
 

「第 1回北 3条東 4丁目横断歩道橋の取り扱いに関する協議会」議事録 

 

日 時：平成 28年 10月 13日（木） 10：00～11：00 

場 所：東北会館 2階 3・5・6会議室（中央区北 2条東 2丁目）     

   

 出席者紹介 

    

 

 協議会開催趣旨説明 

   札幌市では平成 24年度に「札幌市横断歩道橋のあり方検討委員会」を開催し、その

提言を受け、「札幌市横断歩道橋の撤去に関する考え方」（資料 1）、「横断歩道橋の検討

フロー」（資料 2）を整理した。この考え方では、利用者が概ね 100 人未満、または、

児童の利用が概ね 20人未満の条件に該当する横断歩道橋について、撤去候補と位置付

け、地域に対して歩道橋撤去の提案を行うこととした。 

   本協議会は、「横断歩道橋の検討フロー」の流れに基づき開催するものであり、札幌

市から歩道橋撤去の提案を行ったうえで、撤去、存続について議論し、撤去するかどう

か判断するものである。 

 

 

 北 3条東 4丁目横断歩道橋の現状及び利用状況について 

・資料 3、資料 4により説明 

・交差点の歩道橋以外の三方向には横断歩道が設置されている。 

・歩道橋から東側に約 140ｍ離れたところに押しボタン式の信号機と横断歩道が設置さ

れている。 

・この信号機と横断歩道については、北４東６周辺地区再開発事業に合わせて、東側に

20ｍほどの移設される予定となっている。 

・歩道橋の利用状況については、Ｈ16、Ｈ23、Ｈ25、Ｈ28に調査をした。 

・調査の結果、児童の利用が、3人～12人と非常に少ない状況となっている。 

・このことから、本歩道橋を撤去候補に位置付けているが、全体の利用者数は、185 人

～273人と 200人程度の利用者がいる。 

・仮に、この歩道橋が撤去された場合、この 200 人の利用者については、歩道橋の代わ

りに横断歩道を設置してもらうことで、北海道警察と協議をしている。ただし、歩道

橋を横断歩道に代えるということは、歩行者の安全面から考えると、歩道橋は、車道

の上を渡るので、人と車が接触することなく確実に道路を渡ることができるが、横断

歩道では、人と車が接触する可能性が十分にあり、間違いなく歩行者の危険性は増す

ことになるので、地元の理解を得た上で、協議を進めることとしている。 

 

・交差点での交通事故の件数は把握しているか 

 

 



 

・交差点での交通事故について確認したところ、平成 25年から 27年までの 3年間で車

の事故を含めて、負傷者のある人身事故はなかった。 

・少し離れた交差点での事故はあったが、この交差点ではなかった。 

・しかし、今年に入って 2 件、車同士の事故で、それぞれ 1 名ずつ軽傷を負う事故があ

った。 

 

・いま事故の件数を聞いたが、撤去後の信号機がどのような信号機がつくのか、例えば

矢印のついた信号機なのか、歩行者優先のスクランブルの信号機になるのか、ただ単

に４方向の信号機になるのか、信号の種類が知りたい。 

 

・今現在は歩車分離式の信号機になっていない。 

・いまの歩道橋の下に横断歩道をつけるというイメージになるかと思う。 

・今言われた通り歩車分離式の信号機はドンドン導入している状態にあるが、いつどの

タイミングで歩車分離式になるかというのは、道警本部や札幌市役所と協議を進めて

いかなくてはいけない。まだまだ市内の中心部でもなっていないところがあり、歩行

者や車の交通量を検討しながら順次導入していく形になる。 

 

 

 歩道橋撤去の提案 

   資料 5により提案 

 

 撤去、存続に関する意見交換 

・この歩道橋に関しては 20年以上前から地元等でも撤去の要望をだしている。今でも上

がって渡る人が少ないので、撤去していただきたい。 

 

・この場所については、全市的には関係ないかもしれないが、景観が阻害されている。 

 

・歩道橋の上からレンガ館を見るアングルが一番いい。私は、この前ものぼってきたが、

それが見れなくなるのはちょっと残念。 

 

・歩く人がいない。置いておいても、ただ腐れていくだけ。かえって危ないから、出来

るものなら早く外していただきたい。 

 

・小学校の通学路はあるが、中学校の通学路はないのか。 

 

・中学校は通学路があるかもしれないが、我々の撤去候補については、主に小学生、児

童の通学路を念頭に議論している 

 

・歩道橋自体は通学路ではないのか。 

 

 



 

・通学路は、まず国道 12号にでて、東方向に行き、北 1東 7横断歩道橋を通っている。

北 1 東 7 横断歩道橋以外は渡らないように言っている。中央体育館前に押しボタン式

信号機があるが、使ってはいけないことになっている。 

 

・北 3条線の横断はないということか。 

 

・そこ(北 3条線以北)には、児童がほとんどいないです。 

 

・中央小学校では通学路になっていないので、小学校的には問題ないということでよい

か。 

 

・問題ない。 

・老朽化に関係して言えば、北 1 東 7 横断歩道橋はどうなのか。そちらの方が心配であ

る。 

 

・国道 12号なので、管理は開発局がやっている。存続であれば道路管理者としては適正

に維持管理していると思う。 

 

・（北 3東 4横断歩道橋の）撤去はまだ決まっていないのか。 

 

・先ほどご説明したとおり、札幌市で利用状況等調査したうえで、撤去候補に位置づけ

させてもらっている。最終的に地元のみなさま方と協議会を開いて、地元の方のご意

見も伺って、最終的に総意で撤去ということになれば、我々が撤去していく。 

 

・どういう場合に存続されるのか。 

 

・地元からどうしても残してほしいという要望があれば、そのまま残るということもあ

りえる。 

 

・地元というのは地域に住んでいる方のことか？ 

 

・そうですね。 

 

・アンケートなどの調査をするのか。 

 

・こういう形で地域の町内会の方にお集まりいただいて、ご意見を伺った中で必要とい

うことになれば、存続もありうるということ。我々が一方的に、利用者が少ないから

地元の方々に何も言わずに撤去するというわけではない。地域の方々のご意見を伺っ

たうえで、地域としても役割を終えたので、いらないという話になれば、撤去してい

くことで進めさせていただいている。 

 



 

 

・連合町内会から撤去してほしいというお話だが、我々も撤去してほしい。スケジュー

ルは、どのように考えているのか。 

 

・協議会としては今回の第 1回で撤去の提案をしたので、その後町内会の方に周知して、

何か意見があれば聞いていただき、それを踏まえて第 2回の協議会を開く。（周知期間

をおいて大体 2か月後くらい） 

・そこで再度みなさまにお集まりいただき町内会からの意見があれば、その辺を発表し

てもらい、また議論をした中で撤去を決めたい。もしそこで色々な意見があり第２回

で決まらなければ、第３回の開催ということもあるが、基本的には第２回の協議会で

結論を出したいと考えている。 

・歩道橋を撤去するにも、撤去工事の設計をしなければならなく、撤去工事の予算の調

整もあるので、大体、早くて翌年度ということで今までは進んでいる。 

 

・翌年度となれば、来年の４月以降ということになるかと思うが、具体的な日程はわか

らないものか。 

 

・現在、北３条通の東８丁目から創成川通まで、電線の地中化工事を進めているので、

歩道橋の撤去が決まれば、その工事に合わせて、早ければ来年の５月か６月には撤去

できるのではないかと思う。 

・これはあくまでも予定なので、色々と遅れる可能性はあるが、早くて来年の５月中か

６月中ということで予定している。 

 

・そもそも横断歩道橋という物理的なものを発想した過去の時代と現在の高齢者を含め、

障害者、車いす、電動車いすで外出いる時代を踏まえて、横断歩道橋という過去の発

想は撤去する。あとは、歩行者を保護するためには信号機の、車いすが渡る場合のボ

タンを押せば、信号機の時間が長くなるとか、矢印で歩行者を保護するとか、今は信

号機そのものが進化している。信号機そのもので車いすや歩行者を保護するという発

想に基づいていかないと、札幌市にあるたくさんの歩道橋を地元が撤去しないでくれ

と言ったから残すのでは、ちぐはぐになってしまう。 

 

・高齢化が進んだ中で、歩道橋は階段となるので、高齢の方にするとなかなか使いにく

いということはあろうかと思う。 

・横断歩道橋を整備した昭和４０年代、交通事故がかなり増えていく中で、物理的に歩

行者と車を分離して交通安全をという形で進んできたと思う。 

・今回の場所もそうだが、場所によっては、時代や環境が変わり、実際使われなくなっ

ている場所もある。 

・中には小学校の通学路となっている国道１２号のような個所は、引き続き存続しなく

てはならないのかなとは思う。 

・北３条東４丁目横断歩道橋のように通学路にはなっていなくて、お子さんもほとんど

 



 

渡っていない、全体量もそんなに人数がいないとなったときに、維持管理にはお金が

かかるので、いつまでも税金を投入して、維持していくのかという議論はあるかと思

う。 

・そのようなこともあり、我々は平成２６年度から利用者の少ない歩道橋について地域

の方に撤去のご提案をしている状況である。 

 

・昭和４０年代の当時の信号機と現在の賢い信号機とでは変化してきている。 

 

・場所によってメリハリをつけたり、どうしても必要なところは残さなければならない

し、ほとんど使われていない現状であれば、お金を考えて、撤去しいくという形にな

るかと思う。 

 

・地域のみなさんにひとつ知っておいてもらいたいことだが、歩道橋利用者数の人数の

方が歩道橋ではなくて、横断歩道を渡るということになる。 

・当然、車との交錯がでてくるので、我々も事故のないように札幌市とも協力しながら、

どのように信号機をつけていくか、どのように交差点の安全対策をとるか今後検討し

ていかなくてはならないが、長い目で見れば歩行者と車の事故は起きることになるの

ではないかと思う。それは 10年間ないのかもしれないし、歩道橋を撤去した次の日に

ひょっとしたら発生してしまうのかもしれないということを、念頭に協議会を進めて

いただきたいと思う。 

・歩車分離式の信号機は導入をどんどん進めていっている。歩車分離式の信号機という

のは、東西、南北という、専門的に言うと２現示という形になっているほかに歩行者

用の専用の秒数をだすということになり、１回あたりのサイクルが９０秒とすると、

今は東西、南北ともに４５秒づつ、１／２づつ進める時間を与えている中で、そこに

歩行者の秒数を与えると車の走る秒数が３０秒・３０秒、そして、歩行者に３０秒と

いうことになる。１５秒間ずつ東西・南北の車が進めなくなるので、渋滞ということ

も考えられる。１カ所だけ歩車分離式にするということではなく、周りの信号機、特

にこの辺の地域で言うと近くに国道１２号線が走っているので、そこの交通量との兼

ね合いがでてくる。全体的、面的に考えると、ここだけの点の制御というのは難しい。 

 

・創成川から西だけを最新にしていて、東側を後回しにされているような。 

 

・東北地区で言うと、中央体育館が移転してきて、苗穂駅も３００ｍほど移動してくる

ことになり、２０３０年には新幹線の駅がもしかしたら創成川を渡ってこちら側に建

設されるかもしれないということで、どんどん東北地区が変化していくことになる。 

・信号機が少なくなるということはなくて、交通量が増えていく地域ではないかなとい

うことで考えている。 

・決して創成川の西側だけを重点的にやっていうわけではない。 

・現在の基準で合致する横断歩道橋を建設するとしたらコスト的にはいくら位かかるの

か。 

 



 

 

・現在の基準とは？ 

 

・高齢者の方、車いすの方を横断させるとしたら、エレベーターもつけなくてはならな

いと思う。そのうえで費用対効果の面で、もし更新するとしたらこの位かかるという

のは、数字的にどの程度か。私は数千万円はかかるかなと思う。 

 

・おそらく本体だけで数千万円、エレベーターなどの設備が入れば、初期の費用も増え、

維持管理も機械ものなので、かなりのコストになると思う。 

 

・住民の方にその辺の更新するとしたら大体何千万円かかり、その費用対効果があるの

か、ランニングコストがいくらかかるのかというのを、数字として提供できるのか。 

 

・それほど渡ってないので、そこまでの必要はないと思う。 

 

・もし、撤去に反対する住民がいたら、このまま設置し続けるのであれば、いつかの時

代で何千万円という金をかけて、作り変えなければいけないし、年間維持費用として、

これだけかかってますという費用対効果の説明もできるのかなと思うが、住民の方か

ら反対の意見はあるのか。 

 

・聞いたことはない。 

 

・横断歩道の維持管理または撤去する費用には国からの補助金はあるのか。 

 

・今のところ補助金はない。札幌市の単独の費用で撤去している。 

 

・現状で、老朽化を含めて安全面で特に冬場は除排雪がきちんとされていない状態であ

り、札幌市の管轄のものだが、こちらにご指摘を頂くこともある。 

・利用実態として、横断歩道橋を不便だと思って下を歩行している方を散見しているの

で、安全面から考えると歩道橋を撤去したほうがよくなると思う。 

・撤去した先、安全面のことを念頭に置いて進めていただければと思う。 

 

・これまで撤去で揉めたということがあったかどうか、撤去の候補にはなったけども、

撤去に至らなかったという事例があったかを伺いたい。 

 

・平成 25年に 14橋撤去候補をあげ、順次、地元に提案している。 

・今のところ、提案した結果、存続になったというものはない。 

・今の話し合いでもあったが、利用者数が少ないものから順次やっているということも

あるので、地元の方からしても、人もほとんど渡っていないということで、どうして

も必要だということは聞いていない。 

 



 

 

・この歩道橋の利用者数と、撤去済みとなっているところを比較して、利用者数が多い

とかそういうことはないのか。 

 

・今回の北 3 条東 4 丁目歩道橋は、児童は少ないが、全体の利用で言えば、２００人程

度いる。これまでの歩道橋は児童も少なく、全体の利用者も少なかったので、議論の

中では色々ありましたが、最終的には撤去という結論となっている。 

・今回、初めて全体の利用者が１００人を超えるような状況なので、その辺についても

議論が必要かと思う。 

 

・商業施設の北側に駐車場を設けているので、そこの利用者が歩道橋を使っている割合

が高いのかなと思う。 

・先ほど、冬場の話があったが、横断歩道橋は滑りやすくなるので、冬場の間は乱横断

が多いという状況になっているが。それが是正されて、横断歩道を渡るようになるの

かなと思う。 

・歩道橋のいいところもあるが、冬場は安全になるのかなと思う。 

 

 

今後の進め方 

（１）各団体への意見周知について 

・地域に対し、札幌市から歩道橋撤去の提案があったことを周知していただきたい。 

 

（２）市民意見収集について 

・札幌市建設局のホームページにおいて、協議会開催と歩道橋撤去の提案をお知らせし、

意見を伺うようにしていきたい。 

 

（３）第２回協議会のスケジュール 

・2か月後くらいで開くケースが多いが、今回で言うと 12月中旬位になるが、いかがか。

年末になるので、お忙しいのであれば例えば年明けの 1 月ということもあるが、いか

がか。 

 

・町内の回覧板は回すのか。 

 

・どのように周知するかは町内会にお任せしているが、回覧板等で回したいということ

であれば、前回役員会ときに配ったチラシは準備できる。 

・町内会で回覧してもらうのか、または、各町内会の班長会議などで話してもらうのか、

その辺は町内会にお任せする。 

 

・民間の株式会社であれば満場一致であれば第１回で即決定となるが、なぜ２ 回・３

回となるのか。 

 



 

 

・札幌市としては町内だけではなく、ホームページに載せて市民の方に周知して意見を

伺うという期間もあるので、２か月程度はおかせていただきたい。 

 

・それぞれの町内会は意思が統一されているのかもしれないが、我々も広く他の市民の

方にも意見を募った中で、次回の協議会で最終的な結論をだす。 

・もし撤去ということになれば、2 回目の時に撤去後の安全対策等を議論させていただ

くこととなる。 

 

・例えば、協議会の中では初めての会合だったが、目立った反対の意見がないというこ

とであれば、協議会の中では撤去に賛成という方向になったと。 

・ただ先ほど説明があった通り、代表の方ということ形で今回来ているので、それぞれ

の団体に持ち帰った中で協議会の中ではこういう流れで、又は、こういう意見が多か

ったということを再確認して、持ち帰ったけど、例えば、そのとおりだということで

あれば、次回それを再確認するという会議で正式決定という形もあるかと思う。 

 

・年内の協議会は、会社関係の方は年末なかなか忙しいのかなと思ったが、一旦１２月

中旬を目処に日程調整させてもらいたいと思う。 

・みなさまにおかれましては、住民の皆様への周知、意見等々ありましたら、２回目の

協議会で発表いただくということと、撤去となれば安全対策についてもお話し合いを

させていただくので、よろしくお願いします。 

・これを持ちまして第１回目の協議会を終了させていただきます。長時間ありがとうご

ざいました。 

 

 


