幅が狭い。見通しも悪い。
様々な方向から車両が来て、危
険。

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
が交差する。

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。

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。

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。通行量も多い。横
断歩道もなく児童にとって危険
である。

通学路変更に伴って、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。

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。

トンネル内は、歩道が無い。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。



【令和3年度要望】

路線枝番 路線名 箇所名・住所 対策検討内容 図面 事業主体

3-1 国道495号
西福間2丁目17番地

旭橋交差点
防護柵等設置 12 県

3-3-2 市道大和町松原線
中央6丁目1番地
花田歯科前

児童生徒への安全指導 13 学校

3-3-3 市道大和町松原線 中央４丁目2番地 児童生徒への安全指導 14 学校

3-3
県道飯塚福間線
市道大和町松原線

中央2丁目20番地
JA前道路

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。

15 県・学校

3-1-4 国道495号
西福間4丁目3番地付

近
児童生徒への安全指導 16 学校

3-20
市道手光大和町線
市道大和町28号線

中央1丁目6番地
大和保育所付近

児童生徒への安全指導
注意喚起表示等設置
（交差点カラー化）

17 学校・建設課

3-1-3 国道495号
花見が丘3丁目23番地
花見原町団地入口

児童生徒への安全指導 18 学校

3-4-3 市道本町竿線 西福間1丁目21付近 注意喚起表示等設置 19 建設課

3-4-4 市道本町竿線 西福間1丁目7付近 段差の解消 20 都市管理課

3-21 市道昭和町58号線 西福間1丁目7付近
児童生徒への安全指導
カーブミラーの角度調

整
21 学校・建設課

3-22
市道昭和町14号線

市道宮司下戸井手3号線
西福間1丁目7付近 注意喚起表示等設置 22 建設課

3-17 市道手光宮地嶽線 宮司3丁目1番地付近 注意喚起表示等設置 23 建設課

3-19
市道大和町9号線
市道大和町11号線

中央4丁目10番地
薬局白十字横

注意喚起表示等設置 24 建設課

3-4-2 市道本町竿線 西福間2丁目4番1号
標識の移設

児童生徒への安全指導
25 警察・学校

通学路の状況・危険の内容

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。

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。

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。

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。

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
なるため危険である。

交通量が多いが、歩道が狭い。

車道、歩道が狭い上、歩道が段
差になっている。

車が見えにくい

車が見えにくい

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。

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。

学校周辺の交通規制を認識して
いない運転者が多く、規制時間
帯に車が侵入してくる。

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、子ども達は、歩道のない端
を歩いていて危険。

朝、車両が多い。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。


