
平成２４年度緊急合同点検における対策内容の再確認 H29.11月

国 道 市

1 1 帯広小学校 市道南4丁目西甲線 ○ 帯広市西１０条南５丁目 横断箇所に横断歩道がない
・安全マップの作成
・見守り活動に向けての検討

小学校 継続中

2 2 帯広小学校 市道新町・12号線 ○ 帯広市新町西６丁目 歩道と車道の区別がない ・安全マップの作成 小学校 継続中

3 3 帯広小学校 市道柏林台通線 ○ 帯広市新町西２丁目
信号機がないため遠回りしている状況であ
る

・安全マップの作成
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 継続中

4 4 西小学校 市道西23南1・1号線 ○ 帯広市西２３条南１丁目 横断箇所に横断歩道・信号機がない

・危険な箇所であることを地域、保護者に伝えて見守り活動を重視
する
・危険な状況を関係機関に伝え、要望を継続していく
・ボランティア等による見守り等の配置
・注意喚起看板の設置

小学校

市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

5 5 西小学校 市道西23南1・6号線 ○ 帯広市西２３条南１丁目 横断箇所に横断歩道・信号機がない

・危険な箇所であることを地域、保護者に伝えて見守り活動を重視
する
・危険な状況を関係機関に伝え、要望を継続していく
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 継続中

6 6 西小学校 道道川西芽室音更線 ○ 帯広市西２３条南１丁目 横断箇所に信号機がない

・危険な箇所であることを地域、保護者に伝えて見守り活動を重視
する
・危険な状況を関係機関に伝え、要望を継続していく
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 継続中

7 7 西小学校 道道川西芽室音更線 ○ 帯広市西２３条南１丁目 沿線の駐車場に出入りする車両が多い
・危険な箇所であることを地域、保護者に伝えて見守り活動を重視
する
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 継続中

8 8 柏小学校 市道東7・8条仲通線 ○
帯広市東７条南１０丁目～１１丁
目

登下校時に駐停車の車両が多く、交通も輻
輳している

・歩行者へ駐停車しないよう協力依頼の徹底 小学校 継続中

9 9 柏小学校 市道南9丁目東線 ○ 帯広市東９条南１０丁目 道路を横断する歩行者が多い
・危険防止マップの作成
・注意喚起看板の設置

小学校
市安心安全課

継続中

10 10 明星小学校 市道南25丁目西線 ○ 帯広市大通～西５条南２５丁目 歩道と車道の区別がない

・歩車道分離した道路整備（整備時期は現在検討中）
・ＰＴＡの見守り活動の継続
・危険マップの作成
・ボランティア等による見守りの配置

市土木課
小学校

・道路整備中
　大通～西１条本通：終了
　西１条～西２条間：H27整備予定
　西２条～：来年度以降順次
・対策については現在も継続中

11 11 明星小学校 市道西4条南丙線 ○
帯広市西４条南２２丁目～２４丁
目

横断箇所に横断歩道・信号機がない
・ＰＴＡの見守り活動の継続
・危険マップの作成
・ボランティア等による見守りの配置

小学校 継続中

12 12 緑丘小学校 市道西16南4・1号線 ○ 帯広市西１６条南４丁目 一時停止を守らないドライバーが多い ・ボランティアや教職員による見守り 小学校 継続中

13 13 緑丘小学校 市道西16南4・1号線 ○ 帯広市西１６条南４丁目
交差点に点滅式信号機があるが、歩行者を
優先しないドライバーが多い

・安全通行の啓発
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 継続中

14 14 緑丘小学校 市道南4線甲線 ○ 帯広市西１６条～１７条南４丁目 スピードを出す車両が多い
・ボランティアや教職員による見守り
・注意喚起看板の設置

小学校
市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中
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15 15 北栄小学校 市道西8条南甲線 ○ 帯広市西８条南２丁目 横断箇所に横断歩道がない
・児童、保護者への啓発
・注意喚起看板の設置

小学校
市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

16 16 北栄小学校 市道南2丁目西乙線 ○ 帯広市西７条南２丁目
交差点の歩道部に車両が乗り上げてきた事
故が過去にあった

・児童、保護者への啓発 小学校 継続中

17 17 北栄小学校 市道西7条北線 ○ 帯広市西７条北５丁目 道路を横断する歩行者が多い ・児童、保護者への啓発 小学校 継続中

18 18 北栄小学校 市道西7条北線 ○ 帯広市西７条北６丁目 道路を横断する歩行者が多い ・児童、保護者への啓発 小学校 継続中

19 19 北栄小学校 市道西7条北線 ○ 帯広市西７条北７丁目 道路を横断する歩行者が多い ・児童、保護者への啓発 小学校 継続中

20 20 北栄小学校 市道西7条北線 ○
帯広市西７条北４丁目～
西８条北８丁目

スピードを出す車両が多い
・児童、保護者への啓発
・注意喚起看板の設置

小学校
市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

21 21 北栄小学校 市道南1丁目西乙線 ○ 帯広市西９条南１丁目 道路を横断する歩行者が多い ・児童、保護者への啓発 小学校 継続中

22 22 北栄小学校 市道南2丁目西乙線 ○ 帯広市西１１条南３丁目 横断箇所に横断歩道がない ・児童、保護者への啓発 小学校 継続中

23 23 北栄小学校 道道帯広新得線 ○ 帯広市西１２条北２丁目 道路を横断する歩行者が多い ・児童、保護者への啓発 小学校 継続中

24 24 北栄小学校 市道西4号南甲線 ○ 帯広市西１３条南２丁目 交差点に一時停止がない ・児童、保護者への啓発 小学校 継続中

25 25 光南小学校 市道東4条線 ○ 帯広市東４条南２０丁目 横断箇所の交通量が多い
・学級指導や安全マップほ配付を行い継続的に指導を行う
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 継続中

26 26 光南小学校 市道東3条乙線 ○ 帯広市東３条南１９丁目 一時停止をしない車両がある ・学級指導や安全マップの配付を行い継続的に指導を行う 小学校 指定通学路から除外
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27 27 光南小学校 市道東4条線 ○ 帯広市東４条南１７丁目 道路を横断する歩行者が多い ・学級指導や安全マップほ配付を行い継続的に指導を行う 小学校 継続中

28 76 光南小学校 市道光南・南20丁目線 ○ 帯広市東５条南２０丁目 横断箇所に横断歩道・信号機がない ・学級指導や安全マップほ配付を行い継続的に指導を行う 小学校 継続中

29 28 東小学校
市道下水処理場・東小学校
線

○ 帯広市東１１条南３丁目 横断箇所に横断歩道がない
・児童や地域へ注意喚起を行う
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 指定通学路から除外

30 29 東小学校
市道水光園東・9号線
市道水光園東・10号線

○
帯広市東１３条南３～４丁目
帯広市東１４条南３～４丁目

道路幅が狭い
・児童や地域へ注意喚起を行う
・除雪の妨げになる路上駐車を減らすよう地域へ注意喚起を行う
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 継続中

31 30 東小学校 市道南1線・旧石狩通線 ○ 帯広市東１２～１４条南５丁目 道路幅が狭い
・児童や地域へ注意喚起を行う
・除雪の妨げになる路上駐車を減らすよう地域へ注意喚起を行う
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 継続中

32 31 東小学校 国道38号 ○ 帯広市東４条南２丁目
高校の登下校時間には自転車の交通量が
多い
送迎者の出入りが多い

・平成26年度以降に歩道の自転車、歩行者環を行う予定
・児童へ注意喚起を行う
・ボランティア等による見守り等の配置
・生徒や保護者に注意喚起を行う

国土交通省
小学校

高校

平成28年度　自転車歩行者道整備
完了

33 75 東小学校
市道下水処理場・東小学校
線

○ 帯広市東８条南２丁目 一時停止を守らない車両がある
・見守り活動の推進、児童や地域への注意喚起
・ボランティア等による見守りの配置

小学校 継続中

34 32 啓西小学校 道道芽室東四条帯広線 ○
帯広市西１８条南１～２丁目
柏林台（弥生新道）

副道でスピードを出す車両が多い
・警戒標識、表示等の設置
・ボランティア等による見守り等の配置

北海道
小学校

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

35 33 稲田小学校 市道稲田・南町線 ○ 帯広市西１５条南３９～４１丁目 スピードを出す車両が多い
・児童への啓発
・ボランティア等による見守り等の配置
・注意喚起看板の設置

小学校

市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

36 34 稲田小学校 市道稲田町・1号線 ○ 帯広市稲田町基線 横断箇所に横断歩道・信号機がない
・児童への啓発
・ボランティア等による見守り等の配置

小学校 継続中

37 35 豊成小学校
市道川西・稲田基線東1線
間・1号線

○ 帯広市稲田町東１線 横断箇所に横断歩道・信号機がない ・ボランティア等による見守り等の配置 小学校 継続中

38 36 豊成小学校 市道稲田町・2号甲線 ○ 帯広市稲田町基線 横断箇所に横断歩道・信号機がない
・ボランティア等による見守り等の配置
・連合町内会と信号機の移設について協議を行う
・注意喚起看板の設置

小学校

市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

39 37 豊成小学校 市道稲田町・基線線 ○ 帯広市稲田町基線 横断箇所に横断歩道・信号機がない ・ボランティア等による見守り等の配置 小学校
継続中（南北に横断しないよう通学
路を変更※国道付近の交差点を利
用し横断）

40 38 大空小学校 市道空港南町・南10線 ○ 帯広市空港南町南１０線 道幅が狭い
・ボランティア等による見守り等の配置
・注意喚起（啓発）
・公園園路による歩行空間の確保

小学校

市みどりの課

平成25年度、道路用地と公園用地
の舗装整備を行い、幅員の拡大を
実施。

41 39 大空小学校 市道飛行場南線 ○ 帯広市南の森西１０丁目 横断箇所の交通量が多い
・ボランティア等による見守り等の配置
・注意喚起（啓発）
・注意喚起看板の設置

小学校

市安心安全課

・注意喚起看板設置済
・注意喚起の徹底

42 40 大空小学校 市道大空団地幹線 ○ 帯広市大空町１１丁目 横断箇所に信号機がない
・ボランティア等による見守り等の配置
・見守りの強化
・交通指導員の配置

小学校

市安心安全課
交通指導員の配置は現在も継続中
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43 41 大空小学校 市道空港南町・西8号線 ○ 帯広市空港南町南１１線 横断箇所に信号機がない
・ボランティア等による見守り等の配置
・交通指導員の配置

小学校
市安心安全課

交通指導員の配置は現在も継続中

44 42 栄小学校 市道西17北1・1号線 ○ 帯広市西１７条北１丁目
横断箇所に信号機がない
スピードを出す車両が多い

・ボランティア等による見守りが立たない日がないように確認 小学校 継続中

45 43 栄小学校 市道西16南1・西6号線 ○ 帯広市西１６条南１丁目 横断箇所の交通量が多い ・ボランティア等による見守りが立たない日がないように確認 小学校 継続中

46 44 若葉小学校 市道西6号南丙線 ○ 帯広市西１７条南６丁目 道幅が狭い ・危険箇所（マップ）の周知・指導の徹底 小学校 継続中

47 45 若葉小学校 市道西16南6・2号線 ○ 帯広市西１６条南６丁目 六叉路の交差点となっている
・危険箇所（マップ）の周知・指導の徹底
・ボランティア等による見守り等の配置
・交通違反の取締りを行う

小学校

帯広警察署
継続中

48 46 広陽小学校 市道西18南3・2号線 ○ 帯広市西１８条南３丁目 スピードを出す車両が多い
・児童への注意喚起実施
・注意喚起看板の設置

小学校
市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

49 47 広陽小学校 市道西18南4・2号線 ○ 帯広市西１８条南４丁目 スピードを出す車両が多い ・児童への注意喚起実施
小学校

継続中

50 74 広陽小学校 西8号南線（光西橋） ○ 帯広市西１８～１９条南３丁目
白樺通から光西橋南側までの道路幅員が
狭小

・児童への注意喚起実施
・都市計画決定断面での道路整備に向けて検討中

小学校
市土木課

継続中

51 48 啓北小学校
西5号北甲線（都市計画道路
玄武通）

○
帯広市西１５～１６条北１～７丁
目

歩道と車道の区別がない
・歩車道分離した道路整備（現在整備中）
・推奨通学路を提示する

市土木課
小学校

道路整備完了（H26）

52 49 啓北小学校 市道西5号北甲線 ○ 帯広市西１５条北７丁目 横断箇所に信号機がない ・ボランティア等による見守り等の配置 小学校 継続中

53 50 啓北小学校
市道西3･4号北1･2線間・1号
線

○ 帯広市西１１条北７丁目 一時停止の規制がない ・地域住民とともに安全啓発に努める 小学校 継続中

54 51 啓北小学校 市道北2線 ○ 帯広市西１５条北７丁目 道路を横断する歩行者が多い ・最寄の横断歩道を渡るよう啓発に努める 小学校 継続中

55 52 啓北小学校 市道西4号北甲線 ○ 帯広市西１３条北７丁目
登下校時には歩道が混雑するため、車道を
歩く歩行者がいる

・ボランティア等による見守り等の配置 小学校 継続中

56 53 開西小学校 市道西帯広団地・6号線 ○ 帯広市西２２条南３丁目 歩道幅が狭い ・ボランティア等による見守り等の配置 小学校 継続中

57 54 明和小学校
市道西19南5・2号線
市道西20南5・2号線

○
帯広市西１９条南５丁目
帯広市西２０条南５丁目

歩道と車道の区別がない
・歩車道分離した道路整備（現在整備中）
・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員に
よる見守り活動の実施

市土木課
小学校

・西19南5・2号線：道路整備完了
・保護者への啓発等は継続中

58 55 明和小学校 市道西19南4･2号線 ○ 帯広市西１９条南４丁目 横断箇所に信号機がない

・ボランティア等による見守り等の配置
・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員に
よる見守り活動の実施
・注意喚起看板の設置

小学校

市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

59 56 明和小学校 市道西19南4･21号線 ○ 帯広市西１９条南４丁目 横断箇所に横断歩道・信号機がない
・ボランティア等による見守り等の配置
・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員に
よる見守り活動の実施

小学校 継続中
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60 57 明和小学校 市道西19南4･2号線 ○ 帯広市西１９条南４丁目 夕方になると暗い
・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員に
よる見守り活動の実施
・町内会と防犯灯の協議

小学校 継続中

61 58 明和小学校 市道西19南4･8号線 ○ 帯広市西１９条南４丁目 スピードを出す車両が多い
・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員に
よる見守り活動の実施

小学校 継続中

62 59 明和小学校 市道西19南4･2号線 ○ 帯広市西１９条南４丁目 信号機と横断歩道の不足
・ボランティア等による見守り等の配置
・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員に
よる見守り活動の実施

小学校 継続中

63 60 森の里小学校 市道西帯広団地・36号線 ○ 帯広市西２２条南４丁目 歩道幅が狭い
職員、ＰＴＡ、地域の人材を活用して、登下校時間の児童を継続して
指導、見守りを行う

小学校 継続中

64 61 森の里小学校 市道西帯広団地・99号線 ○ 帯広市西２２条南４丁目 道路を横断する歩行者が多い
職員、ＰＴＡ、地域の人材を活用して、登下校時間の児童を継続して
指導、見守りを行う

小学校 継続中

65 62 清川小学校 道道清水大樹線 ○ 帯広市美栄町西３線 歩道と車道の区別がない
・スクールバスへの乗車を推奨
・ボランティア等による見守り等の配置
・注意喚起看板の設置

小学校

市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

66 63 清川小学校 市道拓成・戸蔦線 ○
帯広市上清川町西１～４線
拓成町西４～５線

道幅が狭く、カーブの見通しが悪い スクールバスの安全運転の徹底 小学校 継続中

67 64 広野小学校
市道広野・中札内線
市道広野・西3線線

○ 帯広市広野町西１～３線
歩道舗装上に雑草が生え、幅員を狭くして
いる

・児童生徒へ注意喚起 小学校 継続中

68 65 広野小学校 道道八千代帯広線 ○
帯広市八千代帯広線の２９号か
ら３１号間

雑草及び歩道舗装が傷んでいる
・舗装の補修と雑草（実施時期は現在検討中）
・児童生徒へ注意喚起

北海道
小学校

舗装の補修・除草　実施済
（北海道）

69 66 大正小学校 市道大正・３丁目西線 ○ 帯広市大正町基線
歩道と車道の区別がない
照明灯が木で覆われている

・児童生徒への声掛け
・安全パトロールの実施
・駐在所へのパトロールのお願い

小学校 継続中

70 67 大正小学校
市道大正・18号東線
市道昭和・東1線線

○ 帯広市大正町東１線 横断箇所に横断歩道・信号機がない
・ボランティア等による見守り等の配置
・注意喚起看板の設置

小学校
市安心安全課

・注意喚起の看板設置
・対策については現在も継続中

71 68 愛国小学校 市道愛国・1号線 ○ 帯広市愛国町基線～東１線 歩道と車道の区別がない ・安全な通行の啓発 小学校
継続中
平成２９年度　指定通学路から除外

72 69 愛国小学校

市道愛国・東1線線
市道愛国・5号線
市道愛国・6号線

○ 帯広市愛国町基線～東２線 歩道と車道の区別がない ・安全な通行の啓発 小学校 継続中

73 70 愛国小学校
市道旧広尾道路甲線
市道愛国・6号線

○ 帯広市愛国町東１線～東２線 歩道と車道の区別がない ・安全な通行の啓発 小学校
継続中
平成２９年度　指定通学路から除外

74 71 愛国小学校 市道愛国・基線線 ○ 帯広市愛国町南１０線 横断箇所に横断歩道、信号機がない ・安全な通行の啓発 小学校 平成28年度　指定通学路から除外

75 72 愛国小学校 市道愛国・基線線 ○
帯広市愛国町南１０線～１１線、
零号、基線

歩道に雑草が生えている
歩道にひび割れ、段差がある

・安全な通行の啓発
・道路パトロールの実施

小学校 継続中

76 73 愛国小学校
道道愛国停車場線
市道愛国駅・前線

○ ○ 帯広市愛国町基線 横断箇所に信号機がない ・安全な通行の啓発 小学校 継続中


