
※Ｈ30年度調査地点

【大麻小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

① 市道大麻宮町２号道路
大麻宮町２番地先
（１４丁目通りとの交差点）

横断歩道がない
【冬期間】
朝は太陽光で信号が見えづらい
通行車両が一時停止線で止まれない
滑りやすく危険
歩道幅が狭く、車道を歩行している

児童への指導、立哨指導
信号機視認性を確認しＬＥＤ化検討
滑り止め材の散布
学校敷地際への投雪など学校との連携継続
横断歩道の設置を公安委員会に継続要望

小学校
江別警察署

道路管理者（市）
江別市

② 市道大麻宮町７号道路 大麻桜木町１９番地先

交通量が多いが、歩道は片側のみで狭い
【冬期間】
歩道幅が狭く、車道を歩行している
（歩道が確保されていない区間有り）

児童への指導、立哨指導
車道用除雪車による乗り上げ除雪
登下校時の車両通行規制を公安委員会に継続
要望

小学校
道路管理者（市）

江別市

③
市道大麻桜木町４号道路
【終了】

大麻桜木町２１番地付近 車歩道の境界線がない
児童への指導
区画線を施工（Ｈ28年度）

小学校
道路管理者（市）

④
道道大麻東雁来線
（８６４号）

大麻４８０番地付近 車歩道の境界線がない
児童への指導
注意喚起の看板設置（Ｈ28年度）

小学校
道路管理者（道）

⑤
道道大麻東雁来線
（８６４号）

大麻２５８番地付近
（１４丁目通りとの交差点）

横断箇所の交通量が多く、信号機・横断歩道が
ないため危険

児童への指導
横断旗の設置
道路形状変更後に交通量変化を確認し検討
信号機の設置を公安委員会に継続要望

小学校
江別警察署
江別市

⑥
道道東雁来江別線
（６２６号）

大麻桜木町２１番地先
（３番通りとの交差点）

横断箇所の交通量が多い
ストップマークが見えづらい
【冬期間】
歩道幅が狭く、車道を歩行している
雪山で左折車からの視界が悪い
路面凍結時スピードを上げて曲がってくる右折
車が危険

児童への指導、立哨指導
車両誘導線設置（Ｈ29年度）
右折レーンカラー舗装（H31年度予定）
適切な除排雪の計画
交差点のストップマークの張替（Ｈ29年度、Ｈ30年
度)

小学校
道路管理者（道）

江別市

⑦ 市道兵村４番通り 大麻元町１９４番地１地先
交通量が多く、通行車両の速度が速い
路肩、歩道が狭い

児童への指導
取締による速度抑制を図る
拡幅整備予定

小学校
江別警察署
江別市

⑧ 市道大麻宮町２号道路 大麻宮町１番地先
【冬期間】
歩道が確保されていない

児童への指導
学校敷地際への投雪など学校との連携継続
登下校時の車両通行規制を公安委員会に継続
要望

小学校
道路管理者（市）

江別市

江別市内通学路の対策箇所一覧



※Ｈ30年度調査地点

江別市内通学路の対策箇所一覧

【大麻東小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

① 市道兵村１番通り
大麻東町３５番地
（大麻東町公園との交差点）

通行車両の速度が速い

児童への指導
警ら活動による速度抑制を図る
押しボタン式信号機の設置を公安委員会に継続
要望

小学校
江別警察署
江別市

② 市道兵村１３丁目通り
大麻東町１０番地先
（１番通りとの交差点）

交通量が多く、通行車両の速度が速い

児童への指導
警ら活動による速度抑制を図る
信号機の設置を公安委員会に継続要望
横断歩道の設置を公安委員会に新規要望（大麻
東町２６号道路との交差点）

小学校
江別警察署
江別市

③ 市道兵村１３丁目通り
大麻園町２番地先
（３番通りとの交差点）

交通量が多く、通行車両の速度が速い
交差点付近の見通しが悪い

児童への指導
取締による速度抑制を図る

小学校
江別警察署

④ そのまち公園内道路
大麻園町３５番地
（そのまち公園内）

街灯が少ないため公園内は暗く、人通りも少ない
児童への指導
公園灯周辺の樹木の剪定

小学校
江別市

⑤ 市道大麻東町２８号道路 大麻東町３２番地先
【冬期間】
歩道が十分に確保されていない区間がある

児童への指導
可能な範囲で幅員確保を継続

小学校
道路管理者（市）

⑥ 市道大麻東町２８号道路
大麻東町３１番地先
（１３丁目通り交差点）

【冬期間】
排雪が十分行われず見通しが悪い

児童への指導
交差点見通しの確保

小学校
道路管理者（市）



※Ｈ30年度調査地点

江別市内通学路の対策箇所一覧

【大麻西小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

① 市道大麻学校通り
大麻扇町３番地先
（大麻扇町３号道路との交差点）

時間帯にかかわらず進入する車両がある
【冬期間】
積雪のためスクールゾーンが分かりづらい

児童への指導、立哨指導
規制時間帯の変更（Ｈ30年度）
交通標識の立替（H30年度）
横断歩道の設置を公安委員会に継続要望

小学校
江別警察署
江別市

② 市道大麻６号道路
大麻ひかり町４１番地先
（大麻３号道路との交差点）

一時停止を越えて交差点へ侵入する車両があ
る
【冬期間】
滑りやすい

児童への指導、立哨指導
住宅街における一時停止違反の取締強化
防滑材の散布

小学校
江別警察署

道路管理者（市）

③
道道大麻東雁来線
（３番通）

大麻ひかり町４３番地先付近
（１６丁目通りとの交差点）

横断箇所の交通量が多く、歩道が狭い
【冬期間】
積雪のため歩道が狭い

児童への指導、立哨指導
横断歩道カラー化（H31年度予定）
適切な除排雪の計画

小学校
道路管理者（道）

④ 市道大麻西町２号道路 大麻西町７番地先 下り坂のカーブで見通しが悪い
児童への指導、立哨指導
注意喚起看板を設置（H30年度）

小学校
江別市



※Ｈ30年度調査地点

江別市内通学路の対策箇所一覧

【大麻泉小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

① 市道兵村１０丁目通り
野幌住吉町３９番地先
（大麻泉小校区側の歩道）

【冬期間】
歩道の除雪がされないため車道を歩行している

児童への指導
排雪作業時は、乗り上げ全排雪とし、両側歩道を
利用できる期間を可能な限り確保

小学校
道路管理者（市）

② 市道大麻泉町３１号道路
大麻泉町２９番地先
（11丁目通りとの交差点）

交通量が多く、通行車両の速度が速い
児童への指導
ゾーン３０規制新設の検討区域内
注意喚起看板を設置（H28年度）

小学校
江別警察署
江別市

③ 市道大麻泉町３１号道路
大麻泉町２８番地先
（十字路交差点）

交通量が多く、通行車両の速度が速い

児童への指導
ゾーン３０規制新設の検討区域内
注意喚起看板を設置（H28年度）
一時停止標識、横断歩道設置を公安委員会に新
規要望

小学校
江別警察署
江別市

④ 市道兵村１０丁目通り
野幌末広町４０番地付近
(１番通りとの交差点）

横断箇所の交通量が多い
国道１２号から進入してくる車両が横断歩道前
で止まらないことが多い

児童への指導、立哨指導
注意喚起看板を設置（Ｈ28年度）

小学校
江別市

⑤ 国道１２号 野幌松並町２６番地付近
押しボタン式信号機のボタンを押しても青信号
になるまで時間がかかる

児童への指導、立哨指導
信号機の時間変更を公安委員会に継続要望

小学校
江別市

⑥ 市道兵村１１丁目通り 大麻泉町２７番地先
【冬期間】
排雪が十分に行われず見通しが悪い

児童への指導
交差点見通し確保の他、全排雪により対応

小学校
道路管理者（市）



※Ｈ30年度調査地点

江別市内通学路の対策箇所一覧

【文京台小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

① 市道文京台２１号道路
文京台２３番地先
（北翔大学短期大学部から国道１
２号）

【冬期間】
北側歩道が除雪されないため南側歩道へ横断
しなければならず危険

児童への指導、立哨指導
排雪作業時は、乗り上げ全排雪とし、両側歩道を
利用できる期間を可能な限り確保

小学校
道路管理者(市)

②
市道西野幌開拓幹線（文教
通）

文京台２番地付近の交差点

【冬期間】
雪山のため見通しが悪い
春先になると周辺の歩道が凍結し、児童が転倒
する危険がある

児童への指導、立哨指導
砂箱の設置（H30年度）
拡幅除雪等と連携し対応

小学校
道路管理者(市)

③ 市道文京台４１号道路 文教通から文京台南町公園
【冬期間】
道路脇に盛られた雪によって歩道が確保されず
危険

児童への指導、立哨指導
全排雪により対応

小学校
道路管理者(市)



※Ｈ30年度調査地点

江別市内通学路の対策箇所一覧

【いずみ野小学校】

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体

① 市道兵村４丁目通り 元江別８４９番地先付近
横断箇所の交通量が多く、通行車両の速度も
速い

児童への指導、立哨指導
横断歩道の設置を公安委員会に継続要望
注意喚起看板の設置（H29年度）

小学校
江別市

② 市道兵村４丁目通り
元江別８１８番地先付近
（牧草地側）

横断箇所の交通量が多く、通行車両の速度も
速い
歩道が整備されていない

児童への指導、立哨指導
歩道の整備を検討
注意喚起看板の設置（H29年度）

小学校
道路管理者（市）

江別市

③ 市道兵村４丁目通り 元江別８３１番地先付近

横断箇所の交通量が多く、通行車両の速度も
速い
歩道の一部が狭い
【冬期間】
片側の歩道しか除雪されていない

児童への指導、立哨指導
歩道の整備を検討
排雪時に歩道部分も含め対応
注意喚起看板の設置（H29年度）

小学校
道路管理者（市）

江別市

④ 市道元江別１号幹線 元江別８２０番地先 交通量が多く、通行車両の速度が速い

児童への指導、立哨指導
警ら活動による速度抑制を図る
注意喚起看板を設置（Ｈ30年度）
押しボタン信号設置を公安委員会に継続要望

小学校
江別警察署
江別市


