
第5期通学路整備計画（令和４年度～令和８年度）

埼玉県 黒浜西 中学校 南新宿８３４ 県道 白岡停車場南新宿線 舗装 1 箇所

埼玉県 黒浜 小学校 黒浜４８３１ 県道 蓮田杉戸線 ラバーポール 1 式

埼玉県 黒浜 小学校 黒浜２７９８－１９３ 県道 蓮田白岡久喜線 雑草刈払い 1 式

埼玉県 黒浜 中学校 黒浜１１３７ 県道 蓮田杉戸線 道路標識 1 式
埼玉県 平野 小学校 根金１０１２ 県道 上尾久喜線 道路標識 1 式
埼玉県 平野 小学校 井沼２９７－２ 県道 行田蓮田線 道路標識 1 式
埼玉県 平野 小学校 高虫１３５８－１ 県道 行田蓮田線 歩車道境界ブロック 1 式
埼玉県 蓮田北 小学校 閏戸３９７４ 県道 行田蓮田線 歩道整備 160 ｍ
埼玉県 蓮田中央 小学校 関山２丁目 県道 上尾蓮田線 道路標識 1 式
埼玉県 蓮田中央 小学校 関山３丁目 県道 上尾蓮田線 道路標識 1 式
埼玉県 平野 小学校 根金１２２８－５ 国道 １２２号 ラバーポール 1 式
埼玉県 蓮田南 中学校 東１丁目 県道 蓮田鴻巣線 歩道整備 195 ｍ
埼玉県 蓮田中央 小学校 関山１丁目 県道 上尾蓮田線 歩道整備 150 ｍ
蓮田市 蓮田松韻 高等学校 黒浜４０８８ 市町村道 市道１３７８号線 舗装 20 ㎡
蓮田市 黒浜西 小学校 西新宿２丁目１５９ 市町村道 市道１８０４号線 段差解消 5 ㎡
蓮田市 蓮田中央 小学校 関山１丁目１-1 市町村道 市道６号線 防護柵 4 ｍ
蓮田市 蓮田中央 小学校 関山１丁目１ 市町村道 市道７号線 ラバーポール 1 式
蓮田市 蓮田中央 小学校 関山２丁目４・５ 市町村道 市道５５号線 ラバーポール 1 式
蓮田市 黒浜 小学校 黒浜３０６９ 市町村道 市道１４５９号線 カーブミラー 1 基
蓮田市 平野 小学校 根金１７６５ 市町村道 市道１３号線 防護柵 1 式
蓮田市 平野 小学校 根金１７６５ 市町村道 市道１３号線 区画線 1 箇所
蓮田市 蓮田北 小学校 国道１２２号久伊豆地下道 市町村道 市道３１０４号線 道路照明灯 1 箇所
蓮田市 蓮田北 小学校 閏戸７４６－８ 市町村道 市道６５６号線 路面標示 1 箇所
蓮田市 蓮田北 小学校 閏戸１７９０－１０ 市町村道 市道６５１号線 路面標示 1 箇所
蓮田市 蓮田北 小学校 閏戸１７９０－１０ 市町村道 市道６５１号線 その他 2 箇所
蓮田市 蓮田南 小学校 蓮田１丁目９２ 市町村道 学校用地 舗装 15 ㎡
蓮田市 蓮田南 小学校 馬込５丁目１７９ 市町村道 市道８７０号線 区画線 1 箇所
蓮田市 蓮田南 小学校 蓮田３丁目４ 市町村道 市道８２２号線 舗装 1 箇所
蓮田市 蓮田南 小学校 末広１丁目３ 市町村道 市道７７８号線 舗装 1 箇所
蓮田市 黒浜西 中学校 西城３丁目１ 市町村道 市道１８０４号線 防護柵 1 箇所
蓮田市 黒浜西 中学校 西城３丁目２ 市町村道 市道１８０４号線 防護柵 1 箇所
蓮田市 黒浜西 中学校 西新宿５丁目９３ 市町村道 市道１７１０号線 防護柵 1 箇所
蓮田市 黒浜西 中学校 黒浜３８３９－３ 市町村道 市道３１号線 カーブミラー 1 基
蓮田市 黒浜 中学校 黒浜１８１１ 市町村道 市道１号線 歩道整備 160 ｍ
蓮田市 蓮田南 中学校 蓮田１９５２ 市町村道 市道１０号線 歩道整備 340 ｍ
蓮田市 蓮田 中学校 閏戸３２５７ 市町村道 市道６２７号線 看板設置 1 箇所
蓮田市 黒浜北 小学校 椿山４丁目２３ 市町村道 市道１１０１号線 カーブミラー 1 基
蓮田市 黒浜北 小学校 椿山４丁目２６ 市町村道 市道１０９７号線 カーブミラー 1 基
蓮田市 蓮田 中学校 閏戸３２６８－４ 市町村道 市道６２０号線 交差点整備 5 ｍ
蓮田市 蓮田松韻 高等学校 黒浜４０８８ 市町村道 市道１４７２号線 歩道整備 520 ｍ
警察 蓮田中央 小学校 綾瀬１８ 市町村道 市道５号線 横断歩道 1 式
警察 黒浜 小学校 黒浜４７４９－１ 県道 蓮田杉戸線 横断歩道 1 式
警察 蓮田南 小学校 馬込４丁目１ 市町村道 市道５１号線 信号機 1 式
警察 黒浜南 小学校 桜台１丁目１２ 市町村道 市道４０号線 交通規制 1 式

管理者 名称 学校 問題箇所の所在地 道路種別 路線名 対策工種 数量 単位


