令和３年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所
①日大二高グラウンド前交差点

6月10日

柏小

②千手橋南信号から立川柏町郵便局までの道路

③立川柏町団地１号棟東側T字路

①多摩都市モノレール本社南東T字路

6月10日

十小

②砂川五番公園

③砂川町一丁目信号

④都営柏町一丁目アパート３号棟南側道路

通学路の状況・危険箇所の内容

検討結果・実施対策

・児童に対し、信号待ちの場所
・北側から来る車両が多く、右左折の際、児童
にある柵の内側にいるよう指導
が巻き込まれるのが心配。
する。
・信号待ちの場所に柵がある。
⇒年間を通じて実施中
・馬(バリケード)出しを行い、通
行車両を減らす。
・スクールゾーンになっているが、規制時間帯
⇒年間を通じて実施中
も車両が多い。
・横断歩道の設置を要望する
・横断歩道が少ない。
(ただし、設置は難しいとの意見
があった)。
・スクールゾーンになっているが、規制時間帯 ・児童に対し、当該道を横断す
も車両が多い。
る際は十分に注意するよう指
・建物が死角になって、車両と横断する児童と 導する。
の衝突が心配。
⇒年間を通じて実施中
・自転車利用者への啓発を図
る。
⇒年間を通じて実施中
・自転車が多いので、児童との衝突が心配。 ・児童に対し、当該道を横断す
る際は十分に注意するよう指
導する。
⇒年間を通じて実施中
・公園緑地課へ木の剪定を要
望する。
⇒剪定済み
・公園の奥に大きな木があり、見通しが悪い。
・立川警察署の防犯係へ情報
提供する。
⇒提供済み
・北側から来る車両が速度を落とさず、突っ切
・児童に対し、当該道を横断す
る。
る際は十分に注意するよう指
・車両への注意喚起のため、歩道の色を赤色
導する。
にし、標識もつけている。
⇒年間を通じて実施中
・南側の道は私道。
・路側帯の白線の再塗装を要
・北側に歩道が無く、路側帯の白線が消えか
望する。
けている。
⇒再塗装済み

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者
小学校

PTA

立川警察署

小学校

小学校

交通対策課

学務課
（公園緑地
課）

立川警察署

小学校

道路課

令和３年度 対策箇所一覧表
DATE

6月11日

学校名

場所

通学路の状況・危険箇所の内容

検討結果・実施対策

①上砂川小東側校門～スクールゾーン入口

・南側がスクールゾーンになっているが、規制
時間帯も車両が多い。
・スクールゾーンが近い旨の道路の塗装が剥
げてきている。
・横断歩道が無いので、東西それぞれの横道
から来た児童が渡れず、道の両側を歩いてい
る状況になっている。

・スクールゾーンが近い旨の道
路の塗装の塗り直しを要望す
る。
⇒再塗装済み
・横断歩道の設置を要望する
(ただし、設置が難しいとの意見
があった)。

②上砂川小南信号

・建物が死角になって、児童と車両が衝突し
ないか心配。

上砂川小
③武蔵砂川駅西側高架下

④立川消防署砂川出張所北側の踏切
⑤西砂川病院南側の踏切
⑥リーベスト立川西側の道路

①西砂小東信号

②西砂町宮沢交差点
6月11日

西砂小

③西砂川街道と林泉寺通りの交差点

・ミラーの設置を要望する。
⇒設置済み
・地域安全マップに記載し、注
意喚起を行う。
⇒R4版より記載
・信号機の設置を要望する。
・横断旗の設置を要望する(管
・東西南北から、車両、自転車、児童が集ま
理は学校またはPTA)。
り、混雑している。
⇒PTAでR3年度中に設置する
・死角がある。
予定
・信号が無い。
・地域安全マップに記載し、注
・路側帯の白線が無い。
意喚起を行う。
⇒R4版より記載
・地域安全マップに記載し、注
・踏切の開くのを待っている車両が横断歩道
意喚起を行う。
を塞いでいる光景を目にする。
⇒R4版より記載
・地域安全マップに記載し、注
・踏切の開くのを待っている車両が横断歩道
意喚起を行う。
を塞いでいる光景を目にする。
⇒R4版より記載
・地域安全マップに記載し、注
・道幅は広くないが、大きいトラックが通る。
意喚起を行う。
⇒R4版より記載
・自転車ナビマークを設置す
・車両も自転車も多い。
る。
・自転車は、早い速度で歩道を走るので、児
⇒設置済み
童のランドセルとぶつかることがある。
・自転車利用者への啓発を図
・過去に交通事故が起きた。
る。
・歩道は拡幅済み。
⇒年間を通じて実施中
・歩行者向けの信号を短くし、車両だけを通す
・パトロールを要望する。
時間を増やした。
⇒順次、実施中
・都に信号待ちする場所の拡幅
を要望をする。
⇒立川警察署、北多摩北部建
設事務所、道路課により、横断
・信号待ちをする場所が狭い。
歩道の移動、自動車運転者へ
・都道。
の注意喚起の道路標示、ガー
ドレールの形状変更を行い、児
童が安全に信号待ちできるス
ペースを確保した。
・車両運転者向けの看板の設
・北側から来る車両の速度が速く、怖い。
置を要望する。
・「止まれ」の道路表示は強調されている。
⇒設置済み

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者

道路課

学務課

立川警察署

道路課

学務課
小学校
PTA

立川警察署
交通対策課

学務課
学務課
学務課

立川警察署
交通対策課

北多摩北部
建設事務所 立川警察署
道路課

道路課

6月11日

西砂小

令和３年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所

通学路の状況・危険箇所の内容

検討結果・実施対策

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者

④殿ヶ谷緑道と五日市街道の交差点

・児童に対し、信号機が青色に
・歩行者用信号が赤色の時は、手前の安全な
なっても左右を確認をしてか
箇所で待っているが、青色になった途端、飛
ら、渡るよう指導する。
び出して、自転車と衝突することがある。
⇒年間を通じて実施中

小学校

⑤殿ヶ谷緑道と西砂小北側道路の交差点

・死角がある。
・児童に対し、ブロックに乗らな
・児童がガードレール外にあるブロックに平均 いよう指導する。
台のように乗って遊んでいる。
⇒年間を通じて実施中

小学校

令和３年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所

①大山小東門付近

②大山小学校入口信号

③上砂公園

6月15日

大山小

④都営上砂町一丁目アパート19号棟と20号棟の間付近

通学路の状況・危険箇所の内容

検討結果・実施対策

・スクールゾーンではあるが、すぐ近くに保育
園があるので、送迎の車両が多く通る。
・東側から来る児童が渡れる横断歩道が無
い。

・横断歩道の設置を要望する
(ただし、設置が難しいとの意見
があった。JKKの協力も必
要。)。
・児童に対し、注意するよう指
導する。
⇒年間を通じて実施中

・「止まれ」の道路標示の再塗
・北側の道はスクールゾーンであるが、通る車 装を要望する。
両は少なくなく、右折する車両と児童の衝突 ⇒再塗装済み
が心配。
・スクールゾーンの馬(バリケー
ド)出しを要望する。
・公園緑地課へ草刈りを要望す
・雑草が伸びると、見通しが悪くなる。
る。
⇒実施済み
・地域安全マップに記載し、注
・横断歩道が無い場所だが、大人の真似をし
意喚起を行う。
て、児童が大山道を横断してしまう。
⇒R4版より記載

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者

小学校

立川警察署

PTA

立川警察署

学務課
(公園緑地
課)
学務課

⑤大山小西門付近

・車両が速度を落とさずに抜けていく。
・車両運転者向けの看板の設
・児童が大山公園を抜け、そのまま道路を横 置を要望する。
断して、西門に入っている。
⇒設置済み

⑥大山団地西信号

・自転車が赤信号を避けるため、速度を出し
て、交差点をコの字型で渡るので、児童との
衝突が心配。

・自転車利用者へ歩道通行時
は徐行することを啓発する。
⇒年間を通じて実施中
・地域安全マップに記載し、注
意喚起を行う。
⇒R4版より記載

学務課

⑦立川大山郵便局付近の信号

・歩道が狭いので、信号待ちの児童で混雑す
る。
・自転車も多い。
・土日はPTAが、学期始めは学校が見回りし
ている。
・下校時、シルバー人材センターの人が見守
りをしている。

・児童に対し、信号待ちの際は
道路にはみ出さないよう指導す
る。
⇒年間を通じて実施中

小学校

道路課

交通対策課

令和３年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所

検討結果・実施対策

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者

①一番町接骨院付近の信号

・横断歩道が消えかけている。

・横断歩道の再塗装を要望す
る。
⇒再塗装済み

②上記信号交差点の東側へ通じる道路

・「スピードを落としてください」の看板が見え
にくい。

・看板の移動を要望する。
⇒あらためて看板を設置した

③一番町3丁目30番地の南北縦の道路

・電柱に貼ってある注意喚起の看板が老朽化 ・看板の交換を要望する。
している。
⇒交換済み

道路課

④五日市街道

・路側帯や自転車ナビマークが薄くなってい
る。
・都道。

北多摩北部
警視庁
建設事務所

⑤松中団地通り
6月15日

通学路の状況・危険箇所の内容

松中小
⑥松中小北東方面コンクリート塀

⑦ローソン立川一番町四丁目店付近

⑧都営立川松中アパート18号棟前の松中北通り
⑨松中橋交差点

立川警察署
道路課

・都に再塗装を要望する。
⇒再塗装済み

・剪定を要望する。
・街路樹の枝が長いので、歩行の際、邪魔に ⇒剪定済み
なる。
・ベンチの管理者を確認する。
・バス停のベンチが割れていて、危ない。
⇒管理者の方でベンチを撤去
した
・地域安全マップに記載し、注
・塀が高いので、倒れないか不安。
意喚起を行う。
・補強工事は済んでいる。
⇒R4版より記載
・歩行者用信号を設置するに
は、歩道が狭い。
・引き続き、児童に対し、通らな
・信号が無い。
いよう指導する。
・側溝の蓋がはずれている。
⇒年間を通じて実施中
・側溝の蓋の管理者の確認を
要望する。
⇒側溝の蓋をかけ直し済み。
・団地側に植えてある木の根のせいで、ブロッ ・JKKへ連絡する。
クが傾いており、歩道も盛り上がっている。
⇒連絡済み
・右左折車の巻き込み事故が怖い。
・地域安全マップに記載し、注
・巻き込み事故防止用の柵とポールが設置済 意喚起を行う。
み。
⇒R4版より記載

学務課

道路課

学務課

小学校

学務課
学務課

道路課

令和３年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所

①天王橋交差点

②稲荷橋から五日市街道へ抜ける道

③残堀橋付近

④新家橋からくる道路と五日市街道とのT字路

⑤砂川医院近くのT字路

⑥立川九小北信号付近

⑦見影橋付近の交差点

⑧見影橋保育園西方のT字路

⑨金比羅橋からくる道路と平成新道の交差点

⑩阿豆佐味天神社北西方面の十字路

6月16日

九小

通学路の状況・危険箇所の内容

検討結果・実施対策

・青信号の時間を長くすると、
五日市街道が今以上に渋滞し
てしまう。
・児童に対し、歩行者用信号が
青色になっても、すぐに飛び出
さないよう指導する。
⇒年間を通じて実施中
・児童に対し、当該道を横断す
る際は十分に注意するよう指
・スクールゾーンだが、規制時間帯に通り抜け 導する。
る車両がある。
⇒年間を通じて実施中
・警察が取り締まりを行っている。
・交通情勢に応じて必要な対策
を実施するよう要望する。
⇒順次、実施中
・赤信号になる直前の車両が速度を出して曲
がってくるのが、怖い。特に天王橋交差点に
ついて、玉川上水沿いから交差点に向う信号
が10秒程度で赤信号にかわってしまうため、
通勤で運転している方は早く通り過ぎたい心
理からスピードを出しすぎている。

・横断歩道の再塗装を要望す
る。
⇒再塗装済み
・信号機の設置は難しい。
・新家橋方向から来る車両と児童の衝突が心
・児童に対し、当該道を横断す
配。
る際は十分に注意するよう指
・生け垣が死角になっている。
導する。
・信号機が無い。
⇒年間を通じて実施中
・横断歩道の再塗装を要望す
・横断歩道の白線が薄くなっている。
る。
⇒再塗装済み
・横断歩道の再塗装を要望す
・横断歩道の白線が薄くなっている。
る。
⇒再塗装済み

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者

小学校

小学校

・横断歩道はあるが、交通量が多い。
・注意喚起の看板がある。
・横断歩道の白線が薄くなっている。

・道幅は狭いが、交通量が多い。特に武蔵砂 ・自転車利用者への啓発を図
川駅に向かう自転車が多く、児童との接触が る。
心配。
⇒年間を通じて実施中
・引き続き、児童に対し、注意
・自動車が速度を出して走っている。
するよう指導する。
・「スピード落とせ」の看板あり。
⇒年間を通じて実施中
・横断歩道の再塗装を要望す
・交通量が多い。
る。
・横断歩道の白線が薄くなっている。
⇒再塗装済み
・西側から来る車両と児童との衝突が心配。
・見晴らしは悪くない。

・西側から来る車両運転者向け
の看板の設置は難しい。
・引き続き、児童に対し、注意
するよう指導する。
⇒年間を通じて実施中

立川警察署

立川警察署

小学校

立川警察署

立川警察署

交通対策課

小学校

立川警察署

小学校

令和３年度 対策箇所一覧表
DATE

6月16日

学校名

場所

通学路の状況・危険箇所の内容

検討結果・実施対策
・これ以上、街路灯を設置する
ことは難しい。
・新規の路側帯の白線を要望
する。
⇒道路幅員が狭いため、難し
い
・地域安全マップに記載し、注
意喚起を行う。
⇒R4版より記載

⑪田堀橋がある道路の西側

・夜間に道路が暗い。
・路側帯の白線が無い。

⑫五中東側道路と田堀橋がある道路の交差点

・横断歩道の設置を要望する
(歩行者の待機場所の確保が
・死角があり、児童が横断するのに注意が必 難しいので、実現は難しい模
要。
様)。
・交通量は多くない。
・児童に対し、注意するよう指
導する。
⇒年間を通じて実施中

九小

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者

学務課

小学校

・交通量が多い。
・横断歩道、路側帯の白線、緑
⑬砂川医院から藤幼稚園へ抜ける道と九小西側の横道との
・横断歩道、路側帯の白線、緑色の塗装が薄 色の再塗装を要望する。
交差点
くなっている。
⇒再塗装済み
・細い道だが、通る車両は少なくない。
・路側帯の白線が薄くなっている。
・下校時、シルバー人材センターの人が見守
りをしている。

⑮九小西側道路が国営公園北通りと接するところ

・細い道だが、児童が両側を歩いてしまう。
・児童に対し、片側を歩くよう指
・2t以上の車両は通れない道路なので、大き 導する。
いトラックは通行しないはず。
⇒年間を通じて実施中

小学校

⑯都営上砂町一丁目アパート15-1号棟北方の信号の北側
に抜ける道路

・細い道だが、一方通行ではなく、通る車両も
少なくない。
・学校においても、児童に対し注意喚起してい
る。
・路側帯の白線が薄くなっている。
・道が狭くなる旨の注意喚起の看板が２つ設
置されている。

小学校

⑰砂川町2丁目51番地のT字路

⑱流泉寺墓地の南側

⑲旧すたみな太郎NEO第2駐車場前信号付近

⑳セブンイレブン立川砂川町店付近

・路側帯の白線の再塗装を要
望する。
⇒再塗装済み

・児童に対し、駐車場に出入り
する車両に注意するよう指導す
る。
⇒年間を通じて実施中

立川警察署

道路課

・道路上のT字路である旨の表
・道路上のT字路である旨の表示が薄くなって
示と停止線の再塗装を要望す
いる。
る。
・停止線が薄くなっている。
⇒再塗装済み
・自転車利用者への啓発を図
・自転車が速度を出して走っており、曲がり角
る。
での児童との衝突が心配。
⇒年間を通じて実施中
・横断歩道の再塗装を要望す
・横断歩道の白線が薄くなっている。
る。
⇒再塗装済み
・駐車場に出入りする車両と児童の衝突が心
配。
・登校時、シルバー人材センターの人が見守
りをしている。

立川警察署

立川警察署

道路課

⑭九小西側の横道

・引き続き、児童に対し、注意
喚起する。
⇒年間を通じて実施中
・路側帯の白線の再塗装を要
望する。
⇒再塗装済み

道路課

道路課

道路課

立川警察署

交通対策課

立川警察署

小学校

令和３年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所
㉑ワークマン立川砂川店付近

㉒クリエイト エス・ディー立川砂川店南側の窪方通り

通学路の状況・危険箇所の内容

検討結果・実施対策

・自転車利用者への啓発を図
る。
⇒年間を通じて実施中
・ガードレールや信号機の設置
・交通量が多く、車両が速度を出して走行して
は難しい。
いる。
・横断歩道の再塗装を要望す
・歩道が狭い。
る。
・横断歩道の白線が薄い。
⇒再塗装済み
・自転車が多く、児童との接触が心配。

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者
交通対策課

立川警察署

