
№ 地区 路線 住所等 点検時の状況等 対策内容 初回点検年度 対策完了年度

1 湯本 国道1号線
箱根町湯本831番地付近湯本三枚
橋交差点

支障木が信号機の視認性を妨げている 支障木の剪定を実施 平成24 平成24

2 湯本 国道1号線
箱根町湯本855番地付近旧湯本中
学校入口

運転手への注意喚起が少ない 路肩のカラー舗装化を実施 平成24 平成24

3 湯本 町道湯211号線 箱根町湯本928番地～962番地付近
路側帯の白線や路面サインが消えかかって
いる

白線の塗り直しを実施 平成24 平成24

4 湯本 町道湯220号線 箱根町湯本111番地付近トンネル トンネルが狭い 路面サインの塗り直し、注意看板を設置 平成24 平成24

5 温泉 国道１号線
箱根町小涌谷439番地町営住宅付
近

見通しが悪く横断歩道がない 車両減速の路面サインを設置 平成24 平成24

6 箱根 国道１号線
箱根町箱根32番地付近箱根関所跡
入口

事故多発箇所のため、横断が危険 車両減速の路面サインを設置 平成24 平成24

7 宮城野 町道宮1号線
箱根町宮城野638番地碓水橋～557
番地宮沢橋付近

道路側溝の甲蓋に隙間が2箇所ある 甲蓋の改修 平成24 平成24

8 仙石原 町道仙12号線
箱根町仙石原205番地ニコニコ学園
前

路側帯の白線が消えかかっている 白線の塗り直し 平成24 平成24

9 仙石原 町道仙46号線
箱根町仙石原113番地～139番地付
近

路側帯の白線、スクールゾーン表示が消え
かかっている

白線の塗り直し 平成24 平成24

10 仙石原 県道75号線
箱根町仙石原842番地仙石原文化
センター前

見通しが悪い 車両減速の路面サイン 平成24 平成24

11 仙石原 町道仙41号線
箱根町仙石原158番地箱根モーター
ズ前

見通しが悪い 白線の塗り直し 平成24 平成24

12 仙石原 国道138号線
箱根町仙石原104番地前仙石原交
差点

町道進入路側の横断歩道と横断信号がな
い

歩道を切り下げ車道化し、白線を巻き込
ませる

平成24 平成24

13 仙石原 国道138号線 箱根町仙石原66番地なみだ橋付近 歩道と縁石の間に隙間 歩道路面の整備 平成24 平成24

14 仙石原 国道138号線 箱根町仙石原286番地ローソン付近 ガードレール付属反射板ひび割れ 反射板の改修 平成24 平成24

15 宮城野 県道733号線 箱根町宮城野258番地八百豊前 横断歩道の白線が消えかかっている 横断歩道の塗り直し 平成24 平成25
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16 宮城野 町道宮1号線 箱根町宮城野557番地宮沢橋付近 ガードレールに隙間がある ガードレール設置 平成24 平成25

17 仙石原 国道138号線
箱根町仙石原25番地前郵便局T字
路

道路幅員の狭い町道への進入の際に巻き
込み事故の危険

歩道の改修 平成24 平成25

18 宮城野 県道723号線
箱根町宮城野260番地強羅坂下バ
ス停付近

車両の速度が速い 注意看板の設置 平成26 平成26

19 湯本 県道732号線 箱根町湯本225番地～399番地付近
通学路にひかれている、グリーンベルトの色
が薄くなっている

三枚橋から湯本小学校まで、グリーンベ
ルトを引いた

平成27 平成27

20 温泉 国道1号線 箱根町小涌谷525番地付近
カーブと坂があるため、横断歩道、信号機
の認識が遅れてしまう

カーブミラーに横断歩道予告看板を設
置

平成27 平成27

21 温泉 国道1号線 箱根町大平台345番地付近
カーブのため、横断歩道の認識が遅れス
ピードを出して通過する車が多い

横断歩道予告看板を設置 平成27 平成27

22 宮城野 国道138号 箱根町宮城野86番地付近
横断歩道注意看板があるが、文字が薄く劣
化しているため、目立たない

新たな看板に張り替え 平成27 平成27

23 強羅 県道723号
箱根町強羅1300-537番地～1300番
地付近

歩道外側線の白線が薄くなっている 外側線の塗り直し 平成27 平成27

24 仙石原 町道仙137号線 箱根町仙石原25番地～50番地付近
路側帯の白線、スクールゾーン表示が消え
かかっている

白線、路面サインの塗り直し 平成24 平成27

25 仙石原 国道138号 箱根町仙石原348番地～351付近
歩道（水道）上に溝穴があり、足を取られる
可能性（特に冬季）がある

溝穴キャップを設置 平成26 平成27

26 仙石原 国道138号
箱根町仙石原1286-28番地付近
（小塚入口～俵石橋／足柄幹線林
道と国道138号との合流付近）

歩道がなく、横断歩道との連絡も悪い グリーンラインを設置 平成26 平成27

27 宮城野 県道723号線 箱根町木賀929番地付近
路面標示が薄くなっており、一時停止しない
車も多く危険である。

路面標示の塗り直し 平成26 平成28

湯本 県道732号線 箱根町湯本399番地、392番地付近
下り坂であり、スピードを出す車が多い。
カーブのため、注意喚起看板が設置されて
いるが、更新してほしい。

看板の更新を実施 平成28 平成29

湯本 県道732号線 箱根町湯本314番地付近
スピードを出してくる車が多く、道路が左に
カーブしていることから見通しが悪い。

路面標示、外側線の引き直し 平成28 平成29

29 宮城野 町道宮13号線
箱根町宮城野298番地～80番地付
近

道幅が狭い、またカーブが多いため見通し
が悪い。抜け道となっている為、車両の通行
も多い。

片側にグリーンベルトを設置 平成24 平成29

28
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30 宮城野 町道宮1号線
箱根町宮城野638番地碓氷橋
「サニーパーク」入り口三叉路

交差点幅が広く、交通量も多いが、横断歩
道がない。

破線状のグリーンベルトを設置 平成24 平成29

31 宮城野 町道宮14号線
箱根町宮城野78-2番地（八百豊商
店前）～同206-3番地（足柄幹線林
道接合部）

見通しが悪く、事故等が懸念され、降雪時
は道路脇の竹等が歩道や道路側に倒れて
くる。

草木の剪定を実施 平成28 平成29

32 湯本 町道湯71号線 箱根町湯本206 街灯が少なく、暗い。
道路照明を平成28年度に設置、平成30
年度にLED化

平成24 平成30

33 湯本
町道湯211号線・
220号線

箱根町湯本94～136-2付近

登校時、通勤車両が混雑する主要道路を避
けて裏道に進入してくるが、道幅が狭く歩道
もなく、スピードを出す車両もあり危険であ
る。

グリーンベルトを設置
信号サイクルの変更

平成29 平成30

34 宮城野 国道138号 箱根町木賀951-9～宮城野91
歩道が狭く、１列分しか歩行スペースが確
保されていない区間が多く、車との接触が
危惧される。

グリーンベルトを設置 平成29 令和元

35 湯本 町道湯３号線 箱根町湯本501
路上駐車が多く、路側帯の白線が見えな
い。

グリーンベルトを設置 平成24 令和元

36 仙石原 町道仙137号線 箱根町仙石原46前道路 「スクールゾーン」の文字が薄れている。 「スクールゾーン」の文字塗り直し 令和元 令和元

37 湯本 町道湯3号線 箱根町湯本468付近
カーブが急な細い道で、見通しが悪い箇所
がある。

グリーンベルトを設置 令和元 令和元

38 湯本 町道湯220号線 箱根町湯本962-1付近
白線標示（T字）が薄くなっている。
注意看板が古くなってきている。

T字の塗り直し
看板の更新

令和2 令和2

39 宮城野 県道723号線 箱根中学校校門前

バス停があり、車両で道路に出る際に二ノ
平入口方面からの車両が見えにくい。車対
車の事故により生徒が巻き込まれる危険が
懸念される。

ミラーの設置 令和元 令和2


