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001 05 005 上尾小 歩行者用信号機の設置 国道１７号線の愛宕（北）交差点 第2位

001 09 009 上尾小 違法通行取締りの強化 愛宕２丁目１４－２５と１３－５の一方通行道路 第1位

002 01 014 中央小 グリーンベルトの設置 中央小前の道路 上尾胃腸外科前の通学路 第2位

002 05 018 中央小 横断歩道、手押し信号機の設置
中央小学校から緑丘方面へ向かう上町２丁目
交差点

第1位

003 01 019 大谷小 押しボタン信号機の設置 喜楽家前（旧ファミリーマート） 第1位

003 02 020 大谷小 横断歩道及び信号機設置 戸崎３９３番地付近 第2位

004 01 029 平方小 一時停止の線やマークがないため 松山街道レンタルＢＯＸ看板設置場所の交差点 第1位

005 01 030 大石小 ミラー「止まれ」文字設置 赤法花　北側の一本目の交差点 第1位

005 06 035 大石小
ガードレールの設置及び手押し
信号機の設置

藤波地区の通学路になっている５号線沿い
若井自動車前の横断歩道

第2位

006 01 036 原市小 「止まれ」表示・標識 原市２区町内会広場前 第1位

006 02 037 原市小 道路に歩行者信号を促す目印 原市第２産業道路 第2位

007 02 039 上平小 歩行者用信号機の設置 ＪＡあだち野上平支店の交差点 第1位

007 05 042 上平小 ミラーの設置 上１２８１付近のカーブになっている道路 第2位

008 09 053 富士見小 押しボタン信号機の設置 春日１丁目３２番地付近の交差点 第2位

008 10 054 富士見小 横断歩道の設置 春日１丁目３９番地付近の交差点 第1位

009 01 060 尾山台小
通学路の標識
速度規制の標識設置

尾山台団地５街区から住宅脇の道路 第1位

009 02 061 尾山台小 一時停止の標識設置 尾山台団地５－１２　カーブの道路 第2位

010 02 065 東小 歩行者用信号機の設置 平塚北信号横ローソン（平塚１７００－３付近） 第2位

010 04 067 東小 手押し信号樹の設置 本町６丁目３３付近 第1位

011 02 072 大石南小 ガードレールの設置 東武バス車庫前交差点付近 第2位

011 04 074 大石南小 手押し信号機の設置 大石南小学校正門を出て右へ直進したＴ字路 第1位

012 01 076 平方東小 横断歩道手前凹凸の設置 小敷谷２－３　太平中学校北側の横断歩道 第2位

012 02 077 平方東小 手押し信号機の設置
小敷谷６９４－１　セブンイレブン上尾小敷谷店前
の横断歩道

第1位

013 03 081 原市南小 停止線の補修 むじなや公園付近 第2位

013 09 087 原市南小 歩道の舗装 ライコランド前の歩道 第1位

014 01 090 鴨川小 歩行者用信号機を促す目印の設置 西宮下２丁目３５８番地付近の交差点 第1位

014 04 093 鴨川小
「通学路注意」の路面表示とグ
リーンベルトの設置

西宮下２丁目２３７番地から西宮下２丁目
１９９－６番地付近の道路

第2位

015 07 101 芝川小 市場内の遊歩道改善 市場内の遊歩道を通学路として許可してほしい 第1位

015 08 102 芝川小 信号機の設置 緑丘５丁目１１－１１中華慶華園さん前の十字路 第2位

016 03 105 瓦葺小 速度制限できるものの設置 瓦葺２３２５付近 第1位

016 10 112 瓦葺小
スクールゾーンの設置及び道路へ
の表示

瓦葺２３２５、２３９０、２８０８付近 第2位
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017 10 127 今泉小 通学路の整備 第一団地から今泉小学校への横断歩道の直線道路 第1位

017 11 128 今泉小 警察官の巡回と看板の設置 壱丁目３３０番地付近の地下道 第2位

018 02 132 西　小 横断歩道の設置と補修 県道小敷谷吉田線沿いの新弁財北側と南側 第2位

018 03 133 西　小 歩行者用信号機の設置 マルエツ小泉店交差点 第1位

019 02 136 東町小 二ツ宮五差路の交通規制 上尾村８４８番地付近　二ツ宮五差路 第2位

019 03 137 東町小 スクールゾーン規制時間の変更 日の出三丁目　トヨタカローラ裏道路 第1位

020 01 138 平方北小 スクールゾーンの設置 丸山団地入口手押し信号から団地までの道路 第1位

020 02 139 平方北小 グリーンベルトの設置
第二団地入口（玉川うどん）から小敷谷東部
公会堂付近

第2位

021 10 150 大石北小 歩行者用信号機の設置 井戸木２丁目３８－４ドラックスギ付近の交差点 第2位

021 12 152 大石北小 歩行者用信号機の設置 中妻５丁目ファミリーマート前の交差点 第1位

022 04 160 上平北小 スクールゾーンの設置 上９７１から南４９０－５までの市道 第2位

022 12 168 上平北小 ガードレールの設置
上平北小学校南門から菅谷３丁目３４番地までの
市道

第1位
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