
番号 学校名 路線名 危険・要注意箇所 状況・危険の内容 対応方法等

1 柳河小 久末佃町線 柳川市細工町 瓦が落ちてきている。 学校からの交通指導で対応。

2 柳河小 片原町上町線 柳川市蟹町２１番地１付近 防護柵がないため、転落の危険性あり。
道路幅員が狭いため対応困難。
学校からの交通指導で対応。

3 柳河小 細工町旭町線 柳川市細工町３３番地付近 防護柵がないため、転落の危険性あり。
道路幅員が狭いため対応困難。
学校からの交通指導で対応。

4 柳河小 ―
柳川市中町１０番地付近
（柳河小学校プール西側）

防護柵がないため、転落の危険性あり。
民地のため対応困難。
学校からの交通指導で対応。

5 城内小 本城町10号線 柳川市本城町８２番地２ 防護柵がないため、転落の危険性あり。 グリーンベルトの設置。

6 城内小 本町柳町2号線 柳川市本町１４２番地 防護柵がないため、転落の危険性あり。 ガードパイプの設置。

7 城内小 京町上宮永町線
本町交差点から南へ学校区境ま
で

車道が狭く歩道もないため、通学の際に危険を
伴う。

段階的に歩道整備を計画。

8 東宮永小 久末佃町線 柳川市佃町４５３番地１付近
車がスピードを落とさず侵入してくる。
「スピード落とせ」の看板が見えにくい。

交差点マーク、横断歩道の塗り直し。
ドットラインの設置。

9 矢留小 高田柳川線
柳川市上宮永町３９４番地５
（雁喰交差点）

交差点の改良及び歩道を設置してほしい。 今後、交差点改良を検討。

10 矢留小 高田柳川線 柳川市吉富町７６番地
ドライバーから歩行者が見えにくいので危険。
注意札を立てて欲しい。

交差点表示の設置。

11 矢留小 大牟田川副線 柳川市矢留本町６０番地 駐車場（第２グラウンド）前に横断歩道の設置。 学校からの交通指導で対応。

12 矢留小 大牟田川副線 柳川市矢留本町２１番地 路側帯をカラー舗装にして欲しい。
外側線の塗り直し。
一部分は新たに外側線を引く。

13 矢留小 吉富町村中2号線 柳川市吉富町９７番地 車の通行が多いため、横断歩道が必要。 停止線、止まれの塗り直し。

14 昭代第一小 葭野堺中葭野線 柳川市七ツ家５０３番地３付近 横断歩道、停止線、止まれが消えている。 塗り直し。

15 昭代第一小 間西浜武線
柳川市間６５５番地５
平川整骨院前

外側線が消えている。 距離延長が長いため段階的に塗り直し。

16 昭代第一小 間西浜武線
柳川市間６６０番地
元古賀肉店前

外側線が消えている。 距離延長が長いため段階的に塗り直し。

17 昭代第一小 間西浜武線
柳川市間８７５番地１
髙崎商会手前

外側線が消えている。 距離延長が長いため段階的に塗り直し。

18 昭代第一小 飛知折3号線 柳川市間１１８番地１ 道路に止まれ表示がないため危険。 学校からの交通指導で対応。

19 昭代第一小 葭野堺中葭野線
柳川市七ツ家２５８番地３
内村商店前

停止線、止まれの文字が消えている。 塗り直し。

20 昭代第二小 上庄分北八反籠線 柳川市吉原 道路の穴（陥没の恐れあり） 整備済。

21 昭代第二小 大牟田川副線 柳川市西浜武１２０１番地付近 車の交通量が多く見通しが良くない。
ラバーポールの設置。
学校内の植樹の伐採を検討。

22 蒲池小 久留米柳川線 金納橋から南へ学校区境まで 通行車両が非常に多いため、歩道が必要。 段階的に両側に歩道設置。

23 蒲池小 矢加部東蒲池線 柳川市金納３１４番地周辺 グリーンベルトの剥離により、通学に危険。 グリーンベルトの塗り直し。
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24 有明小 谷垣徳益線 柳川市大和町皿垣開１９９７付近 見通しの悪いカーブのため、ミラーの設置。 路面標示を検討。

25 六合小 大和城島線
柳川市大和町六合１０１２番地付
近

ガードレールの腐食が激しい、 工事発注済。

26 大和小 明官尾治線 柳川市大和町栄１番地付近
道路がＳ字に折れており、見通しが悪い。
警戒標識及びカーブミラーの設置。

学校からの交通指導で対応。

27 豊原小 豊原矢留本町線 柳川市大和町豊原６９９番地付近 外側線が消えているため、 外側線の塗り直し。

28 豊原小 久々田1号線
柳川市大和町豊原３７２番地４付
近

防護柵がないため、転落の危険性あり。 学校からの交通指導で対応。

29 豊原小 高田柳川線 柳川市大和町塩塚３７４番地 道路が狭く、外側線が消えている。 外側線の塗り直し。

30 藤吉小 今古賀藤吉線 柳川市三橋町藤吉５０２番地
車と人の導線が交差している。
横断歩道の移設要望。

学校からの交通指導で対応。

31 藤吉小 屋敷の内線 柳川市三橋町下百町２１６番地
横断歩道がなく、止まれの標識もない。
優先順位が分かりづらく危険。

交差点注意の設置。
注意表示の塗り直し及びラバーポールの設
置。

32 矢ケ部小 新開松橋線 柳川市三橋町柳河３９４番地３ 車の交通量が多く見通しが悪い。
外側線の塗り直し。
注意喚起のお面表示。

33 矢ケ部小 中島水深線 柳川市三橋町柳河４６０番地付近 自動車がスピードを上げて運転し危険。
学童注意の設置。
グリーンベルト、外側線の設置。

34 二ツ河小 枝光吉開線
柳川市三橋町木元１７３番地
（日枝神社前クリーク）

ガードレールが切れている個所がある。 チェーンの設置。

35 二ツ河小 枝光吉開線
柳川市三橋町木元７７番地～９９
番地

路側帯の線消えかかっている。 外側線の塗り直し。

36 二ツ河小 木元白鳥線
柳川市三橋町木元７０番地
（二ツ河小学校西門の西側道路）

「学童注意」の文字や中央線の路側帯線が消
えかかっている。

道路標示の塗り直し。

37 二ツ河小 神ノ前松ノ本線
柳川市三橋町百町７４１番地
（二ツ河小東門に通じる南側の車
道）

横断歩道表示が分からないドライバーが多い
ため、速度を緩めずに通行する。

横断歩道注意の設置。
外側線、横断歩道の塗り直し。

38 二ツ河小 神ノ前松ノ本線
柳川市三橋町百町７３５番地１
（二ツ河小東門前横断歩道）

横断歩道の移設要望。
横断歩道、停止線が消えかかっている。

外側線、横断歩道の塗り直し。

39 二ツ河小 横橋新尺線
柳川市三橋町百町
（北の前橋）

防護柵がないため、転落の危険性あり。 ガードレールの設置。

40 二ツ河小 木元起田線
柳川市三橋町木元
（木元信号から北）

車道が狭く歩道もないため、通学の際に危険。 外側線の塗り直し。

41 垂見小 深町白鳥線 柳川市三橋町白鳥 瓦が落ちてきている。 学校からの交通指導で対応。

42 中山小 與十逆瀬線
柳川市三橋町中山
（中山小学校前）

三角帯に置いてあるポールが全て壊れてい
る。

ラバーポールの設置。

43 中山小 溝ノ口寺ノ前線
柳川市三橋町中山
（中山団地前）

歩道側に渡る横断歩道がないため危険。 グリーンベルトの設置。

44 柳城中 本城町10号線
柳城中学校周辺道路
（校舎北側・西側）

グリーンベルトが薄くなっている。 グリーンベルトの設置。


