令和４年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所

①第一小川ビルから富士見児童館までの道路

6月14日

新生小

②富士見六公園

③富士見六西公園の南西角
※令和元年と令和３年の点検箇所

④パチンコ屋からたちかわ創造舎までの道路
※令和３年の点検箇所

①小学校北東角
※令和元年の点検箇所
6月21日

通学路の状況・危険箇所の内容

○児童に対し、外側線の内側
を歩くよう指導する。
○外側線の再塗装を要望す
る。
・まっすぐの道ではないので、見通しが悪い。 ○老朽化した注意喚起の看板
・抜け道になっている。
の交換を要望する。
・児童が道に広がって、歩きがち。
○南富士見学童保育所に対
し、利用する児童へ外側線の
内側を歩く旨の声掛けを要望
する。
⇒担当部署へ要望済み
○ひとりで公園で遊ばない旨を
地域安全マップに記載し、注意
喚起を行う。
・不審者情報あり。４月にもあった。
○立川警察署の担当部署へ見
回りを要望する。
⇒要望済み

③羽衣二公園
※令和元年の点検箇所

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

○公園緑地課に対し、樹木の
剪定を要望する。
⇒剪定済み

・通行する車両が多い。
・道路の途中に横断歩道が無い。

○児童に対し、緑色で塗装され
ている側を歩行し、当該道路を
横断する際はパチンコ屋近くま
たはたちかわ創造舎近くの横
断歩道を渡るよう指導する。

小学校

・道路が狭く、交通量が多い。
・昨年、ミラーの向きを直してもらった。

・防犯カメラは犯罪予防が目的
なので、交通事故の抑止という
点では期待できない。
○当該箇所を交通安全指導時
の見守りポイントに加える。
○路側帯の再塗装を要望す
る。

小学校

・抜け道になっており、自動車は規制速度より
も速く走っている。
・交通量も多い。
・不審者に注意。
・最近は出ていない。
・以前より街灯が明るくなった。

○路側帯の再塗装を要望す
る。
○引き続き、児童に対し注意喚
起指導する。

道路課

学務課

・公園の樹木が伸びてきて、視界が悪い。

六小
②小学校東側の南北に抜ける道路
※令和元年の点検箇所

検討結果・実施対策

立川警察署

道路課

道路課
小学校

令和４年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所

検討結果・実施対策

①薬局松山堂前信号付近

○人の横断する場所であること
を自動車運転者がわかるよう、
・裏道になるところで、自動車が速度を出して
横断指導線の再塗装を要望す
走っている。
る。
〇路側帯を再塗装する。

②小学校南門前T字路

・多くの児童が通る地点。信号待ちの児童が
あふれてしまう。
・交通量が多い上、道幅も狭くて危険。
・下校時はシルバー人材センターの見守りが
立っている。

③錦第三公園の南東角の交差点
6月22日

通学路の状況・危険箇所の内容

三小

④元多摩教育センター北西角

⑤元多摩教育センター北東角

○信号待ちのスペースを確保
するため、信号近くの共同住宅
の植栽の剪定を要望する。
⇒剪定済み

・西側から来る自動車に対し
て、止まれの道路標示や標識、
横断歩道がある旨の標識があ
る。
・西側から来る自動車が一時停止しないこと ○児童が交差点で止まる意識
が多くて危険。交通量もそれなりにある。
をより持てるよう、歩行者用ス
トップマークの再塗装を要望す
る。
○西側方面の道路の路側帯の
再塗装を要望する。
・自動車が一時停止しないことが多く、走って ○止まれの道路標示の再塗装
坂を下る子も多く危険。
を要望する。
○児童が交差点で止まる意識
をより持てるよう、歩行者用ス
トップマークの再塗装を要望す
る。
○路側帯の再塗装を要望す
る。
・自動車が一時停止しないことが多く、走って
○横断歩道の再塗装を要望す
坂を下る子も多く危険。
る。
⇒横断歩道のかすれは、工事
現場の大型車の通行が一因で
もあるので、工事が完了する令
和６年秋頃の状況を見て、再塗
装を検討する。

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

道路課

立川警察署

道路課

立川警察署

令和４年度 対策箇所一覧表
DATE

6月22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

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者

①正盛堂ビル前Y字路
※令和元年の点検箇所

・止まれの道路標示や標識、横
断歩道がある旨の標識があ
・交通量が多い。
る。
・旗振りをしていても、一時停止しない自動車
○北側から来る自動車向けとし
を多々見る。
て、注意喚起の看板の設置を
要望する。

②諏訪神社周辺

○児童に対し、注意喚起をして
・人目につかず、何かあっても気付いてもらえ
いく。
ない。
○立川警察署の担当部署へ見
・街灯が少ないので、暗くなると危険。
回りを要望する。

小学校

③諏訪通り
※令和３年の点検箇所

・道幅が狭いが、児童も自動車も自転車も多く
通る。
・自動車はスピードを出している上、すれ違う
時、路側帯にはみ出し、危険。

○地域安全マップに記載し、注
意喚起を行う。
○路側帯の再塗装を要望す
る。
○横断歩道がある旨の道路標
示の再塗装を要望する。

学務課

④真如苑柴崎第二修行棟周辺道路

・自動車がスピードを出していて、危ない。

○注意喚起の看板の設置を要
望する。

⑤諏訪神社前信号機交差点

・交差点の南東角は自動販売
機があるので、自動車から死
角になる。
・見通しが悪く、児童と自動車の接触が心配。 ○南東角を避けるため、児童
に対し、隅切りになっている南
西角を経由して渡るよう指導す
る。

小学校

⑥柴崎保育園北側道路

・既に一定数の街灯が設置さ
れており、追加の設置は難しい
・人目につかず、何かあっても気付いてもらえ 模様。
ない。
○児童に対し、注意喚起をして
・街灯が少ないので、暗くなると危険。
いく。
○立川警察署の担当部署へ見
回りを要望する。

小学校

一小

道路課

立川警察署

道路課

立川警察署

道路課

立川警察署

⑦小学校周辺のスクールゾーン

・スクールゾーンへの進入車両が多く見られ
る。

・地域の方々により、ウマ出し
は行われている。
○立川警察署の担当部署へ取
締りを要望する。
⇒要望済み

立川警察署

⑧柴崎公園前信号機交差点

・植栽は剪定されており、死角
・自転車の信号無視が多い。
になっていない。
・共同住宅の植栽がはみ出て、死角になって
○自転車利用者への啓発を図
危ない。
る。

交通対策課

令和４年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所

⑨新奥多摩街道・立川橋東信号機交差点

通学路の状況・危険箇所の内容

検討結果・実施対策

・シルバー人材センターの見守
り箇所になっている。
・都道（新奥多摩街道）では、自
・信号を渡ろうとすると、自転車が横から飛び
転車向けの道路標示は書いて
出してきて、危険。
いない。時速40、50㎞規制の道
・「自転車注意」や「自転車徐行」といった道路
路に「徐行」と書くことは交通規
標示を書いてほしい。
制になるので、できない。
○自転車利用者への啓発を図
る。

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

令和４年度 対策箇所一覧表
DATE

6月27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セザール第二立川前交差点
※令和３年の点検箇所

・東側から来る自動車にとっ
て、交差点の南東角は死角に
なる。
○南東角を避けるため、児童
・横断歩道はあるが、歩行者がいても自動車 に対し、西側の横断歩道を渡る
はほとんど止まらない。また、スピードも出て よう指導する。
いる。
○十字マークの再塗装を要望
・一方通行。
する。
○交差点内のカラー塗装の検
討を要望する。
○止まれの道路標示の再塗装
を要望する。

②錦二南公園（ぞうさん公園）前交差点

・自転車が速度を出して走ってくるので、怖
い。

○自転車利用者への啓発を図
る。

③サンクレイドル立川錦町前交差点

・見通しが悪く、事故が多発。通る児童も多
い。
・北側の坂道から降りてくる自転車が怖い。
・一方通行。

○自転車用ストップマークの再
塗装を要望する。

④小学校南側道路(スクールゾーン)の東端付近

・スピードを出している自動車が多い。
・五差路の様な形状になっている。

⑤小学校南門付近

・過去に通りすがりの男性が児童に対し、邪
魔だと言って、体を押したことがあった。

⑥錦中央通りと奥多摩街道(都道)の合流地点付近
※令和３年の点検箇所

・交通量は多いが、ガードレールは無い。
・速度を出している自動車が多い。
・防犯カメラを設置してほしい。

七小

・ウマ出しは行われている。
・今年から、警察が月１～２回
程見回っている。
○あらためて、児童に対し、横
断歩道の利用と外側線内の歩
行を徹底するよう指導する。
○外側線と十字マークの再塗
装を要望する。
○横断歩道がある旨の道路標
示の再塗装を要望する。
・すぐ近くに小学校の防犯カメ
ラがある。
○あらためて、子ども110番の
家の場所を確認する。
・車いすの通行スペースを考え
ると、ガードレール設置は難し
い。
・歩車分離信号にすると、待ち
時間が増えることから、信号無
視も増えるおそれがあるので、
難しい。
・防犯カメラは犯罪予防が目的
なので、交通事故の抑止という
点では期待できない。
○都に対し、歩行スペースの更
なる確保を要望する。
⇒路側帯を引き直すことによ
り、歩行スペースを広くし、歩行
者保護のため、ラバーポールを
設置した。

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

道路課

立川警察署

交通対策課

道路課

小学校

道路課

小学校

北多摩北部
建設事務所

立川警察署

令和４年度 対策箇所一覧表
DATE

学校名

場所

⑦立川高校南側の十字路
※令和３年の点検箇所

⑧旧甲州街道

⑨錦五南公園（あみちゃん公園）

通学路の状況・危険箇所の内容

検討結果・実施対策

・カーブのある坂道になってい
るため、横断歩道があっても見
えにくいと思われるので、横断
歩道設置は難しい。
・夕方、警察官が見回りをして
・横断歩道が無い。
いる。
・令和４年度版より、地域安全
マップに注意喚起地点として掲
載している。
○児童に対し、注意喚起指導
する。
・注意喚起の看板と速度抑制
・速度を出している自動車と自転車が多い。
のシマシマを設置済み。
・ガードレールは道路の北側のみ。
・警察官が見回りをしている。
・カーブになっているところは、自動車が路側
○地域安全マップに記載し、注
帯のすれすれを走っている。
意喚起を行う。
○トイレの防犯灯の向きについ
・道路から死角があり、防犯上危険。
ての検討を公園緑地課へ要望
・公園内のトイレの屋根にある防犯灯が道路
する。
側から見えない。
⇒伝達済み

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

学務課

令和４年度 対策箇所一覧表
DATE

6月27日

学校名

四小

場所

通学路の状況・危険箇所の内容

①小学校東側道路(スクールゾーン)
※令和３年の点検箇所

・路側帯の白線が引いてあるが、細い道のた
め、朝夕の通学時間帯に広がっている児童が
見られる。
・スクールゾーンにも関わらず、通行する車両
が多い。自動車の運転手にスクールゾーンで
ある旨をもっと認識してもらいたい。

②都営立川富士見町四丁目アパート西側道路

・速度を出している自動車が多い。
・富士見四公園前交差点には信号機が無い。

③新青梅街道踏切前交差点

・交通量が多いが、信号機が無い。

④中央橋信号機付近

・南側の道が坂になっているので、見通しが
悪い。

検討結果・実施対策
・児童には、路側帯を一列で歩
くように指導している。
・当該道路の北端では、ウマ出
しが行われているが、南端では
されていない。
・南端には、西側から曲がって
くる自動車と東側から曲がって
くる自動車のそれぞれに見える
ようにスクールゾーンがある旨
の標識が設置されている。ま
た、道路にもスクールゾーンで
ある旨の標示があり、緑色の塗
装もされている。
○ウマ出しや見守りの検討を
要望する。
・ガードレールが設置済み。
・富士見四公園付近に見守り
の人が立っている。
・注意喚起の看板が設置済
み。
○自動車の速度抑制のため、
富士見四公園前交差点の北側
の道にガードレールの追加設
置を要望する。
・踏切があるので、信号機の設
置は難しい。
・二小学区から踏切を渡って通
学する児童が通っている。
・東側の横断歩道は通行車両
が少ない。
○児童に対し、当該交差点を
渡るときは東側の横断歩道を
歩くよう指導する。
○地域安全マップに記載し、注
意喚起を行う。
・横断歩道と止まれの道路標
示の再塗装を要望する。

実施期間

対応機関
教委・学校 道路管理者 交通管理者

PTA
学務課

道路課

小学校
学務課

立川警察署

