
東村山市通学路危険箇所対策一覧表（令和３年９月緊急点検） 2022/3/31 時点

場所・形状 選定理由 実施済み 実施中 実施予定

ポール増設。 道路河川課 〇

歩行者用ストップマーク、注意喚起看板 交通課 〇

2 秋津小学校 第二中学校
東村山市秋津町3丁目49番地先
市道604-1

大型車両の通行懸念 R3.9月実施
対策無し
優先順位低

― ― ― ―

3 八坂小学校 第一中学校
東村山市栄町2丁目34番地先
市道348

スピード超過車両・事故事例 R3.9月実施 中央線の消去、西側歩行者用白線等を検討 道路河川課 〇

4 八坂小学校 第七中学校
東村山市栄町3丁目34番地から37番地先
主地16　府中街道

止まれ等ペイント劣化 R3.9月実施 野口橋交差点・八坂神社前交差点の信号前歩行者停止マーク塗り直し 都建設事務所 〇

信号前歩行者停止マーク塗り直し。グリーンベルト塗り直し 都建設事務所 〇

横断歩道の幅調整・外側線の延長・ポストコーン設置等検討 警察署 〇

6 八坂小学校 第七中学校
東村山市美住町1丁目6番地1付近
丁字路

事故事例　路面表示劣化 R3.9月実施 減速マーク塗り直し 警察署 〇

道路補修 道路河川課 〇

横断歩道塗り直し 警察署 〇

8 南台小学校 第一中学校
東村山市富士見町2丁目9番地80付近
市道128-1

歩行者の安全 R3.9月実施 幅員減少位置にて注意喚起シール等を検討 交通課 〇

9 久米川小学校 第二中学校
東村山市久米川町4丁目11番地から29番地先
一方通行路　市道368-1

一方通行逆走車 R3.9月実施 北側進入路の停止線を延長検討 警察署 〇

10 東萩山小学校 第三中学校
東村山市栄町1丁目1番地37付近
主地4　新青梅街道　栄町陸橋側道(下り坂カーブ)

スピード超過車両 R3.9月実施 ガードパイプ設置検討 都建設事務所 〇

11 青葉小学校 第五中学校
東村山市青葉町2丁目22番地1付近
市道466

歩行者と自転車の安全 R3.9月実施 歩行者用ストップマーク 交通課 〇

路面表示「止まれ」制限速度「30」「横断歩道」等塗り直し 警察署 〇

道路補修 道路河川課 〇

部分的に道路拡幅、減速マーク塗り直し 道路河川課 〇

横断歩道塗り直し 警察署 〇

14 富士見小学校 第一中学校
東村山市富士見町5丁目9番地から10番地先
補助道１

歩行者と自転車の安全 R3.9月実施 歩行者ストップマーク 交通課 〇

15 化成小学校 第二中学校
東村山市諏訪町1丁目9番地から20番地先
市道238-1　西宿通り

車通行量多　白線等劣化 過年度実施済み グリーンベルト補修・白線補修 道路河川課 〇

16 化成小学校 第四中学校
東村山市野口町1丁目10番地から11番地先
市道252-1

車通行量多　白線等劣化 過年度実施済み 白線補修 道路河川課 〇

17 化成小学校 第二中学校
東村山市諏訪町1丁目20番地付近
三叉路

道路形状複雑　一時停止無視 危険箇所として把握済み 停止線補修 警察署 〇

18 北山小学校 第四中学校
東村山市野口町3丁目10番地から12番地先
補助道7

車通行量多　歩行者の安全 危険箇所として把握済み グリーンベルト施工 交通課 〇

19 回田小学校 第四中学校
多摩湖町3丁目1番地16付近
日向橋の北　補助道5

道路の陥没 危険箇所として把握済み 陥没箇所の補修 道路河川課 〇

スクールゾーンペイント 道路河川課 〇

注意看板設置 交通課 〇

速度規制（ゾーン30）設定 警察署 〇

ゾーン30入口表示路面塗装 交通課 〇

速度規制（ゾーン30）設定 警察署 〇

ゾーン30入口表示路面塗装 交通課 〇

23 久米川小学校 第二中学校
東村山市久米川町3丁目19番地と22番地と39番地の間
三叉路

見通し悪い　減速マーク等を 危険箇所として把握済み 減速マーク等施工 道路河川課 〇

24 東萩山小学校 第三中学校
東村山市栄町1丁目22番地と23番地の間
市道359

車通行量多　白線等劣化 危険箇所として把握済み 白線補修 道路河川課 〇

25 秋津東小学校 第六中学校
東村山市秋津町２丁目１３番地5付近
三叉路

歩行者と自転車の安全 危険箇所として把握済み 歩行者用ストップマーク 交通課 〇

26 秋津東小学校 第六中学校
東村山市秋津町4丁目から5丁目先
秋津中通り　補助道9

車通行量多　歩行者の安全 過年度実施済み グリーンベルト施工 交通課 〇

27 秋津東小学校 第六中学校
東村山市秋津町5丁目14番地から2丁目38番地先
市道718

路面表示劣化 危険箇所として把握済み 白線補修 道路河川課 〇

28 野火止小学校 第五中学校
東村山市恩多町5丁目48番地と52番地先
市道417-1

歩行者の安全 危険箇所として把握済み グリーンベルト施行 交通課 〇

29 野火止小学校 第五中学校
東村山市恩多町5丁目47番地5付近
交差点

抜け道　大型車両 過年度実施済み スクールゾーン侵入取り締まり 警察署 〇

30 野火止小学校 第五中学校
東村山市恩多町5丁目19番地から11番地先
市道478-1

車通行量多　歩行者の安全 危険箇所として把握済み グリーンベルト施行 交通課 〇

31 久米川東小学校 第二中学校
東村山市久米川町1丁目23番地11付近
変則交差点

抜け道　見通し悪い 過年度実施済み シルバー確認員設置済み 学務課 〇

児童確認員設置 学務課 〇

歩行者用信号機点灯時間延長 警察署 〇

33 富士見小学校 第一中学校
東村山市富士見町1丁目23番地付近
西武鉄道多摩湖線　跨線橋

横断歩道橋老朽化 危険箇所として把握済み 補強工事 道路河川課 〇

34 富士見小学校 第一中学校
東村山市富士見町3丁目23番30付近
五差路

見通し悪い交差点 危険箇所として把握済み 道路補修、赤色カラー塗装 道路河川課 〇

35 富士見小学校 第七中学校
東村山市美住町2丁目20番地先
東村山浄水場西門前　市道81-8

車通行量多　歩行者の安全 危険箇所として把握済み グリーンベルト施行 交通課 〇

※この対策状況は、欄外上部の時点での進捗です。対策が複数機関にまたがる場合があるため、更新には時間がかかります。

対策所管
（課名は市の所管）

対策実施状況

通番 小学校区 中学校区

危険箇所

合同点検 対策

R3.9月実施

5 八坂小学校 第七中学校
東村山市栄町3丁目5番地と3丁目6番地の間
都道226

歩道狭い　ペイント劣化 R3.9月実施

1 秋津小学校 第二中学校
東村山市秋津町3丁目43番地と49番地の間
沢の堀暗渠西側　上澤橋周辺

歩行者と自転車の安全

R3.9月実施

12 北山小学校 第四中学校
東村山市野口町4丁目6番地から7番地先
正福寺正門前　市道192-1

スピード超過車両 R3.9月実施

7 萩山小学校 第三中学校
東村山市萩山町1丁目5番地と6番地の間
多摩湖自転車歩行者道と江戸街道交差点

横断歩道改良

R3.9月実施

20 大岱小学校 第五中学校
東村山市恩多町4丁目17番地から26番地先
都129+市道426-1

スクールゾーンへの侵入車両 R3.7月実施

13 秋津東小学校 第六中学校
東村山市秋津町4丁目31番地から2丁目13番地先
市道570+市道562-1+市道564-1

狭い道

危険箇所として把握済み

22 南台小学校 第一中学校
東村山市富士見町1丁目13番地から14番地先
市道130-1

スピード超過車両 危険箇所として把握済み

21 南台小学校 第一中学校
東村山市富士見町1丁目12番地から13番地先
市道114-1

スピード超過車両

過年度実施済み32 富士見小学校 第一中学校
東村山市富士見町1丁目2番地14付近
丁字路

事故事例　信号の点灯時間が短い


