
 

 

  

日高町通学路交通安全

プログラム 

 

～通学路の安全確保に関する取組の方針～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７ 年８月 

（一部改訂 令和３年９月） 

日高町通学路安全推進会議 
 

      



 

１ プログラムの目的 

 

全国で登下校中の児童生徒（以下「児童等」という。）が死傷する事故が相次いで

発生していることから、町内全小学校の通学路の安全確保に向けた取組を行うため、

このたび、関係機関の連携体制を構築し、「日高町通学路交通安全プログラム」を策

定しました。 

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学でき

るように通学路の安全確保を図っていきます。 

 

２ 通学路安全推進会議の設置 

 

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「日高町通学路安全推進会議（以

下「推進会議」という。）を設置しました。本プログラムは、この会議で議論し、策

定しました。 

(1) 北海道札幌方面門別警察署  地域･交通課長  

(2) 北海道開発局室蘭開発建設部 苫小牧道路事務所 副所長 

(3) 北海道開発局室蘭開発建設部 日高道路事務所 副所長 

(4) 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 門別出張所 所長 

(5) 日高町立小中学校校長会を代表する者 

(6) 日高町ＰＴＡ連合会長 

(7) 日高町役場 企画財政課長 

(8) 日高町役場 住民生活課長 

(9) 日高町役場 建設課長 

(10) 日高町役場 総合支所 地域経済課長 

(11) 日高町教育委員会分室 生涯学習課長 

(12) 日高町教育委員会 教育長及び管理課長 

(13)その他教育委員会が必要と認める者 

 

３ 取組方針 

 

(1) 基本的な考え方 

児童等が安全・安心に通学できることを目的に、定期的な合同点検の実施や対策の

改善・充実等の取り組みを継続するとともに、対策実施後の効果を把握し、改善・充

実を図ります。 



また、行政は、通学路の安全対策を、学校は、中心となって交通安全教育を推進す

るとともに、関係機関は、地域と協働し児童等の安全を確保します。 

これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を

図っていきます。 

 

           [通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 合同点検の実施及び対策の検討（Ｐｌａｎ） 

ア 危険箇所把握 

各小中学校は、年１回、通学路の危険箇所を教育委員会へ報告します。 

イ 合同点検の実施等 

危険箇所の報告を受け推進会議のメンバーが、２年に１回、夏休み前を目途に

合同点検を実施します。 

ただし、合同点検を行わない年は、緊急に対策が必要な箇所についてのみ、町

と学校が点検を行い、推進会議において報告します。 

Ｐｌａｎ  

合同点検の実施   

及び対策の検討  

・ 危険箇所把握 

・ 対策の立案 

 

Ｃｈｅｃｋ  

対策効果の把握  

・ 対策実施後の意見集約  

・ 評価と検証の実施 

 

Ａｃｔｉｏｎ  

対策の改善・充実  

・ 新たな危険箇所の追加  

・ 補修状況の確認  

・ 対策方法の変更 

Ｄｏ  

対策の実施  

・ ハード施策の実施  

・ ソフト施策の実施 

 



ウ 対策の立案 

推進会議では、合同点検の結果から明らかになった対策が必要な箇所について、

箇所ごとに歩道整備や防護柵設置のようなハード施策の実施や交通規制や交通

安全教育のようなソフト施策の実施など具体的な実施メニューを検討し立案し

ます。 

 

(3) 対策の実施（Ｄｏ） 

対策の実施にあたっては、ハード施策及びソフト施策が円滑に進むよう、推進

会議のメンバー間で連携を図ります。 

 

(4) 対策効果の把握（Ｃｈｅｃｋ） 

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上

がっているのか、また児童等が安全になったと感じているのか等を確認するため、

保護者や地域の意見を集約し、対策効果の評価と検証を実施します。 

 

(5) 対策の改善・充実（Ａｃｔｉｏｎ） 

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、新たな危険箇所の追加、

補修状況の確認及び対策方法の変更など対策内容の改善・充実を図ります。 

 

４ 箇所図、箇所一覧表の公表 

 

中学校区ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するため

に中学校区ごとの「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。 

 

 

【別添資料】 

(1) 別添１ 対策一覧表 

(2) 別添２ 対策箇所図 



学校名 日高小 学校

番　号

小学校校門につながる直線道路ではあるが、ガードレール等

がなく、登下校の際とても危険である。

学校前の駐車場にある側溝の蓋（コンクリートブロック）が外

れたままになっている。※廃品小屋から７枚目

車は多くはないが、歩道や横断歩道がなく通行や横断の際に

危険を伴う。

※緊急を要するもの、そうでないものに関わらず、危険な状況にあるものについては、すべて記入してください。

◆地図や写真なども必要になりますので、よろしくお願いします。

1

通学路危険箇所一覧表
令和３年９月２８日現在

路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 R3検討結果

国道から学校通に曲がったところの右手に蓋のない用水路が続く。車道
の両端に歩道がなく、車道を横切っていったん反対側に渡ってからまた
渡りなおすのに危険を伴う。雨天時はかなり強い水流にある。過去に低
学年児童が数名、用水路に落ちて危険な状況になった。

町道１５号線 松風町２丁目２５３番地

（学校通）

同じく、国道から学校通に入ったところ（旧小西木材車庫
裏）の側溝周りには折れたパイプ（除雪範囲を示すポー
ル？）が２箇所折れたままになり、子供だけでなく付近で
転んだ場合に大けがにつながる可能性が高い。

令和５年度から町
道１５号線を順
次、整備する計
画。その際、歩道
も整備する。それ
までは、抜け道禁
止等の看板を設置
して対応する。

栄町東２、３丁目



学校名 日高中 学校

番　号

※上記の例のような記載のほか、位置が分かるような地図等も添付をお願いいたします。（様式不問。手書き可）

※緊急を要するもの、そうでないものに関わらず、危険な状況にあるものについては、すべて記入してください。

1

2

冬期の積雪時の除雪対応が遅く，生徒は除雪されてない

道路を歩いて登校している。このとき，車と接触する危険

性が高く，改善が必要である。

冬期の積雪時の除雪対応が遅く，生徒は除雪されてない

道路を歩いて登校している。このとき，車と接触する危険

性が高く，改善が必要である。

近くに歩行者がいた場合は大変危険である。

町坂の谷側と村坂の道路周辺には大木が多い。常に木々の

村坂 宮下町3丁目 状況を観察し，強風時に倒木の危険性がある木々を早めに

伐採する必要がある。

道路周辺は私有地
が多く、木の伐採
は難しいが、草刈
りについては、地
権者の許可を得て
行っている。

通学路危険箇所一覧表
令和３年９月２８日現在

路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 R3検討結果

国道から町坂に入るところで舗装道路の路面に凹凸がある。

町坂 宮下町3丁目 車のスピードを出したときにハンドルを取られる可能性があり，
心理的にスピード
ダウンさせるた
め、外側線を内側
に引くことを検討
する。また通行の
妨げになる張り出
した枝を払うこと
も検討する。

町坂の谷側と村坂の道路周辺には大木が多い。常に木々の

状況を観察し，強風時に倒木の危険性がある木々を早めに

伐採する必要がある。



学校名 富川小・中 学校

番　号

1

3

4

5

6

7

2

両側の歩道整備は難
しい。除雪の対応は
徹底して行ってい
く。児童生徒に対し
安全教育等の指導を
行う。富川西6丁目 歩道がなく、冬場は歩行者が公道にはみ出して歩行する状態になる。

（コンビニエンストントン付近）

国道２３５号線の片側が整備されておらず、歩道がない。

国道235号線 富川西６丁目～８丁目 また、横断歩道・信号機がないため、歩道側に横断できない。

特に冬は道路が狭くなり危険。

通学路危険箇所一覧表
令和３年９月２８日現在

路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 R3検討結果

２本の国道が交差するところから南にのびる町道。 歩道設置のための用地確
保は非常に難しい。引き
続き交差点に交通指導員
を配置し対応する。

町道富川南１号線 富川南１丁目 歩道がなく危険。

国道２３５号線の元グルメシティ前の坂道。 ガードレール設置
の優先度は低いと
思われる。

国道235号線 富川南２丁目～西５丁目 坂道に車道・歩道を隔てるガードレールがなく危険。

夏冬ともに非常に危険。また、街灯が少ないので、暗い。

町の歩道整備の中
でも優先度は低い
と思われる。

町道富川東4号線 富川東4丁目 歩道が狭く、冬場は歩行者が公道にはみ出して歩行する状態になる。

（佐留太生活館入り口の交差点付近）

交通量は多いが、
車止めポールも整
備されている。

国道235号線 サッポロドラッグストア交差点 整備はされているが、交通量が多く、児童も往来も多い。

（３年前、自転車乗車中の小学校児童と車の接触事故あり。）

道道は、踏切が撤去され
た際に歩道整備を検討す
る。町道は、道路が直線
になるような改良も検討
する。

道道富川停車場線 磯田組前踏切・交差点 変形交差点で横断歩道等もない。見通しも悪い。

(289号線)

交通量は多いが歩
道も整備されてい
る。

国道237号線 富川インター出入り口 整備はされているが、交通量が多い。



学校名 門別小 学校

番　号

※上記の例のような記載のほか、位置が分かるような地図等も添付をお願いいたします。（様式不問。手書き可）

※緊急を要するもの、そうでないものに関わらず、危険な状況にあるものについては、すべて記入してください。

通学路危険箇所一覧表
令和３年９月２８日現在

路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 R3検討結果

ー 町道緑町本町1号線 緑町踏切付近
踏切と交差点の距離が近く交通量も多い。また、「一時停
止廃止に伴う通行速度の増加」「踏切の歩道がないこと」
により、児童が渡るには危険。

R3.8.23 仮歩道設置

1 国道２３５号線
セイコーマート門別緑町店か
ら学校入り口を示す看板の辺
りまでの坂道（歩道）

国道で交通量が多いのに、ガードレールがない。大型車通行時、
風であおられる等で、国道に出てしまうことも想定されるので、
危険性が高い。

ガードレール設置の
優先度は低いと思わ
れる。冬期間、どの
くらいの頻度で吹
雪・ホワイトアウト
になるか不明確であ
る。

3
道道正和門別停車
場線（351号線）

門別本町196 交通量が多く、見通しも悪い。

路上駐車がなければ
見通しは良いと思わ
れる。警察では取り
締まりも検討する
が、地域事情も考慮
し、すぐにはできな
い。

2
町道緑町本町1号

線
緑町踏切付近～日高町役場の
歩道

歩道が狭く（一部極端に狭い）、白線が不明確である。

歩道設置のための
用地確保は非常に
難しい。令和4年
度、外側線を引く
ことは検討する。



学校名 門別中 学校

番　号

※上記の例のような記載のほか、位置が分かるような地図等も添付をお願いいたします。（様式不問。手書き可）

※緊急を要するもの、そうでないものに関わらず、危険な状況にあるものについては、すべて記入してください。

通学路危険箇所一覧表
令和３年９月２８日現在

路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 R3検討結果

1 国道２３５号線 門別本町～富浜～富川東
街灯の間隔が広く、日没後の下校時、非常に暗いため危険。街灯
の数を増やして欲しい。誰かに待ち伏せされていても分かりづら
い状況。昨年度の秋から下校時間の設定を早めることにした。

街灯は、設置時に十分
との判断をしている。
防犯灯設置については
検討していく。

2 町道本町９号線 門別本町１０２付近

フォークリフトやトラックが停車していて動き出すときがある。
それを避けて通学しているときに対向車等が来ると事故が起こる
かもしれない。路側帯設置が無理なら一時停止やスクールゾーン
の標識設置の検討をお願いしたい。保護者から要望あり。

公安委員会が指定す
る標識やスクール
ゾーンを直ちに整備
することは難しい。
まずは交通安全の看
板を設置するなどの
対応を検討する。



学校名 厚賀小 学校

番　号

※上記の例のような記載のほか、位置が分かるような地図等も添付をお願いいたします。（様式不問。手書き可）

※緊急を要するもの、そうでないものに関わらず、危険な状況にあるものについては、すべて記入してください。

1

現地確認時は、牧
草は伸びていな
い。歩道の痛みは
激しいが、整備す
る優先度はかなり
低いと思われる。

厚賀20号線

６月くらいから牧草が伸び始め、学校から児童の通学状況
が確認できない。地主との折衝が難しい。

門別方面から来てセイコー
マートを左折し学校までの道

歩道があるが、痛みが激しい。

学校前の町道の両側

通学路危険箇所一覧表
令和３年９月２８日現在

路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 R3検討結果



学校名 厚賀中 学校

番　号

日高道に向かう道路の交通量が多い。

※上記の例のような記載のほか、位置が分かるような地図等も添付をお願いいたします。（様式不問。手書き可）

※緊急を要するもの、そうでないものに関わらず、危険な状況にあるものについては、すべて記入してください。

通学路危険箇所一覧表
令和３年９月２８日現在

路　線　名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 R3検討結果

1
道道比宇厚賀停車
場線

交通量は多いが歩道
は整備されている。

2 私有地、町有地 道幅が狭い割に車のスピードが出ている。

町道認定されておら
ず、一部私有地なの
で、通学路として使用
しないよう指導する。

日高線廃止にともなってバス運行がされているが、浜に向
かう道路の歩道の整備が十分でない。

道道側の歩道は、老朽
化し、縁石も低くなっ
ているが、両側に１．
５ｍずつ確保されてい
る。町道側の歩道の整
備は、用地確保の関係
で難しいが、外側線を
引く検討をする。

3
道道比宇厚賀停車
場線、厚賀5号線


