
歩道を整備
子どもたちの安全確保のため、大型車両の交
通量が多い道路に、新たな歩道の整備をして
います。

施工前

case.2

井草
道路舗装整備

工事中
国の補助金
を活用！

大型車の通りが多いので、
自転車等の走行は大変危険
でした。自転車で通学して
いる中・高生が安全に走れ
る道ができうれしいです。
現在工事途中ですので、で
きるだけ早い工事の完了を
願っています。

井草区長　宮田弘喜さん

区長さんの声

通学路を安全に
児童生徒の安全のため、カーブが多く見通し
の悪い通学路に、安心して利用できる歩道を
整備しています。

施工前

case.1

百戸
歩道整備

施工後
国の補助金
を活用！

森戸小学校からゴルフ場に
かけての通学路は、車道と
歩道が一緒になっており、
カーブのため、心配してい
ました。立派な通学路がで
きたので、これからは児童
も安心して登下校できるこ
とと思います。

百戸区長　小島卓さん

区長さんの声

道路の劣化を整備
圏央道の開通で利便性が向上した反面、大型
車や交通量が増え、痛みが多い町道でした。
路盤を改良し強化した道路を整備しています。

施工前

case.4

西泉田
道路路盤改良

舗装

施工後
国の補助金
を活用！

道路改修以前は、大型ト
ラック等が通過すると、家
が揺れて、沿線のお宅は大
変でした。自転車・バイク
の転倒も心配でした。水た
まりができて散歩にも支障
がありました。現在はきれ
いになり、感謝しています。

西泉田区長　野村光造さん

区長さんの声

側溝を整備
道幅が狭く車とのすれ違いの際に、歩行者や
自転車が側溝に転落しないよう蓋付き側溝に
整備して安全を確保しています。

施工前

case.3

下小橋
歩道整備

施工後
工期３年
今年度完成

工事にかかり、側溝をきれ
いにしてもらったことで、
水の流れがよくなりまし
た。また、蓋付き側溝になっ
たことで、安全な道路にな
りました。近隣の方や通り
を利用する方に喜ばれてい
ると思います。

下小橋区長　冨張賢治さん

区長さんの声

県が施工している下小橋、上小橋、山神町
のほかにも、冠水被害の多い地域について、
随時、雨水排水対策に取り組んでいます

定期的な染谷側の
管理を行い、草刈
りをしています。
併せて、壊れた箇
所の整備をしたこ
とで水の流れをよ
くしました。

染　谷

定期的な染谷側の管理

冠 水 対 策

◆平成 30年度道路整備一覧
工事種別 行政区 路線名 工事内容

道路維持補修

伏木北部 2598 号線 道路舗装　L＝ 29.3m
蛇池 1－ 7号線 部分補修　L＝ 55m
蛇池 2375 号線 部分補修　L＝ 60m
下小橋 2133 号線 道路舗装　L＝ 62.5m
宮本町 1251 号線 部分補修　L＝ 36m
長井戸 1－ 3号線 部分補修　2箇所
塚崎 1149 号線 砕石敷均　L＝ 51m
西泉田 1－ 7号線 側溝蓋掛　L＝ 267m
旭町 2973 号線 部分補修　L＝ 23m
染谷 2148、2147 号線 L＝ 150m
長井戸 1－ 2号線 部分補修　3箇所
坂花町 1－ 10 号線 歩道部分補修
井草 7031、2878 号線 道路舗装　L＝192m（工事中）
下砂井 1－ 10 号線 道路舗装　L＝ 80m

生活圏道路整備

伏木中部 2266 号線 L＝ 140m
下小橋 2122 号線 L＝ 172m

長井戸 1区 1289、1522、1543、
1681、1801 号線 L＝ 950m（測量中）

長井戸 2区 1674、1676 号線 L＝ 650m（測量中）
染谷 354 号脇水路 道路改良､ 排水　L＝ 34m
若林蓮台 3669、3680 号線 L＝ 410m（測量中）
西泉田、山崎 2354 号線 L＝ 210m（測量中）

猿山 1497、1505、
1506 号線 L＝ 630m（買収完了）

大歩 補償請負工事 L＝ 165m（工事中）
道路切削舗装 内門新田 1－ 10 号線 L＝ 233m（工事中）

道路路盤改良舗装 西泉田 1－ 7号線 L＝ 290m

歩道整備
井草 1－ 3号線 L＝ 269m
百戸 3457 号線 L＝ 200 ｍ（工事中）

道路改築事業 横塚、志鳥 町道 1－ 1号線 宮戸川橋梁工事（工事中）

農道整備事業
大歩 2297 号線 L＝ 165m（工事中）
栗山 2487 号線 L＝ 221.5m（工事中）

下水道舗装本復旧 内門新田 2－ 15 号線 L＝ 290m

交通安全施設修繕
行政区 工事箇所 工事内容
上町 境町 802-1 先 横断歩道及び路面標示修繕
上町 境町 748-1 先 横断歩道及び止まれ標示修繕
浦向 境町浦向 564-1 先 停止線及び止まれ路面標示修繕
浦向 境町浦向 588-1 先 停止線・注意喚起路面標示修繕
宮本町 境町 2197-5 先 通行誘導標識修繕
大歩 境町大歩 86-2 先 通行誘導標識修繕
塚崎 境町塚崎 962 先 通行誘導標識修繕
横塚 境町横塚 53-2 先 縁石鋲修繕
大歩 境町大歩 1941-1 先 十字路標識修繕
伏木南部 境町伏木 4163 先 交差点標識修繕
大歩 境町大歩 335-2 北側 カーブミラー修繕
浦向 境町浦向 373-1 先 カーブミラー修繕
伏木 境町伏木 96 先東側 カーブミラー修繕
山神町 境町 1110-2 先 カーブミラー修繕
宮本町 境町 2197-5 先 カーブミラー修繕
下小橋 境町下小橋 1151-2 先 カーブミラー修繕
若林本田 境町若林地内兎谷津南側 カーブミラー修繕

交通安全施設新設
行政区 工事箇所 工事内容
旭町 境町 536-2 先から境町 358 先 グリーンベルト設置

旭町・松岡町 県道結城野田線（篠原工務店前交差点） 交差点改良（発注予定）
下小橋 境町下小橋 210 － 1先 ガードレール設置
浦向 境町浦向 172-6 先東側 横断用カラー舗装（発注済）
山神町 境町 1327-1 先（ご老公の湯入口前） 歩行者用横断歩道（発注予定）
上町 境町 748-1 先 カーブミラー設置
旭町 境町 573-1 西側 カーブミラー設置（鏡増設）
山神町 境町 1126-2 先 カーブミラー設置
陽光台 境町陽光台 2丁目 11-4 カーブミラー設置
長井戸 境町長井戸 1444-2 先・長井戸 223-1 先 カーブミラー設置

山崎北・南 境町山崎 749-16 先・274 先 カーブミラー設置
井草 境町山崎 1768-32 先 カーブミラー設置
大歩 境町大歩 294-4 先 カーブミラー設置
伏木北部 境町伏木 2993 先 カーブミラー設置
伏木中部 境町伏木 1278・1259-13・1151-1・1278 先 カーブミラー設置
若林新田 境町若林 2787-2 先 カーブミラー設置

が施工している
主な道路工事町

道の不便を改善中

◆平成 30年度交通安全対策一覧

カーブミラーを設置

上　町

ガードレールを設置

下小橋

グリーンベルトを設置

旭　町

境古河 IC周辺開発の工事状況は？

　境古河 IC 周辺地区土地区画整理事業
区域においては、町による上下水道整備
工事がはじまりました。その他、町で整
備を行う、公園、水路、区画道路の一部
においては、平成 31 年度より順次進め
ていきます。
　また、平成 31 年度には大和ハウス工
業による区画整理事業の造成工事とあわ
せて、隣接する県道 17 号線（結城野田
線）の県の拡幅工事が開始され、境古河
IC 周辺開発が本格的にはじまります。

安全性を高めるため、カー
ブミラーの設置や標示・標識修繕に取り組んでいます
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