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通学路の安全対策の取組について【報告】 

 

１ 港南区で発生した交通事故現場周辺の安全対策について 

  昨年 10 月 28 日に港南区大久保一丁目で発生した交通事故の現場周辺の安全対

策について、地域の方々と話し合いを進めてきました。次のとおり、対策内容が

まとまり、新学期開始前までの対策完了を目指して取り組んでいます。 

 ○路線①（市道上大岡第 441 号（事故現場の道路）） 

  ・２か所で狭さく状に部分的なガードパイプ等を設置（裏面参照） 

  ・減速を促すドットの路面標示 

  ・あんしんカラーベルト、外側線等の補修 

 ○路線②（市道柏尾第 592 号線）、③（市道上大岡第 442 号線） 

  ・あんしんカラーベルトの新設など 

  ・大久保 2 丁目交差点で平日朝のみ路線バスを除き直進左折禁止規制（神奈川

県警） 

 ○路線④（東永谷第 627 号線） 

  ・減速を促すドットの路面標示 

  ・平日朝のみ一方通行規制（神奈川県警） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 対策箇所図 
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図２ 路線①の対策イメージ      図３ 路線②～④の対策イメージ  

 

２ 市内通学路の安全対策について 

（１）小学校と連携した通学路の安全対策強化について 

   港南区での事故を踏まえ、各小学校では、児童生徒の交通事故防止の取組を

強化しています。小学校からの要望を受けて、土木事務所で対策を講じるなど

関係者が連携した取組を進めています。 

  例）横断歩道付近の植栽帯の高さ調整（都筑区川和東小学校） 

（２）28 年 12 月補正予算の執行状況について（表１参照） 

   各スクールゾーン対策協議会で出された要望に対応した整備を実施するとと

もに、あんしんカラーベルトを重点的に補修するため、工事の発注手続きを進

めてきましたが、３月中旬までに全ての工事契約が締結できる見通しです。 

   今後、出来る限り早期に対策が完了できるよう取り組んでいきます。 

（３）通学路の安全対策に係る 29 年度予算について 

   地域からの要望を踏まえ、歩道設置やあんしんカラーベルトの整備など引き

続き通学路の安全対策を推進します。 

内容 29 年度当初予算案 28 年度当初予算 

歩道設置等 21 億 8198 万円 
16 億 1489 万円 

＜4000 万円＞ 

あんしんカラーベルト

の整備 
8600 万円 

9500 万円 

＜6000 万円＞ 

新たな対策手法の検討 1000 万円 ―  

児童交通安全対策 1746 万円 1746 万円 

合計 22 億 9544 万円 
17 億 2735 万円 

＜1 億円＞ 

＜  ＞内は 28 年 12 月補正額 

 

※）路線③は減速ドットがありません。 

※）路線④は一部あんしんカラーベル 

トがありません。 
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表１ 28 年 12 月補正による通学路の安全対策実施箇所 

場所（区名） 小学校名 交通安全対策の内容

東台小学校 あんしんカラーベルトの補修

汐入小学校 あんしんカラーベルトの補修
上寺尾小学校 あんしんカラーベルトの補修
池上小学校 あんしんカラーベルトの補修
池上小学校・羽沢小学校（学区界） あんしんカラーベルトの補修
青木小学校 あんしんカラーベルトの補修
西寺尾第二小学校 あんしんカラーベルトの補修
一本松小学校 あんしんカラーベルトの補修
富士見台小学校 あんしんカラーベルトの補修
平沼小学校 あんしんカラーベルトの補修
稲荷台小学校 あんしんカラーベルトの新設、交差点カラー塗装新設等
間門小学校 あんしんカラーベルトの補修
元街小学校 あんしんカラーベルトの補修
日枝小学校 あんしんカラーベルトの補修
大岡小学校 あんしんカラーベルトの補修
小坪小学校 あんしんカラーベルトの補修
下野庭小学校 あんしんカラーベルトの補修、路面標示の整備
上大岡小学校 ガードレール整備、あんしんカラーベルト新設
港南台第一小学校 階段横のフェンスの整備
野庭すずかけ小学校 横断防止柵の整備
日下小学校 鎌倉街道の右折帯のカラー化
永野小学校 あんしんカラーベルト新設
小坪小学校 あんしんカラーベルト新設
桜岡小学校 あんしんカラーベルト新設
下永谷小学校 あんしんカラーベルト新設
芹が谷南小学校 あんしんカラーベルト新設
相武山小学校 あんしんカラーベルト新設
日限山小学校 あんしんカラーベルト新設
日野南小学校 あんしんカラーベルト新設
洋光台第三小学校 あんしんカラーベルト新設
港南台第三小学校 あんしんカラーベルト新設
保土ケ谷小学校 あんしんカラーベルトの補修
権田坂小学校 あんしんカラーベルトの補修
笹野台小学校 あんしんカラーベルトの補修
中沢小学校 あんしんカラーベルトの補修
川井小学校 あんしんカラーベルトの補修
善部小学校 あんしんカラーベルトの新設
屏風浦小学校 あんしんカラーベルトの補修
洋光台第二小学校 あんしんカラーベルトの補修
洋光台第四小学校 横断防止柵の設置
汐見台小学校 あんしんカラーベルトの新設
富岡小学校 あんしんカラーベルトの補修
文庫小学校 あんしんカラーベルトの補修
駒林小学校 あんしんカラーベルトの補修
大曽根小学校 あんしんカラーベルトの補修
新吉田小学校 あんしんカラーベルトの補修
十日市場小学校 あんしんカラーベルトの補修、交差点カラー塗装新設、自発光式道路鋲新設
森の台小学校 あんしんカラーベルトの新設、交差点カラー塗装新設
上山小学校 交差点カラー塗装新設
霧が丘学園小学部 あんしんカラーベルトの新設
中山小学校 あんしんカラーベルトの新設、交差点カラー塗装新設
三保小学校 交差点カラー塗装新設、自発光式道路鋲新設
いぶき野小学校 あんしんカラーベルトの新設、交差点カラー塗装新設
竹山小学校 道路拡幅または転落防止柵等の設置
緑小学校 交差点カラー塗装新設
東本郷小学校 交差点カラー塗装新設
山下小学校 交差点カラー塗装新設
新治小学校 側溝整備
長津田小学校 交差点カラー塗装新設
青葉台小学校 あんしんカラーベルトの補修
あざみ野第二小学校 あんしんカラーベルトの補修
市ケ尾小学校 あんしんカラーベルトの補修
東市ケ尾小学校 あんしんカラーベルトの補修
鴨志田緑小学校 あんしんカラーベルトの補修
黒須田小学校 あんしんカラーベルトの補修
川和小学校 あんしんカラーベルトの補修
都田小学校 あんしんカラーベルトの補修
中川小学校 あんしんカラーベルトの補修
折本小学校 あんしんカラーベルトの補修
下郷小学校 あんしんカラーベルトの補修
秋葉小学校 あんしんカラーベルトの補修
名瀬小学校 あんしんカラーベルトの補修
平戸小学校 あんしんカラーベルトの補修
倉田小学校 あんしんカラーベルトの補修
柏尾小学校 あんしんカラーベルトの補修
東俣野小学校 あんしんカラーベルトの補修
小雀小学校 あんしんカラーベルトの補修

栄区 小菅ケ谷小学校 あんしんカラーベルトの補修
岡津小学校 あんしんカラーベルトの補修
中田小学校 あんしんカラーベルトの補修
伊勢山小学校 あんしんカラーベルトの補修
中和田南小学校 あんしんカラーベルトの補修
瀬谷桜小学校 あんしんカラーベルトの補修
瀬谷小学校 あんしんカラーベルトの補修
南瀬谷小学校 あんしんカラーベルトの補修

中区

南区

鶴見区

神奈川区

西区

瀬谷区

緑区

港南区

磯子区

都筑区

戸塚区

泉区

金沢区

港北区

青葉区

保土ケ谷区

旭区
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３ 高齢運転者対策について 

（１）自動車教習所で実技指導などを実施している、ヨコハマ・シルバードライビ

ングスクールを、29 年度には４回から 18 回へ回数を増やし、実施します。 

（２）高齢者の運転免許自主返納制度については、高齢運転者向けのチラシを作成

し、各区役所の窓口やイベント等で配布し、周知しています。 

 

※ヨコハマ・シルバードライビングスクール 

自動車教習所で実施する高齢ドライバーによる加害事故の防止を目的としたド

ライビングスクール。実際に教習車に乗り、指導教官より実技指導を受けること

により、自分の運転技術を再確認することができる。 

 

(実績及び予定数) 

  平成 28 年度実績 ４回         参加者数       90 人 

   平成 29 年度予定 18 回        参加予定人数 約 400 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            写真 ヨコハマ・シルバードライビングスクールの様子 
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