
緊急に対策の検討が必要な踏切のリスト 2007/4/20

※桃色：速効対策及び抜本対策の検討が必要な踏切　　黄色：速効対策の検討が必要な踏切　　緑色：抜本対策の検討が必要な踏切

東京都 神泉2号 目黒区 区道A9－15号 京王電鉄 井の頭線 ○
東京都 保谷第1号 西東京市 市道206号線 西武鉄道 池袋線 ○ ○
北海道 七重浜道路 北海道 主）函館上磯線 北海道旅客鉄道 江差線 ○
北海道 幾寅原野東9号 北海道 一）石勝高原幾寅線 北海道旅客鉄道 根室本線 ○
青森県 沼崎 青森県 一般県道水喰上北町停車場線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
山形県 横町 山形県 寺泉舟場線 山形鉄道 フラワ-長井線 ○
山形県 福田 米沢市 市道太田町線 東日本旅客鉄道 米坂線 ○
群馬県 第二藤岡街道 群馬県 藤岡大胡線（40） 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
群馬県 学校前 吉岡町 町道駒小・半田線 東日本旅客鉄道 上越線 ○
群馬県 小泉（太）線第31号 太田市 (市）太田内ヶ島扇田25号線 東武鉄道 小泉線 ○
埼玉県 第二中郷 深谷市 市道花幹線3号線 東日本旅客鉄道 八高線 ○
埼玉県 西田通り 深谷市 市道岡2号線 東日本旅客鉄道 高崎線 ○
埼玉県 伊勢崎線第256号 埼玉県 一般県道南羽生停車場線 東武鉄道 伊勢崎線 ○
埼玉県 東上本線第114号 富士見市 市道5203号線 東武鉄道 東上本線 ○
埼玉県 行田市№3 埼玉県 一般県道弥藤吾行田線 秩父鉄道 秩父本線 ○
千葉県 干潟 千葉県 県道（干潟停車場豊畑線） 東日本旅客鉄道 総武本線 ○
千葉県 鯉名 長生村 村道（1－3号線） 東日本旅客鉄道 外房線 ○
千葉県 貝淵 木更津市 市道（127号線） 東日本旅客鉄道 内房線 ○
千葉県 公園 富津市 市道（小久保岩瀬線） 東日本旅客鉄道 内房線 ○
千葉県 浜街道 千葉県 県道（船橋我孫子線） 東日本旅客鉄道 成田線 ○
千葉県 台方 東金市 市道（0213号線） 東日本旅客鉄道 東金線 ○
千葉県 第二片貝街道 千葉県 県道（東金停車場線） 東日本旅客鉄道 東金線 ○
千葉県 国府台第4号 市川市 市道1282号 京成電鉄 本線 ○
千葉県 野田線第244号 柏市 市道31-1号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 野田線第184号 野田市 市道1290号線 東武鉄道 野田線 ○
千葉県 第29号 流山市 流山2丁目区割9号線 総武流山電鉄 総武流山線 ○
東京都 航空支庁前 立川市 市道南7号線 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 牛浜西 福生市 市道 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
東京都 五日市街道 東京都 都道主7杉並あきる野線 東日本旅客鉄道 五日市線 ○
東京都 平井 東京都 都道一185山田平井線 東日本旅客鉄道 五日市線 ○
東京都 福生街道 東京都 都道一165伊奈福生線 東日本旅客鉄道 八高線 ○
東京都 福生第二号 福生市 市道 東日本旅客鉄道 八高線 ○
東京都 福生街道 東京都 都道一166瑞穂あきる野八王子線 東日本旅客鉄道 八高線 ○
東京都 第二下田端 東京都 都道特458白山小台線 東日本旅客鉄道 東北本線 ○
東京都 立石大通 葛飾区 区道（葛334号線） 東日本旅客鉄道 総武支線 ○
東京都 小松川街道 葛飾区 区道（葛317号線） 東日本旅客鉄道 総武支線 ○
東京都 西ヶ原四丁目 北区 北豊7号 東京都（交通局） 荒川線（軌） ○
東京都 国分寺第5号 東京都 都道一134恋ヶ窪新田三鷹線 西武鉄道 多摩湖線 ○
東京都 新小金井第7号 東京都 都道一110府中三鷹線 西武鉄道 多摩川線 ○
東京都 宮の坂3号 東京都 都道特423渋谷経堂線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
東京都 山下4号 世田谷区 区道21-A007号線 東京急行電鉄 世田谷線（軌） ○
神奈川県 河口 横浜市 市道小野末広線 東日本旅客鉄道 鶴見線 ○
神奈川県 水門 横須賀市 市道2561号 東日本旅客鉄道 横須賀線 ○
神奈川県 上郷第四 海老名市 市道61号線 東日本旅客鉄道 相模線 ○
神奈川県 長津田8号 横浜市 市道奈良165号線 横浜高速鉄道 （こどもの国線） ○
長野県 市場 長野県 県道上飯田線 東海旅客鉄道 飯田線 ○
新潟県 高山 長岡市 市道東幹線13号線 東日本旅客鉄道 上越線 ○
新潟県 新町 長岡市 市道239号線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 西中 三条市 支所土場線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 加賀 上越市 北本町春日山町線 東日本旅客鉄道 信越本線 ○
新潟県 鴻ノ巣 燕市 吉田幹線20号 東日本旅客鉄道 越後線 ○
新潟県 農業センター 燕市 白山三丁目2号線 東日本旅客鉄道 弥彦線 ○
富山県 江上 上市町 郷柿沢．中江上線 富山地方鉄道 本線 ○
富山県 犬山 富山県 一般県道福平石田線 富山地方鉄道 本線 ○
富山県 大庄第一 富山県 主要地方道富山上滝立山線 富山地方鉄道 上滝線 ○
富山県 東中保 富山県 主要地方道高岡砺波線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 中田村道 射水市 三ヶ79号線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 第1北陸街道 富山県 一般県道辻ヶ堂市田袋線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 第1上市街道 富山県 一般県道上市水橋線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 第1生地 黒部市 生地中新線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 下飯野 富山県 一般県道小摺戸芦崎線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
富山県 第2稲代 富山県 一般県道八尾大沢野線 西日本旅客鉄道 高山本線 ○
富山県 芳野 高岡市 北島駅南一丁目線 西日本旅客鉄道 城端線 ○
富山県 第1農学校 富山県 一般県道安居福野線 西日本旅客鉄道 城端線 ○
石川県 石川 白山市 福留・笠間線 西日本旅客鉄道 北陸本線 ○
石川県 御祖 石川県 鹿西氷見線 西日本旅客鉄道 七尾線 ○
岐阜県 六軒 岐阜県 県道六軒停車場線 東海旅客鉄道 高山本線 ○
静岡県 二軒屋 湖西市 市道新所原笠子線 東海旅客鉄道 東海道本線 ○
静岡県 第二小山 静岡県 駿河小山停車場線 東海旅客鉄道 御殿場線 ○
静岡県 中石田 沼津市 0267号線 東海旅客鉄道 御殿場線 ○
静岡県 巴町 静岡市 巴町島崎町線 静岡鉄道 静岡清水線 ○
愛知県 東郊線 蟹江町 町道東郊線 東海旅客鉄道 関西本線 ○
愛知県 桜町前3号 西尾市 （市）戸ヶ崎線 名古屋鉄道 西尾線 ○
愛知県 三河鳥羽12号 吉良町 町道保定8号線 名古屋鉄道 蒲郡線 ○
愛知県 勝幡1号 愛西市 市道勝幡3号線 名古屋鉄道 津島線 ○
愛知県 奥町1号 一宮市 市道Ｄ219号線 名古屋鉄道 尾西線 ○
三重県 柳第8号 三重県 県道四日市鈴鹿線 近畿日本鉄道 鈴鹿線 ○
滋賀県 日夏街道 滋賀県 県道三津屋野口線 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
滋賀県 二町 守山市 市道二町阿村線 西日本旅客鉄道 東海道本線 ○
京都府 今津 京都府 宮前千歳線 西日本旅客鉄道 山陰本線 ○
大阪府 能勢街道 大阪市 淀川区第311－20号線 西日本旅客鉄道 北方連絡線 ○
大阪府 衣摺 東大阪市 衣摺東西線 西日本旅客鉄道 城東貨物南線 ○
大阪府 信太山南二 大阪府 泉大津美原線 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 長滝南一 大阪府 日根野羽倉崎線 西日本旅客鉄道 阪和線 ○
大阪府 富田林第2号 大阪府 (主要地方道)堺富田林線 近畿日本鉄道 長野線 ○
大阪府 富田林第3号 富田林市 寿2号線 近畿日本鉄道 長野線 ○
大阪府 貝塚4号 貝塚市 脇浜石才線 南海電気鉄道 南海本線 ○
大阪府 汐見橋3号 大阪市 浪速鶴町線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 芦原町1号 大阪市 浪速区第2814号線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 津守4号 大阪市 津守安立線 南海電気鉄道 高野線 ○
大阪府 福駅東 大阪市 福町浜町線 阪神電気鉄道 西大阪線 ○
大阪府 恵美須町4号 大阪市 日本橋今宮方面東西26号線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
大阪府 今池1号 大阪市 阿倍野木津川線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
大阪府 北天下茶屋4号 大阪市 木津川平野線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
大阪府 大和川3号 堺市 三宝高須線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
大阪府 東湊2－1号 堺市 堺狭山線 阪堺電気軌道 阪堺線（軌） ○
兵庫県 大割上 加古川市 西谷和田線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
兵庫県 古屋敷一 兵庫県 赤穂佐伯線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
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兵庫県 大野西 加古川市 日岡刑務所線 西日本旅客鉄道 加古川線 ○
兵庫県 神野第一 加古川市 神野団地線 西日本旅客鉄道 加古川線 ○
兵庫県 黍田第三 兵庫県 平荘市場線 西日本旅客鉄道 加古川線 ○
兵庫県 佐用街道 たつの市 東觜崎2号線 西日本旅客鉄道 姫新線 ○
兵庫県 御願塚南 伊丹市 御願塚南町第6277号線 阪急電鉄 伊丹線 ○
和歌山県 富田 和歌山県 栄岩崎線 西日本旅客鉄道 紀勢本線 ○
広島県 天保 三原市 市道糸崎町165号線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
広島県 藩戸原 安芸高田市 市道高林坊線 西日本旅客鉄道 芸備線 ○
広島県 二河川東 呉市 市道西中央1丁目1号線 西日本旅客鉄道 呉線 ○
広島県 神賀第2 呉市 市道吉浦東本町1丁目3号 西日本旅客鉄道 呉線 ○
山口県 玉川 宇部市 居能駅厚東川線 日本貨物鉄道 宇部線 ○
山口県 自得寺 周南市 北山合田町線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
山口県 沖見町 周南市 緑町沖原線 西日本旅客鉄道 山陽本線 ○
山口県 玉川 宇部市 居能駅厚東川線 西日本旅客鉄道 宇部線 ○
徳島県 吉成 徳島県 徳島環状線 四国旅客鉄道 高徳線 ○
徳島県 観音寺第1 徳島市 (1)芝原･観音寺線 四国旅客鉄道 徳島線 ○
徳島県 石井 徳島県 石井引田線 四国旅客鉄道 徳島線 ○
徳島県 鴨島東部 徳島県 徳島鴨島線 四国旅客鉄道 徳島線 ○
徳島県 鶴島第3 徳島県 大谷西須賀線 四国旅客鉄道 牟岐線 ○
徳島県 岡崎 徳島県 由岐停車場線 四国旅客鉄道 牟岐線 ○
香川県 潟元 香川県 (一)屋島停車場屋島公園線 高松琴平電気鉄道 志度線 ○
香川県 屋島 香川県 (主)屋島公園線 高松琴平電気鉄道 志度線 ○
福岡県 東港町 北九州市 市道東港愛宕1号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 田町 北九州市 市道田町25号線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
福岡県 三平 福岡市 主要地方道福岡東環状線 九州旅客鉄道 香椎線 ○
福岡県 箱崎 福岡市 主要地方道福岡・太宰府線 九州旅客鉄道 篠栗線 ○
福岡県 怡土 福岡市 主要地方道福岡早良大野城線 九州旅客鉄道 筑肥線 ○
熊本県 境崎 荒尾市 市道外磯境崎線 日本貨物鉄道 鹿児島本線 ○
熊本県 境崎 荒尾市 市道外磯境崎線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
熊本県 塩屋 宇城市 市道東港金桁線 九州旅客鉄道 三角線 ○
熊本県 渡鹿第1 熊本市 市道大江2丁目新大江3丁目第1号線 九州旅客鉄道 豊肥本線 ○
熊本県 陣内 熊本県 県道矢護川大津線 九州旅客鉄道 豊肥本線 ○
熊本県 才園第3 熊本県 県道多良木相良線 くま川鉄道 湯前線 ○
熊本県 鶴田 水俣市 市道（164号）江南橋・古城線 肥薩おれんじ鉄道 肥薩おれんじ鉄道 ○
大分県 観光道路 大分県 国道500号 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
大分県 松崎　　　 大分県 国道217号 九州旅客鉄道 日豊本線 ○
鹿児島県 渡瀬 鹿児島県 県道指宿停車場線 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 ○
鹿児島県 役場通り 鹿児島県揖宿郡頴娃町 町道79号役場通り線 九州旅客鉄道 指宿枕崎線 ○
鹿児島県 元町 鹿児島県 県道368号線 肥薩おれんじ鉄道 肥薩おれんじ鉄道 ○
東京都 昭和飛行機前 昭島市 市道昭島39号 東日本旅客鉄道 青梅線 ○
静岡県 広小路 静岡県 沼津三島線 伊豆箱根鉄道 駿豆線 ○
鹿児島県 宮田通り 鹿児島県鹿児島市 市道都通踏切線 九州旅客鉄道 鹿児島本線 ○
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