
 

「新陽横断歩道橋の取り扱いに関する協議会（第 2回）」議事録 

 

日 時：平成 27年 12月 11日（金） 10：00～11：20 

場 所：北区役所別棟 会議室Ｄ 

 

 第１回協議会の意見概要 

   第１回協議会の内容を確認 

 

 撤去、存続に関する意見交換 

 ・第１回協議会で、横断歩道橋の撤去について札幌市から提案いたしましたが、それぞ

れの立場で持ち帰っていただき、何かさらにご意見等ございましたでしょうか。その

ほか、横断歩道橋撤去に関して話し合われた事がありましたらご発言いただきたい。 

・学校さんの方では如何でしたか。 

 

・学校としては、通学路に歩道橋があるので、関係する保護者の皆さんにご意見をいた

だいて決めた方が良いのではないか。透明性を確保するためにも、学期明けにでも意

見を募り、それを踏まえて学校としての考えをまとめたい。 

 

・歩道橋の撤去については、皆様も同じかと思いますが、自ら撤去したほうが良いとか

悪いとか言う立場ではないことは承知しています。撤去は札幌市の方から提案させて

いただいたもので、最終的には札幌市の責任において決定しますので、もし、撤去と

言うことになれば、それに応じて保護者の方に伝えて、周知しなければならないのと、

それに代わる通学路とかの意見を聞かなければ、透明性の問題などが学校の立場とし

てあるという事だと思います。その様なことでよろしいですか。 

 

・ＰＴＡとしてその辺の話し合いを設けたわけではありませんが、事務局レベルで言え

ば、結局は市の決定事項に対して、我々は最終的には従うことにならざるを得ない。 

・実際には、道路の南側にあるマンションの児童が歩道橋を利用している率が非常に少

なく、ほとんど新川通の交差点を利用している。利用頻度を考えれば撤去もやむを得

ないが、安全上で言えば、学校側の立場であったり、保護者の立場で言えば、歩道橋

がある以上はそこを利用することになる。しかし、最終的には決まった方向で我々は

安全を確保していくように安全指導をやっていくしかないと思います。 

 

・北連合町内会の方では意見等は特にありましたか。 

 

・北連町のエリアで直接、横断歩道橋にかかわるのは南新川町内会とラポール自治会で、

前回も意見を言ってもらいましたが、そのことを受けて、北連町の会長会議で話し合

ったことがあるが、やはり地元というか、すぐ近くの町内会の意見が最優先されると

思う。南新川町内会とラポール自治会はその後どうなのか。 
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・うちの方では意見は聞いていないが、私たちは学校が一番心配なので、歩道橋を外し

てもらうことに関してはそれに越したことはないが、生徒さんを第一に考えないとな

らないと思うので学校の意見に従います。 

 

・歩道橋は南新川町内会に面しており、前回申し上げたようなことが第一番であって、

その結果の要望については、歩道橋を撤去したからといって、それに代わるものを付

けることが出来ないのであれば、市の方でも無理に撤去する必要はないというような

話も出ているので、それに代わる信号機を付けないのであれば、そのままであるしか

ない。PTAが言われたとおり、10名、20名の生徒たちが、これからどういうふうに変

わるかわかりませんが、子供たちが来るのに対しては安全を第一に考えなければなら

ないことですから、その点では、歩道橋はそのままでよいのではないか。住民サイド

で考えた場合にそう思います。 

 

・白楊会さんが言われましたように、大人の都合としては特に必要性は感じておりませ

ん。やはり子供さんたちの関係がどうなのか。 

 

・歩道橋に近い単町の会長さんの意見を受けて、北連町全体の意見としては、当然、前

にもお話ししたように、白楊小の歩道橋撤去の経験がありますので、幌北連町さんと

協力しながら、決まればやっていこうと思っています。 

 

・札幌市としては、基本的には撤去の提案をしたわけですから、撤去させていただきた

いと考えております。 

・もう一点は、押ボタン信号機があって、その長さを今後変えられないかどうか課題を

残すところかと思っているのですが、押ボタン信号機に対して大学さんの方から出て

きました安全対策の面もございましたので、その点をどう考慮していくかも合わせて

考えさせていただきたい。その上で、信号につきましては非常に難しい問題であり、

すぐに何かできるということではないので、そういう意味では撤去するかしないかを

決めて、それでどういう対策をするのかは、今後検討させていただければと考えてい

ます。 

・そこで一つ、撤去と決まった後の安全対策として、押ボタン信号機のところの横断歩

道を赤白にしてほしいとの要望があったと思いますが、札幌市として北土木センター

ともいろいろ検討いたしましたが、前回の話ですと、「新川通の方からかなりのスピー

ドで車が来て、押ボタンの信号があるといいながらもちょっと危険ではないか。そこ

の対策を何とかしていただきたい。」というように受け止めたのですけど、よろしいで

しょうか。それを考えた時に、赤白の横断歩道は国道や道道ではありますが、近くに

行かなければ見えないので、もっと手前から安全対策を行った方が良いとの結論にな

りました。今日、皆様のお手元にお配りした撤去後の交通安全についての案の中で、

赤白に代わるものとして押ボタン信号機の手前の路面標示、たとえば、信号がこの先

にあるとか、減速をしましょうとか、そういった標示をした方が効果的なのではない
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かと考えました。横断歩道の手前はカーブになっていますので、カーブを曲がってき

たときに、この先に押ボタン信号機があるので危ないことを知らせるような路面標示

をした方が良い。また、注意喚起の看板を立てるとか、そういったことの方がより効

果的ではないかとの考えはどうでしょうか。 

 

・宿舎の住民からは意見は出てきていないのですが、一度、札幌市さんの提案を持ち帰

って、カラー化よりはそのほうが効果があるのではないかとのことで意見を伺ってみ

ます。 

 

・この前もお話ししたのですが、撤去するのであれば連動式の信号を一つ立てれば、連

動式ですから、そんなにスピードを出してきてもあそこで止まれるようになる。手押

し式の信号をいくつも付けるよりも、あそこに一つ付いているだけで車も人も往来で

きるようになるのではないか。その様に思ってこの際ですから声を大きくして言って

みた。しかし警察の方があのように言うのであれば、なかなか無理なのでしょう。今

はそれぐらいの考え方です。 

 

・交通安全実践会としてみた場合に撤去後、指導員や母の会のメンバーをそこに付けら

れるか。 

 

・結果的に北 24条通を渡るのであれば、手押し式信号か 24条の新川通の前のところに

立たせて、2 週間か 2 週間半、みんなで手分けしてそこに立つということぐらいしか

思いつかない。 

 

・撤去を前提にすると、撤去した後、今まで渡っていた人に、ここは「渡れませんよ」

と周知するためには、交通安全実践会で手当てしなければいけない。 

・先日 40㎝位の雪が降った時に歩道橋のところは大変だった。雪が積もって人が歩けな

い。土木なんかも除雪しろと言われても困るでしょう。 

 

・機械が入らないので、人の手で除雪するしかない。 

 

・春先は氷の山になって、つるはしを持って行ってやらなければ取れないような状態だ

から、あれを土木に文句を言っても、急には出来ない。 

・撤去することに決まれば、安全対策をどうすればよいか、考えていかなければならな

い。札幌市では「撤去してもしなくてもいいんですよ」と書いているので、これを見

て驚いた。札幌市で言いだしておいて、「是が非でも撤去したいという訳では決してな

い」とはどういうことか。 

 

・どうしても歩道橋が安全ということであれば、地元の方が絶対反対と言われているの

に、札幌市が絶対に撤去するということではないという意味です。いずれにしても、

どちらかに決めなければここから先に進めないので、最初に申し上げましたとおり、
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札幌市としては撤去の提案をさせていただいたものですから、それに基づいて、市と

して出来る安全対策、それから町内会さんとして考えていただける安全対策、小学校

の方では通学路をどうするか PTAも含めて考えていただければ、今日は、札幌市の提

案に対し、まずはどうなのかということで、それぞれの考えをいただき、ご賛同いた

だけるかどうかをお諮りしたいと思っています。その点は如何でしょうか。 

 

・撤去するのにあたって、札幌市の提案で今まで撤去してきて、それに代わる何かを付

けたという代替えのものは、ほかのところで出ていますか。 

 

・基本的にはほとんど使用されていないから撤去するのが大前提です。撤去することに

より、いくつか話があったように歩道が広くなり除雪もしやすくなるとか、ブライン

ドが無くなり車が出やすくなる。また、人と自転車が通りやすくなることがメリット

である。基本的には代替策をすることはない。ただし、乱横断を避けるために横断防

止柵を付けるとか、押ボタン信号の利用頻度が高くなるのであれば、先ほどありまし

たように、その押ボタン信号を安全に渡れるように路面標示をするとか、看板を立て

て信号があることを知らせることは出来る。代替施設を造るようなことで、それに費

用をかけることになれば撤去するメリットはなくなる。 

 

・撤去することに関しては、市の予算上、経費が掛かるとかの問題ではないのですね。 

 

・信号などの施設については、札幌市が建てられるものではない。 

 

・ただ撤去するだけの問題なのですね。 

 

・その通りです。場所によっては十字交差点で、三か所に横断歩道があり、一つが横断

歩道橋で、それを撤去することにより横断歩道を付けたことは別のところではありま

した。今回の新陽歩道橋のように、道路の中間にあって、そこが利用されていなけれ

ば必要性がない。逆に言えばこれ以上無駄にしてはいけないということですから、そ

れに代わる何かは基本的にはないと考えている。別な安全対策は勿論行う。 

 

・子供たちは皆、歩道橋の上を通っているのですか。 

 

・利用頻度としては低い。ただ、我々も本来、学校側の指導としては歩道橋を渡って学

校に行くように安全指導していますので、そちらにならわなければいけないが、実態

としては子供を含め、殆どが新川通の交差点を利用しています。しかし、先生とも話

をしたのですが、新川通の交差点を渡ったことによって、そこから信号のない交差点

のところとか、さらに十字路のところとか、朝の混雑時における交通量の多い所など、

危険地帯を通る。それを今考えた時に、歩道橋を無くしたことによりそのルートしか

なくなったということで、もし事故が起きたら、なぜ、そこを通したのかということ

になり、そう考えると、逆に今のうちから歩道橋を利用させるというような指導を親
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としてするべきなのかと思う。道路の南側にあるマンションに住んでいる方と大学の

方から通われている方に関しては、新陽小とか他に通われている方の親が集まって、

きちんと今話し合って、そのうえで市に対して意見を申し上げた方がいいと思います。 

 

・道路の南側にあるマンションですが、通学路に指定されているので歩道橋を渡るよう

にしていますが、冬の間はあの歩道橋自体が危険なので、子供には学校との連絡帳に

通路を変えますということを書いて、新川通の横断歩道を渡っている。通学路になっ

ているが、冬期間は雪が積もると逆に危険になっていて歩道橋を渡せないというのが

親としてあります。 

・歩道橋自体が雪とかで滑るのと段差が低いので滑りやすかったりするので、親として

は渡さない方が安全と考える。 

 

・降雪量が多かったりすると、ヒーティングの利きが悪かったりする。よく、利きが悪

いとか、ヒーティングが入っていないとか、寒くても利きが悪くなるので、そのよう

な苦情はあります。小学校の目の前の歩道橋であれば町内会の方々が砂を散布して対

応しているところもありますが、利用頻度も少ないのでそこまではしていないと思い

ます。 

 

・土木の方の関係ですが、朝の除雪をするときにあそこは広い通りですから歩道除雪は

入っていますよね。 

 

・歩道除雪は入っています。 

 

・除雪作業をみていると、歩道橋のところを避けていく。雪が盛り上がっていて、結局

雪がだんだん積もって人が歩くと固くなるから、そうなる。 

 

・歩道橋のところの幅が 1.45ｍ位しかない。除雪幅としては通常 1.3～1.5ｍで、大きい

機械ですと、1.5ｍなのですが、バックミラーとかの余裕幅も必要なのでこの幅員だと

どうしても入れない。 

 

・そうすると避けていくわけですよね。 

 

・避けざるを得ないところです。 

 

・そこで歩道橋が邪魔になるとか言うのはおかしい。それをきちんとすれば歩道橋はあ

っても子供たちもそこを渡れるように出来るのではないですか。 

・一般の住宅街の道路でもちょっと何か障害物があればすぐ避けていく。マンションな

どが道路に雪を出しているところがあって、そういうところでちょっと雪山があると

避けていってしまう。それをいちいち細かいことを言うと除雪している業者にも悪い

から黙っているが、そういうものをきちんとやっていただければ、あの歩道橋のとこ
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ろも結果的には危ないから通れないとかそういう事にはならない。 

 

・横断歩道橋を造った当時はそもそも歩道除雪という考えはありませんでした。造って

おいて言うのもおかしいのですが、その頃は歩道除雪の考えはなく、あのような形で

造られていて、ある意味、時代に合わなくなってきたのはその通りです。だからどう

するのかということで、先ほど PTAさんからも話がありましたように、ただ、なくせ

ばよいという事でもないのかも知れない。 

・札幌市としては、撤去させていただきたいとの提案をさせていただきました。そのう

えで、通学路の問題もあるし、先ほど話があったように危険なところに行かなければ

ならないというのであれば本末転倒になるので、もしも撤去した場合に何か別の通学

路線をつくれるのか、つくれないのか。どこを通したらどうなるのかという事も、ご

検討いただかなければならないと思う。大人の目線でいけば、何人かの方が言ったよ

うに撤去で問題ないことになるが、子供の目線でいくと、通学路が一番の問題になる。 

・もう一つあるのが、バリアフリーの問題で、お年寄りのことを考えると、結局、歩道

橋は使えないし、歩道橋があることによって、その横も歩けないという状態になるこ

とも問題である。 

・そこでお願いなのですが、歩道橋を撤去した場合に、子供さんを安全に学校まで導け

る方法があるのかどうなのかという事と、親御さんたちがそれに対して、どのような

考えを持つのかという事と併せて、先ほど、先生も言っていたのですが、方向性とし

ては、行政として「撤去したいと言っている」という事を言っていただいて結構です

ので、学期明けたらと言っていましたけれどもご検討頂くことでよろしいでしょうか。

そういったことを、どこが決定されるのか、私どもは承知していなくて申し訳ないの

ですが、PTA で決めるのか、学校で決めるのか、歩道橋を撤去した時に安全なところ

を通れないのかとか、やはり、ここを通らないと安全確保できないのかということを

再度、ご検討していただくことは可能でしょうか。 

 

・状況としては、歩道橋自体の老朽化ですとか、見通しが悪いとか、冬場の除雪が入ら

ないとかがあり、撤去の提案を受けているが、それについて何かご意見があれば出し

ていただくようにお願いする。方法としては、アンケート方式にしてもどうなのかと

いう事もあるが、意見を募って保護者の方はどのような考えをお持ちなのかという事

が 1つと、撤去の方向になった時に、市も言っていましたが、どのような形で子供た

ちの通学路として決めていくか。これは私の個人的考えですが、歩道橋がなくなった

場合、手押し信号を渡るよう決めて、一定期間、町内会や保護者の力を借りて、ここ

を渡るようにしたい。基本的には今の通学路に近い形で渡してあげた方が子供たちに

混乱はないと思う。先ほど、PTAさんが言っていましたが、新川通のところを渡って、

そのまま新川通りを通してもいいのかなとは思うが、そば屋のところとかコンビニの

ところとかは結構、新川通りから抜けていく車が多いのと、北 24条から長生会に向か

う抜け道にもなっているようなので、そこを通すことが安全なのかどうかもある。学

校としても子供たちに聞きたりとか、職員なり、私が立って確かめながら、どこを通

していけば一番安全なのかを探っていかなければならないので時間をいただきたい。 
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・今、先生からお話がありましたとおり、１つは父母の方がどのような意見を持つのか

ということと、もう 1つが撤去した時に安全に通れるところとしてどこの道があるの

か、1 ルートなのか、いくつかのルートがあるのか、そこをご検討いただくというこ

とです。子供さんをどう守っていくかを考えていただくことが、ここにいる皆様の意

見なのだと思っていますので、そこを検討していただくのがひとつです。 

・それと、先ほど大学の方に、押ボタン信号に対する安全対策について、持ち帰って意

見を聞いていただくことと、各町内会さんの方では、大人の目線では特に問題はない

ので、子供さんの安全確保をどうするのか、学校さんで学期明けに検討していただい

た上で、再度、札幌市からの撤去の提案に対してどうするか対応を考えていただきた

いと思っています。 

・また、北警察署さんの方で、信号についてはどうでしょうか。 

 

・信号機についてはご承知のとおり、横断歩道橋に一番近い押ボタン信号機に関しまし

ては、新川通りから若干の右カーブで直線部になりまして、歩道橋から約 80ｍのとこ

ろに設置してあります。ここは平日の朝 7時半から 9時まではバスレーンになってい

ますので、片側 2車線のうち 1車線は普通車が通れない状態になっています。したが

って、現在ある押ボタン信号機を歩道橋の方に移設することに関しましては、前回も

お話しさせていただきましたが、非常に横断者に対して危険な事態になるのではない

かと考えている。 

・それから、横断歩道橋のところに信号機を付けるという話があったと思うのですが、

その件に関しまして、北 24条通りは 12時間交通量で 2万台弱の交通量があり、札幌

市の中でも相当な幹線道路でありますので、もし、25条通りと長生会病院の抜け道と

の兼ね合いで必要性が認められれば検討してもらえますが、今は幸いにして人身事故

は、昨年度、今年度ともございませんから、物損事故もしくは、少し離れた新川通り

のところでは自転車を巻き込んだ人身事故は発生していますので、検討しなければな

らないと思っていますが、現状の道警の予算を考えますと新設で信号機を付けること

は非常に厳しい情勢です。警察本部の方で確認しましたところ、現在ある信号機の制

御器、それから柱の管理で予算のほとんどがなくなるという事ですので、片手で余る

位の信号機しか 1年間で付かない。新しい道路が出来て新しい交差点が出来たとか、

大型施設が出来たことにより交通の著しい障害を規制する必要があると認められると

ころでないと現在は付けられない。 

 

・前回もお話を聞いたとおりなので信号機は難しいものと思います。 

・また、大学さんの方には、押ボタン信号の対策案について持ち帰りご検討していただ

きたい。 

 

・前回も宿舎の親御さんからの意見についてお聞きした２点のうち、１点は先ほど看板

等をもっと手前に付けたらどうかという事で持ち帰って検討したいとお話ししました

が、もう１点、北警察署さんになるかと思いますが、押ボタン信号は今、前後の信号
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と連動しているかと思いますが、連動しない形に改良することは出来ないか。つまり

子供たちが渡るときにボタンを押せばすぐに変わって渡るというような方式に変更す

ることは出来ないかというようなことも前回お聞きしたかと思いますが、あいまいな

まま終わっていたような気がしていたものですから、それを変えられるのかどうか改

めてお聞きしたい。 

 

・連動を切ることは可能です。ただし、これは交通量の問題と関わってくることなので、

先ほど申し上げましたとおり、北 24条通りは 12時間交通量で約 2万台の交通量があ

る場所ですので、この信号機の連動を切るという事になりますと、その前後で車両が

滞留することになります。先ほども申し上げましたけれども、東区方向に向かうバス

レーンの規制をかけていますので、連動を単独運用という事にすると、新川通方向で

車両が滞留するという可能性がありますので、警察本部としてもあそこを単独運用に

することは、逆な意味での交通阻害が発生するおそれがあるとの見解です。 

・実は私、12月 2日の水曜日の日の朝 7時半から 8時半まで、たまたま通勤で通る場所

でもあるので、横断歩道橋と押ボタン信号の利用状況を調査させていただきました。

そうしましたら、押ボタン信号機の利用者よりも歩道橋の利用者の方が多かった。12

月 2日の日は何か子供さんの行事が特にあったのか、子供さんの数が非常に少なかっ

た。7 時半から 8 時半というのは、通学の時間帯だと認識しているのですが、お子様

の横断者は、横断歩道橋ですと 3名、押ボタン信号機ですと 1人という結果でした。 

 

・南新川の宿舎には５名の小学生が住んでいるという事なので、１人はお休みしたのか

何かで、なんとなくその人数は納得のいく数字かとは思う。前回の協議会の中でも、

マンションの子供たちは新川通の方の横断歩道の利用が多いというようなお話で、本

学の宿舎の方の子供たちが主に横断歩道橋を利用していると認識しています。 

 

・押ボタン信号機の秒数に関してですが、ボタンを押して青になって、青の時間は 15

秒、点滅が 7秒です。押ボタンの歩行者用の表示が赤になっている時にボタンを押す

と、隣の信号機の秒数によってすぐ変わる場合もありますし、長くて、1 分半待つ場

合もあります。青に変わりすぐに渡り始めたら、あそこの車道の幅員が 13ｍ位で、私

のスピードで歩いて渡りきる位で点滅が開始されます。お子様は点滅したら横断して

はダメだと指導されているのでしょうか。そういう事であれば、一市民の意見として

考えていただきたいと思いますが、大人の健常な私が渡って、渡り終わるころに点滅

が開始することで、もう少し秒数がほしいのかなという考えをもっている。その意見

を警察本部に確認したところ、北 24条通の交通量と、隣の丁字路交差点の信号機の連

動の関係で、押ボタン信号機の青の時間を若干延ばすことは可能ということです。 

・ただ、どうしても交通の流れが優先される。中央区の駅前通りですとか、歩行者が大

量にいるようなところは別なのかも知れないが、やはり横断歩行者数が、1 時間立っ

ていましたけれど、押ボタン利用者と歩道橋利用者合わせて 29人で、乱横断者はゼロ

です。29人の歩行者のために交通の渋滞等を招かせるというのは、非常に申し上げに

くいのですが、人の命とどちらが大事と言われると返す言葉はないのですが、交通の
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渋滞を招くことにより、新川通のところの交通事故もしくは、待たされることによる

速度超過や信号無視などの起因となり、交通事故の発生も懸念されますので、現時点

で警察として検討できますのは、若干の青の秒数を延ばすことぐらいです。 

・そこで、学校の先生方とか PTAの方にもかかわってくるかも知れませんが、公務員住

宅の方の丁字路交差点の定周期信号機に関しましては、青の秒数が概ね 30～35秒あり

ます。1周期が 125秒で回していますので歩行者が渡れる秒数が 35秒あります。もし

も、横断歩道橋が渡れなくなり、押ボタン信号機の秒数が足りなくて渡りづらいので

あれば、児童の方の安全を考えるということで公務員住宅の方の定周期信号機への通

学路の変更は考えられないのでしょうか。その信号機を渡ってまっすぐ行きますと札

幌聾学校と北高校のグランドの間の通りです。 

 

・小学校から一番遠い地域なので、子供が低学年ですと遊んで帰ってきて一時間位かか

るので、それをさらに遠くすることは子供たちも喜ばない気がします。 

 

・そのようなことも含めて、ご検討いただけますでしょうか。札幌市からは前回同様、

撤去という事でご提案させていただいております。それにつきまして、子供さんの目

線でどう考えていくか、そこを結論として持っていければと考えております。 

 

・撤去するか、しないかぐらいは、今日決めておかないと次のステップに進まない。撤

去した時のメリット、デメリット、撤去しない時のメリット、デメリットは一回目の

議事録が今回提出されてわかっているし、前回 9月、今回 12月で３ケ月弱の時間ある

わけですから、北連町としてはその間、結構時間を取って考えてもらって対策を講じ

てきたわけですけれども、他の団体も含めて真剣に討議してもらい、ある種の結論を

持って集まらないと今後もまとまらない。それには、方向性を決めてから行った方よ

い。それから、忘れてはいけないのは、夏と冬とでは条件が変わるという事を前提に

それぞれ考えていかないと前に進まないような気がする。今は歩道橋の撤去を中心に

考えるのであって、ほかのことをもってくるとまとまりがつかない。 

 

・まずは方向性を決めないと検討するときにも持っていきようがないという事ですね。

大変ありがたい意見で、前回もそのような形で提案させていただきましたので、協議

会としては撤去するということで方向性を決めさせていただいて、それに対してどの

ような対策をとるかという事を検討していただくことでよろしいでしょうか。 

 

・結論ではないですよね。あくまでも検討する方向としては、撤去で検討する。 

 

・持ち帰っていただいたとき、どうするのかを聞かれたときにそこが曖昧だと話が先に

進まないので、この協議会の中では撤去する方向性でいるが、その上でどうしていく

かという事をご検討いただくということでございます。それでよろしいですか。 

 

・はい。 
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・持ち帰っていただいて意見を聞いてこのようになったとか、まとめていただいて再度

集まっていただきたい。時期的には、学校さんとの話もありますので若干時間をいた

だきたいと思いますので、新陽小学校さんと連携を取りながら、時期については、改

めて連絡させていただくことでよろしくお願いします。 

   ・本日は長時間にわたり、大変ありがとうございました。 
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