
「通学路交通安全プログラム」朝倉市学校別危険箇所と安全対策及び通学路合同点検一覧表
道路
種別

路線名 所在地 危険箇所 通学路の状況・危険内容 対策の内容 事業主体 備考

1 三奈木小 県道 塔ノ瀬十文字小郡線 牛鶴 十文字交差点付近
歩道がなく、交通量も多いため非
常に危険。

道路拡幅事業中（片
側歩道）

福岡県

2 三奈木小 県道 甘木朝倉田主丸線 三奈木
屋形原橋からの県道甘木朝倉田
主丸線

歩道がなく、交通量も多いため非
常に危険。

橋梁架換事業中 福岡県

3 三奈木小 県道 塔ノ瀬十文字小郡線 下三奈木 三奈木564　北側の道路
交通量が多いが、歩道がないので
危険。

水路改修を実施予定 福岡県、朝倉市

4 三奈木小 県道 塔ノ瀬十文字小郡線 下三奈木 「高棚」信号北、県道80号線道路
カラー舗装が途中までで終了してい
るので延伸してほしい。

カラー舗装を検討 福岡県

5 金川小 県道 塔ノ瀬十文字小郡線 桑原 桑原540−1（桑原公民館）前の道路
車のスピードが速く、道路を横断す
るのに危険があるため。

「横断歩道あり」等の
路面表示を検討

福岡県

6 金川小 県道 殖木入地甘木線 中島田
中島田246付近の交差点（五角
屋）からの殖木入地甘木線

歩道が無く、交通量も多いため
非常に危険。

道路拡幅事業中（片
側歩道）

福岡県

7 金川小 県道 塔ノ瀬十文字小郡線 石成
歩道がなく、交通量も多いため非
常に危険な状態。

歩道が無く、交通量も多いため
非常に危険。

道路拡幅事業中（片
側歩道）

福岡県

8 金川小 市道 東鳩胸・下古賀線
上屋永・西
屋永

市道東鳩胸・下古賀線の一部区
間

道路が狭く、自動車と歩行者が
接触する危険がある。

道路拡幅事業中（半
路肩歩道）

朝倉市 平成31年1月4日追加

9 蜷城小 県道 甘木田主丸線 片延 片延68−3　前の県道33号線道路
交通量が多いが、歩道が無い箇所
があり危険である。

路肩のカラー舗装を検
討。

福岡県

10 蜷城小 市道 鎌崎・町線 藤島
長田382（藤島公民館）付近の十字
路

交通量が多いが、道路は狭く歩行の
場所が確保できていない。

道路拡幅事業完了 朝倉市 実施済

11 蜷城小 県道 甘木田主丸線 片延
県道甘木田主丸線の林田の交差点
から甘木方面の歩道のない区間

交通量が多く、スピードを落とさず走
る車が多いが、歩道が無く危険。

自歩道設置事業中。 福岡県

12 蜷城小 県道 甘木田主丸線 中 両筑橋からの歩道がない区間
交通量が多く歩道がないため非
常に危険

橋梁架換事業中（片
側歩道）

福岡県

13 蜷城小 県道 鳥栖朝倉線 長田 長田区内の鳥栖朝倉線
歩道が無く、交通量も多いため
非常に危険。

バイパス設置事業中
（片側歩道）

福岡県

14 福田小 県道 甘木田主丸線 小田 「小田」信号周辺
交通量が多いが、歩道が無い箇所
があり歩行空間が無いので危険。

歩道設置事業中 福岡県、朝倉市

15 福田小 県道 塔ノ瀬十文字小郡線 小隈
金丸橋を西側へ、県道509号からＪＡ
筑前あさくら方面に向かう道路

交通量が多いが、路面表示が消え
かかって危険であるため。

路面表示の塗り直し
を行う

警察署 実施済

（R１年１１月末時点）
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16 福田小 市道 小田・平塚・中原線 小田 小田1762-4　付近の交差点
交通量が多いが、横断歩道の表示
が消えかかって危険であるため。

横断歩道の塗り直し
を行う

警察署 実施済

17 立石小 国道 386号バイパス 柿原
柿原1183付近、国道386号バイパス
（柿原公民館南）

交通量が多いが、横断歩道の表示
が消えかかって危険であるため。

横断歩道は塗り直
す。旗は学校対応済。

警察署 実施済

18 立石小 県道 福岡日田線 堤
石の橋交差点から頓田東交差点
の間の県道

歩道がなく、交通量が多いので
非常に危険。

自歩道設置事業中。 福岡県

19 立石小 国道 386号 相窪 佐田川橋付近
交通量が非常に多く、歩行者が
危険である。

橋梁架換検討中 福岡県

20 馬田小 国道 322号 上浦 馬田橋付近国道322号線
交通量が多く、車のスピードが速
い。
道路を横断するのに危険がある。

路面表示を設置 福岡県

21 馬田小 国道 ５００号 下馬田
馬田交差点から県道下浦甘木線の
間の国道５００号

交通量が多く、スピードを落とさず走
る車が多いが、歩道が無く危険。

自歩道設置事業中。 福岡県

22 馬田小 国道 322号 馬田
東田交差点から西鉄甘木駅付近
までの間の国道３２２号

交通量が非常に多く、歩道もな
く、幅員も狭いため非常に危険。

道路拡幅事業中（両
側歩道）

福岡県

23 秋月小 県道 女男石野町線 長谷山
国道３２２号付近から夫婦石橋付
近の間の女男石野町線

道路が狭く、歩道も無いため非
常に危険

道路拡幅事業中（片
側歩道）

福岡県

24 秋月小 国道 322号 野鳥 皐月橋付近の国道３２２号
道路が狭く、歩道も無いため非
常に危険

橋梁架換検討中 福岡県

25 甘木小 県道 福岡日田線 甘木 甘木1603−21付近の歩道橋
歩道橋が老朽化しており補修してほ
しい。

歩道橋補修を予定。 福岡県

26 甘木小 市道 菩提寺・甘小線 甘木 甘木1895−2前の道路
信号機があるが、通学の時間帯に
車の交通量も多く、危険なので改善
してほしい。

横断歩道の塗り直しで
調整中

警察署

27 甘木小 市道 大内町住宅1号線 甘木 甘木小学校北側道路
交通量が多く、スピードを落とさず通
行する車が多いが、歩道が無く危
険。

道路拡幅事業中（半路
肩歩道）

朝倉市

28 甘木小 市道 甘木畑1号線 甘木
「泉町」信号西へ100mほど～あまぎ
健康ランド周辺までの道路

交通量が多く、スピードを落とさず通
行する車が多いが、歩道が無く危
険。

「学童注意」の路面表
示を検討

朝倉市

29 甘木小 国道 322号 甘木 西鉄甘木駅近辺の国道３２２号
交通量が非常に多く、歩道もな
く、幅員も狭いため非常に危険。

道路拡幅事業中（両
側歩道）

福岡県

30
杷木小
（松末）

県道 八女香春線 星丸 「真竹」信号付近
交通量が多く、スピードを落とさず通
行する車両があるため危険。

路面表示を検討する 福岡県
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31
杷木小
（松末）

県道 八女香春線 星丸 松末小南入口付近
交通量が多く、スピードを落とさず通
行する車両があるため危険。

路面表示塗り直しを
行う。

福岡県

32
杷木小
（松末）

県道 八女香春線 星丸 杷木星丸1571付近十字路
車のスピードが速く、道路を横断す
るのが危険。

「横断歩道あり」の路
面表示を行う。

福岡県

33
杷木小
（松末）

県道 八女香春線 星丸 「松末」信号周辺
車のスピードが速く、道路を横断す
るのが危険。

「横断歩道あり」の路
面表示を行う。

福岡県

34
杷木小
（松末）

県道 八女香春線 星丸
県道八女香春線の歩道がなく、
幅員が狭い区間

歩道が無く、交通量も多いため
非常に危険。

道路拡幅検討中（路
肩整備）

福岡県

35
杷木小
（杷木）

国道 ３８６号 杷木池田
朝倉光陽高校から杷木西交差点ま
での国道３８６号

歩道が無く、交通量も多いため
非常に危険。

自歩道設置事業中。 福岡県

36
杷木小
（久喜宮）

国道 ３８６号 杷木池田
朝倉光陽高校から杷木西交差点ま
での国道３８６号

歩道が無く、交通量も多いため
非常に危険。

自歩道設置事業中。 福岡県

37
杷木小
（久喜宮）

市道 久喜宮・志波線 若市 杷木若市2759（須賀神社）前の道路
警戒標識・表示等の設置、カラー舗
装等でドライバーに歩行者の存在を
注意させるようにしてほしい。

外側線・カラー舗装を
検討する。

朝倉市

38
杷木小
（志波）

県道 甘木吉井線 志波
志波小学校から杷木志波4806−1付
近

車のスピードが速く、道路を横断す
るのが危険。

「横断歩道あり」の路面
表示を行う。

福岡県

39 朝倉東小 県道 吉井恵蘇宿線 恵蘇宿
恵蘇宿橋から恵蘇宿バス停へ向か
う道路

交通量が多く、道路を横断するのに
危険なため。

横断歩道設置で調整
中

警察署

40 朝倉東小 国道 ３８６号 恵蘇宿 山田2314−1前国道386号線道路
歩道が狭く、また歩道に段差があり
危険がある。

段差を解消するため
の補修をする

福岡県

41 朝倉東小 国道 ３８６号 落合 宮野1490より南160mほどの交差点
交通量が多く、道路を横断するのに
危険なため。

横断歩道設置で調整
中

警察署

42 大福小 県道 殖木入地甘木線
朝倉市入
地

女御呂木橋から北側交差点まで
の県道

歩道が無く、交通量も多いため
非常に危険。

道路拡幅事業中（片
側歩道）

福岡県


