
【対策箇所一覧（道路管理者分）】

1 市道　大谷改良区11号線 区画線引き直し

2 市道　大谷改良区29号線 区画線引き直し

3 市道　大谷右岸高松線 「止まれ」文字復旧

4 市道　高松大谷片山線 舗装整備、区画線設置

5 市道　高松大谷片山線 転落防止柵設置

6 市道　みずほ四丁目４号線 区画線引き直し

7 市道　みずほ四・五丁目2号線 区画線引き直し

8 あい保育園みずほ 市道　青木鎌田線 カラー帯設置、カーブミラー設置

9 長田ちびっこ保育園 市道　青木鎌田線 カラー帯設置、カーブミラー設置

10 あい保育園みずほ 市道　寺田鎌田土地区画24号線 区画線引き直し

11 あい保育園国吉田 市道　古庄区画13号線 区画線引き直し

12 梨花幼稚園 市道　下川原東土地区画25号線 区画線引き直し

13 東新田ひばりこども園 市道　東新田区画20号線 区画線引き直し

14 長崎ポンポン保育園 市道　七ツ新屋長崎２号線外１ 区画線

15
そらまめ
まごころポッポ保育園

（主）山脇大谷線 舗装補修、区画線移設

16 麻機幼稚園 市道　南有永１号線 区画線設置、ラバーポール設置

17 市道　大坪区画街路3号線 区画線

18 市道　船原一丁目有東坂二丁目線 区画線

19 市道　西高町船原一丁目線 区画線

20 有度幼稚園 市道　楠新田草薙1号線 区画線

21 県道　入江富士見線 区画線

22 市道　元追分線 区画線

23 県道入江富士見線 区画線

24 市道　JR操車場南側1号線 区画線引き直し

25 市道　曲金小鹿線 区画線引き直し

26 興津南こども園 市道　興津中町谷津線 区画線

27 市道　大谷街道線 ボラード、標識、視線誘導標の設置

28 市道　池田有度山1号線 側溝補修、区画線の設置

29 東豊田中央こども園 市道　国吉田桃源寺前線 区画線設置、反射材設置

30 静大附属幼稚園 市道　麻機街道線 防護柵、ボラード設置

31 hugくむ保育園大岩 市道　麻機街道線 防護柵、ボラード設置

32 静大附属幼稚園 市道　太田町大岩線 区画線設置

33 市道　大浜街道線 区画線設置、路側帯カラー化

34 市道　中原八幡四丁目2号線 路側帯カラー化

35 市道　東新田区画5号線 区画線・路側帯カラーの引き直し、「止まれ」文字復旧

36 市道　東新田区画27号線 交差点カラー化、

37 市道　東新田区画33号線 歩道部カラー化、ラバーポール設置

38 市道　長沼町7号線 区画線引き直し

39 市道　長沼町6号線 区画線引き直し

40 上土こども園 市道　川合加藤島線 区画線設置（ドットライン）

41 市道　瀬名古川団地1号線 区画線引き直し

42 市道　上土長尾線 区画線設置、路側帯カラー化

43 県道　平山草薙停車場線 通行帯設置（カラー化）

44 市道　丸子日垣団地3号線 舗装補修

45 市道　鎌田寺田線 指導線復旧、区画線引き直し

46 市道　鎌田寺田線 指導線復旧、区画線引き直し

47 市道　丸子日垣団地3号線 区画線引き直し

48 市道　丸子井尻線 側溝補修

49 市道　丸子日垣団地1号線 ゼブラ帯設置

50 久能こども園 市道　大谷久能線 側溝補修

51 高松こども園 市道　西島高松線 区画線引き直し、路側帯カラー復旧

№
該当

施設名
路線名 対策内容

東豊田こども園

中田こども園

市立富士見台こども園

あい保育園みずほ

船原幼稚園

さくら幼稚園

静岡豊田幼稚園

東新田こども園

長沼こども園

西奈こども園

丸子こども園
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【対策箇所一覧（道路管理者分）】

№
該当

施設名
路線名 対策内容

52 市道　用宗海岸線 「いたわりゾーン」文字復旧

53 市道　用宗海岸線 交差点マーク復旧

54 市道　用宗海岸線 「いたわりゾーン」文字復旧

55 市道　用宗広野13号線 区画線引き直し

56 市道　用宗広野12号線 区画線引き直し

57 市道　用宗広野14号線 「止まれ」文字復旧

58 市道　広野12号線 区画線設置、路側帯カラー化

59 市道　広野1号線 減速マーク復旧

60 （国）150号 交差点対策（防護柵等）

61 市道　下川原旧県道線 区画線引き直し

62 市道　下川原土地区画24号線 区画線設置

63 市道　森下町八幡線 区画線設置

64 市道　南町大坪町線 区画線設置（巻き込み線）

65 市道　日本平動物園線 歩道部カラー化

66 市道　池田聖一色１号線 カラー帯設置

67 市道　聖一色５号線 ゼブラ帯復旧

68 中田おひさまの森保育園 県道　静岡環状線 交差点対策

69 市道　丸子池田線 交差点対策

70 市道　中野小鹿線 交差点対策

71 市道　丸子池田線 交差点対策

72 市道　中野小鹿線 交差点対策

73 市道中田有東１号線 区画線引き直し

74 てんとうむし保育園 （主）中島南安倍線 交差点対策

75 市道　宮前大谷線 自転車走行空間整備（矢羽根マーク設置）

76 市道　大谷川左岸小鹿線 区画線引き直し

77 市道　競輪場北側線 区画線設置

78 （主）山脇大谷線 ラバーポール設置

79 高松めばえ保育園 市道　高松土地区画15号線 側溝補修

80 市道　中野小鹿線 交差点対策

81 市道　中野小鹿線 交差点対策

82 県道　高松日出線 水路水抜き孔補修

83 市道　大和町有東線 水路床版切り下げ

84 ほのぼの保育園 市道　中田下島線 交差点カラー化、巻込み線設置

85 市道　西島高松線 注意喚起表示

86 市道　西脇西島３号線 注意喚起表示

87 市道　上川原東新田線 交差点対策

88 市道　丸子新田広野三丁目線 交差点対策

89 市道　上川原東新田線 歩道整備を検討

90 長田ちびっこ保育園 市道　丸子新田広野三丁目線 交差点対策

91 市道　戸斗前土地区画11号線 カーブミラー設置

92 市道　丸子戸斗の谷1号線 転落防止柵更新

93 （主）山脇大谷線 歩道部カラー化

94 市道　池田区画29号線 区画線設置

95 市道　小鹿北5号線 歩道補修

96 市道　池田区画8号線 区画線設置

97 県道　静岡草薙清水線 ラバーポール設置

98 市道　池田区画33号線 区画線引き直し

99 市道　大谷街道線 路側帯カラー化

100 （主）山脇大谷線 歩道部カラー化

101 市道　池田10号線 区画線設置検討

102 南清龍愛児園　池田園 （主）山脇大谷線 歩道部カラー化

103 南清龍愛児園　池田園 市道　池田区画13号線 区画線設置

104 つくしんぼ保育園 市道　池田区画13号線 区画線設置

小鹿こども園

用宗こども園

広野こども園

下川原こども園

キッズハウスひかり

静岡学園幼稚園

若葉幼稚園

まごころポッポ保育園

葵保育園

ふじみ幼稚園

東新田めばえ保育園

セイユウモンテッソーリこども園

たんぽぽ保育園

つくしんぼ保育園
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【対策箇所一覧（道路管理者分）】

№
該当

施設名
路線名 対策内容

105 南清龍愛児園　池田園 市道　池田区画18号線 区画線設置（巻き込み線）

106 市道　曲金小鹿線 側溝補修

107 市道　稲川二丁目曲金一丁目線 歩道補修

108 市道　曲金小鹿線 歩道補修

109 県道　静岡草薙清水線 歩道補修

110 県道　静岡草薙清水線 ラバーポール設置

111 市道　静清土地区画50号線 区画線・誘導線設置

112 県道　静岡草薙清水線 交差点対策

113 （主）静岡清水線 交差点対策

114 市道　横内町1号線 区画線設置、ラバーポール設置

115 市道　駒形井宮線 交差点対策

116 （主）井川湖御幸線 ラバーポール設置

117 （主）井川湖御幸線 注意喚起表示

118 市道　水道町平和町線 区画線引き直し

119 市道　水道町平和町線 路側帯カラー復旧

120 市道　伝馬町新田5号線 路面表示復旧

121 蛍ケ丘保育園 市道　新間蛍ケ丘団地1号線 区画線設置、路面表示設置

122 月影保育園 市道　北東3号線 区画線設置を検討

123 市道　相生町春日町線 区画線引き直し

124 市道　横田町春日三丁目線 区画線引き直し

125 市道　春日町二・三丁目2号線 区画線引き直し

126 市道　与一右衛門新田3号線 区画線移設

127 市道　伝馬町新田与一右衛門新田1号線 区画線設置

128 市道　伝馬町新田排水路添線 区画線設置

129 （主）山脇大谷線 交差点対策

130 市道　川合6号線 歩道部カラー化

131 市道　南沼上団地17号線 除草、樹木剪定

132 市道　川合加藤島線 歩行者溜り部の対策

133 市道　川合3号線 巻込み線移設、路側帯カラー復旧

134 市道沓谷千代田3号線 電柱移設

135 （主）山脇大谷線 交差点対策

136 賎機こども園 （主）梅ヶ島温泉昭和線 植樹帯剪定

137 県道　静岡環状線 交差点対策

138 （主）静岡清水線 交差点対策

139 北沼上こども園 県道　平山草薙停車場線 路面表示

140 市道　北中の条池ケ谷線 路面表示

141 市道　北中の条池ケ谷線 路面表示

142 市道　千代田川合線 区画線設置

143 市道　千代田川合線 区画線設置

144 市道　銭座大岩線 イメージ狭さく設置

145 市道　西千代田町上足洗1号線 区画線復旧

146 市道　東静岡北口6号線 区画線設置検討

147 市道　東静岡北口５号線 ラバーポール設置

148 市道　麻機街道線 路面表示

149 市道　銭座大岩線 路面表示

150 市道　大岩4号線 路面表示

151 市道　安東中央幹線 注意喚起表示

152 市道　大岩北安東2号線 区画線設置、路側カラー化検討

153 市道　古庄区画5号線 区画線引き直し

154 市道　古庄区画6号線 区画線引き直し

155 あおいガーデン 国道362号 区画線設置

春日保育園

はろーはうす保育園

ちゃいるどはうす中吉田

水落保育園

静岡ホーム保育学園

静岡平和幼稚園

小百合キンダーホーム・分園

沼上こども園

沼上こども園分園

千代田幼稚園

日吉町保育園

麻機保育園

千代田おひさまの森保育園

千代田保育園

hugくむ保育園長沼

hugくむ保育園大岩

あい保育園古庄
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【対策箇所一覧（道路管理者分）】

№
該当

施設名
路線名 対策内容

156 （主）静岡清水線 交差点対策

157 市道　千代田平見堂3号線 区画線設置

158 市道　城東町上足洗線 区画線設置、ラバーポール設置

159 市道　瀬名18号線 区画線引き直し

160 市道　瀬名3号線 区画線引き直し

161 市道　瀬名4号線 区画線設置、路側帯カラー復旧

162 （主）　静岡清水線 交差点対策

163 あゆみ保育園 市道　瀬名6号線 交差点マーク、「止まれ」文字復旧

164 市道　片羽町柳町線 歩道部カラー化

165 市道　片羽町柳町線 歩道整備

166 市道　中町安西井宮町線 路側帯カラー化

167 市道　麻機街道線 交差点対策

168 （主）井川湖御幸線 交差点対策

169 （主）井川湖御幸線 交差点対策

170 県道　静岡環状線 交差点対策

171 市道　橘田町線　 区画線引き直し

172 市道　駒形通四丁目清閑町線 区画線引き直し

173 市道　本通九丁目清閑町線 区画線引き直し

174 市道　駒形通二丁目川辺町二丁目線 区画線引き直し

175 市道　常磐町三丁目西門町線 区画線引き直し

176 ルンビニー保育園 県道　藤枝静岡線 交差点対策

177 市道　沓谷五・六丁目2号線 区画線引き直し、ラバーポール設置

178 (主）山脇大谷線 交差点対策

179 (主）山脇大谷線 交差点対策

180 こすもすこども園 県道　大川静岡線 区画線設置、ラバーポール設置、「止まれ」文字復旧

181 こばと保育園 （主）静岡清水線 区画線設置、ラバーポール設置

182 水落保育園 市道　横内町東町線 区画線引き直し、ラバーポール設置

183 たちばな幼稚園 市道　瀬名18号線 側溝補修

184 県道　藤枝静岡線 交差点対策

185 市道　本通西町清閑町線 区画線引き直し

186 市道　幸町2号線 区画線引き直し

187 市道　車町新富町線 区画線引き直し

188 市道　田町五丁目2号線 区画線引き直し

189 市道　橘田町線 区画線引き直し

190 市道　山崎新田区画16号線 区画線引き直し

191 国道362号 ラバーポール設置

192 市道　山崎新田区画19号線 区画線引き直し

193 市道　山崎新田区画15号線 区画線引き直し

194 服織こども園 市道　山崎新田区画6号線 区画線引き直し

195 服織中央こども園 市道　羽鳥6号線 区画線引き直し

196 （主）梅ヶ島温泉昭和線 交差点対策

197 市道　安倍口小学校前線 指導線設置、カラー帯設置

198 （主）梅ヶ島温泉昭和線 カーブミラー設置

199 （主）梅ヶ島温泉昭和線 路側帯カラー化

200 大川こども園 (主）南アルプス公園線 除草

201 国道　362号 交差点対策（防護柵設置）

202 市道　大原水見色線 区画線設置

203 市道　大原横崎線 区画線設置

204 田町こども園 市道　田町一丁目3号線 区画線設置、路側帯カラー化

205 市道　岳美改良区3号線 区画線引き直し

206 市道　岳美改良区3号線 「止まれ」文字復旧

207 市道　千代田麻機線 交差点対策

あおぞらキンダーガーデン

あゆみ第２こども園

モコ末広保育園

ヤクルトさんさん保育園

沓谷おひさまの森保育園

なのはなガーデン

モコ幸町保育園

モコ山崎保育園

安倍口こども園

梅ヶ島こども園

中藁科こども園

いけがや保育園
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【対策箇所一覧（道路管理者分）】

№
該当

施設名
路線名 対策内容

208 清沢こども園 国道362号 法面対策

209 いさみ保育園 市道　伝馬町新田安倍川添線 路面表示

210 うしづま保育園 市道　牛妻平5号線 路側帯拡幅

211 市道　昭府町土地区画18号線 路側帯拡幅

212 （主）井川湖御幸線 交差点対策

213 庵原こども園 （主）清水富士宮線 区画線

214 原こども園 （主）清水富士宮線 区画線

215 市道　横砂東町12号線 区画線

216 市道　横砂東町12号線 区画線

217 蒲原東部こども園 市道　横町線 区画線

218 市道　駒越海岸20号線 区画線

219 市道　駒越西一丁目二丁目線 区画線

220 市道　細谷川別府2号線 区画線

221 市道　西久保8号線 区画線

222 市道　西久保17号線 区画線

223 市道　西久保16号線 区画線

224 市道　折戸三丁目四丁目線 区画線

225 市道　駒越南町三保線 区画線

226 県道　三保駒越線 区画線

227 市道　川原町9号線 区画線

228 市道　船越南町2号線 区画線

229 市道　入江三丁目4号線 区画線

230 （主）富士富士宮由比線 区画線

231 （主）富士富士宮由比線 区画線

232 有度西こども園 県道　静岡草薙清水線 区画線

233 飯田北こども園 市道　石川本町7号線 区画線

234 市道　由比町屋原線 区画線

235 市道　由比小学3号線 区画線

236 市道　吉川25号線 区画線

237 市道　押切吉川線 区画線

238 市道　押切吉川線 区画線

239 市道　押切吉川線 区画線

240 市道　吉川25号線 区画線

241 市道　橘北脇新田線 区画線

242 市道　北脇土改2号線 区画線

243 市道　吉川26号線 区画線

244 市道　吉川26号線 区画線

245 市道　楠北脇新田線 区画線

246 市道　吉川20号線 区画線

247 えじり保育園 市道　小芝町2号線 区画線

248 市道　大坪区画街路11号線 区画線

249 県道　静岡草薙清水線 区画線

250 市道　松原町万世町二丁目2号線 区画線

251 市道　万世町二丁目2号線 区画線

252 市道　万世町一丁目巴町1号線 区画線

253 ヒッポ保育園 市道　二の丸町江尻町線 区画線

254 市道　日立14号線 区画線

255 市道　村松妙音寺1号線 区画線

256 市道　日立16号線 区画線

257 県道　駒越富士見線 区画線

258 蒲原聖母幼稚園 市道　山手線 区画線

259 吉原保育園 （主）清水富士宮線 区画線

260 十七夜山しぶかわほいくえん 市道　新幹線側道北側1号線 区画線

こぐま保育園

横砂こども園

駒越こども園

西久保こども園

折戸こども園

川原こども園

入江こども園

由比中央こども園

うど東保育園

こねこのーと保育園大坪

のぞみ保育園

みどりが丘こども園
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【対策箇所一覧（道路管理者分）】

№
該当

施設名
路線名 対策内容

261 市道　駒越小学校前線 区画線

262 市道　駒越中一丁目村松一丁目線 区画線

263 国道　150号 区画線

264 清水りんぽかんこども園 県道　静岡草薙清水線 区画線

265 （主）清水富士宮線 区画線

266 県道　入江富士見線 区画線

267 市道　村松堀込2号線 区画線

268 市道　入船町船越線 区画線

269 市道　草薙団地2号線 区画線

270 市道　草薙つつじが丘団地13号線 区画線

271 長崎おひさまの森保育園 市道　一里山長崎2号線 区画線

272 東海幼稚園 市道　清見潟公園1号線 区画線

273 市道　興津中町2号線 区画線

274 国道1号 区画線

275 市道　梅陰寺6号線 区画線

276 市道　袖師村松線 区画線

277 市道　北矢部4号線 区画線

278 市道　北矢部4号線 区画線

279 市道　船越山ノ手4号線 区画線

280 市道　中矢部町川原町2号線 区画線

281 有度のにこにこ保育園 市道　楠北脇新田線 区画線

282 長崎おひさまの森保育園 市道　楠北脇新田線 区画線

283 県道　静岡草薙清水線 区画線

284 県道　静岡草薙清水線 区画線

285 嶺保育園 市道　西久保5号線 区画線

286 （主）井川湖御幸線 交差点対策

287 （主）井川湖御幸線 交差点対策

288 （主）井川湖御幸線 歩道上への注意喚起

289 県道　静岡環状線 交差点対策

290 市道　駿府町北安東線 区画線設置（巻き込み線）

291 市道　安東本町大岩2号線 電柱移設または区画線設置

292 るり保育園 県道　奈良間手越線 交差点対策
※一部対策箇所を統合し、掲載しております。

曙保育園

有度十七夜山保育園

トミーズ

のびっこハウス

清水聖母保育園

清水白百合幼稚園

草薙ふたばこども園

ももはな

梅花幼稚園

矢部保育園
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