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（丁）

信号と短い横断歩道があるが、信号を守
らない人も見かける。

「自転車とまれ」の標識等の
設置

土木管理課 （現場調査済）現在、対応策を検討中です。

信号と短い横断歩道があるが、信号を守
らない人も見かける。

歩行者用信号の設置 巣鴨警察署（交通課）
（現場調査済) 信号機を改良すべく本部主幹課と協議中で
す。

豊成小学校② 道路 北大塚

・本年度、本校児童が自転車で事故に
遭っている。
・商店街の道まで下り坂のため、自転車
の乗り方に注意が必要。

「自転車とまれ」の標識等を設
置

土木管理課 （現場調査済）現在、対応策を検討中です。

豊成小学校③ 道路 北大塚
通学路であるが、交通安全上の問題あ
り。

車道まで広がって陳列してい
るお店等があるため、警察か
ら注意等を要望する。

巣鴨警察署（交通課）
（現場調査済) 区役所担当部署と共同して指導警告をしてい
きます。

ガードレールを設置 道路整備課

（現地調査済）従前が拡幅により4ｍとなる道路。中心より学
校側に3ｍの拡幅をしたため、計5ｍの道路となっておりま
す。学校脇以外は、4ｍ以下の道路となっております。また、
交通規制は一方通行となっております。ガードレール等の設
置には、警察署との協議が必要となっており、一方通行の場
合、幅員が6ｍ以上ないと車両の通行に制限がかかるため
ガードレールの設置は困難です。今後、幅員の変更の際に
改めて、検討します。また、スピード抑制等の看板等の設置
も検討します。

「歩車分離」の路面表示の設
置

土木管理課 （現場調査済）現在、対応策を検討中です。

速度抑制対策等の設定 巣鴨警察署（交通課） 生活道路における速度抑制対策等を検討します。

路上駐車対策として警察に巡
回をしてもらう。

池袋警察署（交通課）
（対応済）駐車取締りの重点地域として既に路上駐車対策を
実施しております。

道路 池袋

・横断歩道、信号のない十字路
・横断歩道ではない場所を多くの大人が
渡るため、子供も渡ってしまう。
・路上駐車が多く、死角が多い。

【交通安全】通学路合同点検_対応一覧

管理番号

要望個所

要望理由 対応内容

池袋小学校①

上池袋
朝の通勤・通学時間帯などに、スピードを
出して通行しているバイク・自転車を見か
ける。

対応先要望内容

豊成小学校① 道路 上池袋

豊成小学校④ 道路



信号及び横断歩道を設置す
る。

池袋警察署（交通課）
（対応不可）東西の両側に信号機・横断歩道が設置されてお
り、要望箇所と設置間隔が近すぎるため設置不可です。

路上駐車対策として警察に巡
回をしてもらう。

池袋警察署（交通課）
（対応済）駐車取締りの重点地域として既に路上駐車対策を
実施しております。

信号及び横断歩道を設置す
る。

池袋警察署（交通課）

（対応不可）要望箇所の現状は横断路です。横断路には1箇
所しか横断歩道を設置できません。要望箇所に横断歩道を
設置すると交差点へと変わりますが、警察庁の交差点設置
基準を満たしていないため設置不可です。

横断させないようにガードレー
ル等を設置

道路整備課
要望箇所は、通行機能と倉庫の出し入れを行うスペースと
なっております。ガードレールの設置は、横断抑止の効果が
あるが、倉庫の出入りに支障となるため、設置は困難です。

横断させないように道路標識
等を設置

土木管理課 （対応不可）公道ではないため道路標識は設置不可です。

ミラーの設置 道路整備課

（現地調査済）カーブミラーは、自動車の運転者向けに設置
しており、調査時点では、車両の通行が見受けられませんで
した。
また、ミラーの設置候補箇所には、車庫があり、設置できな
い状況です。今後、道路拡幅、隅切等の設置が見られた際
に、改めて、設置の検討を行います。

「自転車止まれ」「スピード落と
せ」の看板設置

土木管理課 （現場調査済）現在、対応策を検討中です。

ミラーの設置 道路整備課

過去に、宅地側にミラーを設置させていただいた交差点の箇
所です。土地所有者より、撤去要望があったため撤去を行い
ました。再設置を検討しましたが、他の場所も駐車場等の入
口等で設置が難しい状況です。

自転車、自動車のスピード制
限、一時停止を喚起する看板
等の設置。

土木管理課 （現場調査済）現在、対応策を検討中です。

池袋第一小学校
③

道路 池袋本町
踏切から侵入してくる自動車がスピードを
出してくる。現状でも注意看板が設置され
ているが、増設して欲しい。

「子どもの飛出し注意」の看板
の増設。

土木管理課 （現場調査済）現在、対応策を検討中です。

池袋小学校③ 道路 池袋
横断歩道のないところを横断する人がい
る。

池袋第一小学校
①

道路 上池袋

・道が狭く急な曲がり角（クランク）で、ミ
ラーがないので接触事故が起こりそうで
ある。
・坂のところで自転車がすごいスピードで
下りてくる。

池袋小学校② 道路 池袋

・片側しか横断歩道がなく、信号もない十
字路
・人通りが多いが、交通ルールを守らない
人が多い。
・横断歩道ではない場所を渡る人が多
い。

道路 池袋

・横断歩道、信号のない十字路
・横断歩道ではない場所を多くの大人が
渡るため、子供も渡ってしまう。
・路上駐車が多く、死角が多い。

池袋第一小学校
②

道路 上池袋

・曲がり角が死角になっている。道が狭い
のにも関わらず、自動車がスピードを出し
て通る。自転車の飛び出しも多い。
・現在、一角が工事中で、それまであった
カーブミラーがなくなってしまっている。

池袋小学校①



（歩車分離）ポール等の設置 道路整備課

（現地調査済）幅員が6.5ｍほどの道路。交通規制は相互通
行となっております。ガードレール等の設置には、警察署との
協議が必要となっており、相互通行の場合、幅員が7ｍから
7.5以上ないと車両の通行に制限がかかるため、ガードレー
ルの設置は困難です。また、都市計画道路補助82号線の事
業中であり、事業の進捗をみて、安全対策を検討します。

路面表示の設置（スクール
ゾーンであることを表示する
緑色にペイント）

土木管理課
要望について、管轄の池袋警察署に伝え、年１回実施してい
るスクールゾーンカラー舗装工事の希望箇所調査の回答書
への記載を依頼予定です。

池袋第一小学校
⑤

道路 池袋本町
自転車ストップマーク及びスクールゾーン
の標記が消えている

路面表示の修復 道路整備課

（現地調査済）スクールゾーンは、交通規制のある箇所に設
置を行います。要望箇所は、交通規制がかかっていないた
め、再設置は行いません。警察署も区としても、舗装改修の
際には、撤去を要望されている箇所です。自転車のストップ
マークについては、設置を行う予定です。

池袋第一小学校
⑥

地下道 上池袋
階段付近の路面表示（方向矢印）が消え
ている。

路面表示の修復 道路整備課
（現地調査済）路面標示が消えかけ、もしくは、消えている状
況を確認。時期をみて、設置を行います。

巣鴨小学校① 道路 南大塚
道幅が狭く、見通しがきかない。通行車両
との接触、急な飛び出しなど、交通事故等
の発生の恐れがある。

ミラー等の角度の修正、又は
新規設置

道路整備課
(現地調査済）道路がゆったり曲がっている路線。カーブミ
ラーは、一定の角度がないと鏡面に写る面積が少なくなり確
認が難しくなるため、設置は困難です。

巣鴨小学校② 道路 南大塚
道幅が狭く、見通しがきかない。通行車両
との接触、急な飛び出しなど、交通事故等
の発生の恐れがある。

自転車に対する「飛出し注意」
等の看板を設置

土木管理課 （現場調査済）現在、対応策を検討中です。

巣鴨小学校⑥ 全般 - -
スクールゾーンの規制時間中
に侵入する車両の取り締ま
り。

巣鴨警察署（交通課）
スクールゾーン規制時間中の指導取締の強化を検討しま
す。

清和小学校①
江戸橋公
園

巣鴨
公園周辺にバイクや自転車等が路上駐
車されている。

バイク・自転車等の路上駐車
の防止

巣鴨警察署（交通課）
区役所担当部署と協力して放置自転車対策と放置バイクに
対する指導取締の強化を検討します。

高松小学校① 道路 千川

信号のないバス通りに面した交差点で交
通量も多く交通事故の危険性の高い場所
である。高校生の通学路と重なり人通りも
多い。

「交通事故の注意喚起」の看
板の設置

土木管理課
（現地調査済）経年劣化により破損した注意喚起電柱幕の再
設置について検討中です。

ミラーの設置 道路整備課
（現地調査済）隅切りあるものの、一部見通しが悪いため、通
信事業者の電柱を共架するように、協議を行い設置予定で
す。

高松小学校② 道路 高松
見通しの悪い細いクランクで通学路として
多くの児童が利用している。以前自動車と
児童の接触事故が起きた場所である。

池袋第一小学校
④

道路 池袋本町
仮校舎移転に伴い新たに通学路に設定さ
れる道路。交通量が多い。



・スクールゾーンに設定
・速度制限をかける
・一方通行にする

目白警察署（交通課）

・スクールゾーン及び一方通行設定については、付近住民の
了解を必要とするため対応困難です。
・速度制限の設定についても道路の性質上不可と思われま
す。
・今後、カーブミラーの設置や路面への強調表示について道
路管理者と検討します。

「子ども飛出し注意」の看板等
を設置

土木管理課
（対応済）横断歩道の手前側の電柱に「危険スピード落とせ」
という内容の電柱幕を設置済です。

路面表示の修復 土木管理課 （対応済）路面表示修復済みです。

西巣鴨小学校① 道路 西巣鴨
道路の整備状況が悪く（でこぼこしてい
る）、子どもが転んだりして危険だ。

道路の穴やひび割れの修復 道路整備課 私道であるため、対応困難です。

西巣鴨小学校② 道路 西巣鴨
見通しが悪く、交通事故等の発生の可能
性が高い

ミラー等の設置 道路整備課
要望箇所が車庫前となっており、設置が困難です。また、設
置することで車両通行の支障となります。

南池袋小学校① 道路 南池袋
スクールゾーンの交通規制時間帯と登校
時間帯が合っていない。また、交通規制
時間にも関わらず進入する車両もあり。

スクールゾーンの交通規制時
間帯の変更

目白警察署（交通課）
要望を受け、平成31年4月1日から交通規制の時間帯を変更
します。合わせて、地域住民等に向けた啓発活動も実施する
予定です。

高南小学校① 道路 高田 スピード出す車が多く、危険である。

高松小学校② 道路 高松
見通しの悪い細いクランクで通学路として
多くの児童が利用している。以前自動車と
児童の接触事故が起きた場所である。


