
通学路交通安全プログラム対策一覧（中央区）

学校名 番号 箇所名・住所
通学路の状況
危険の内容

対策内容 事業主体

桑園小学校 ① 北8条西18丁目
（学校正門前交差点）

青信号の時間が短い 青信号の秒数延長 交通管理者（道警）

① 南17条西5丁目
（東西通り）

横断距離が長い 児童への指導 小学校

② 南21条西10丁目～5丁目 横断箇所の交通量が多い
除雪が行き届いていない

パトロールに留意し、可能な範囲で除排雪
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

③ 南22条電車通りの西7丁目～西11丁目 道路幅が狭い
除雪が行き届いていない

パトロールに留意し、可能な範囲で除排雪
出前授業による砂まきの啓発
児童への指導

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）
小学校

① 北8条西24丁目 歩道がない
除雪が行き届いていない

パトロールに留意し、可能な範囲で除排雪
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

② 北7条西24丁目 車の速度が速い 児童への指導 小学校
① 南10条西22丁目

（正面玄関前の道路）
信号を守らない歩行者が多い 児童への指導 小学校

② 南13条西22丁目と南14条西19丁目 車の速度が速い 路面標示の設置（減速マーク）
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

③ 南9条西22丁目と南9条西23丁目の間の道路 交通量が多い 児童への指導 小学校
④ 南8条西21丁目 交通量が多い 児童への指導 小学校

宮の森小学校 ① 宮の森4条6丁目
（学校前交差点）

交通量が多い 児童への指導 小学校

伏見小学校 ① 南19条西15丁目
（Ａu前交差点）

交通量が多い 注意喚起看板を設置
交差点改良の実施

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）

① 宮の森1条15丁目 歩道が狭い
交通量が多い

外側線の設置 道路管理者（札幌市）

② 宮の森2条13丁目～円山西町2丁目 見通しが悪い
交通量が多い
車の速度が速い

防護柵の設置 道路管理者（札幌市）

① 宮の森3条10丁目と3条11丁目間の交差点 交通量が多い
見通しが悪い

児童への指導 小学校

② 宮の森3条8丁目と3条9丁目の交差点 見通しが悪い 交差点改良の実施 道路管理者（札幌市）
③ 宮の森3条11丁目2番と3番間の道路 交通量が多い スクールゾーン電柱巻付標識の設置

児童への指導
道路管理者（札幌市）
小学校

幌南小学校

日新小学校

緑丘小学校

大倉山小学校

三角山小学校



通学路交通安全プログラム対策一覧（北区）

学校名 番号 箇所名・住所
通学路の状況
危険の内容

対策内容 事業主体

北九条小学校 ① 北9条西1丁目と北9条東1丁目 交通量が多い 児童への指導 小学校
幌北小学校 ① 北19条西2丁目1-1

（小学校前交差点）
信号の待ち時間が長い 児童への指導 小学校

① 篠路4条9丁目 横断歩道がない
標識がない

横断歩道の設置
標識の設置

交通管理者（道警）
道路管理者（札幌市）

② 篠路4条10丁目 交通量が多い 横断歩道の設置 交通管理者（道警）
③ 拓北１条2丁目と2条2丁目の交差点 交通量が多い 警戒標識の設置 道路管理者（札幌市）

新琴似西小学校 ① 新琴似11条15丁目1-5 交通量が多い 注意喚起看板の設置
警戒標識の設置

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）

① 篠路1条6丁目 交通量が多い
車の速度が速い
見通しが悪い
除雪が行き届いていない

除雪の徹底 道路管理者（札幌市）

② 太平12条3丁目 車の速度が速い
見通しが悪い
除雪が行き届いていない

除雪の徹底
児童への指導

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）
小学校

① 新川2条12丁目
（すずかぜ公園前交差点）

車の速度が速い 児童への指導 小学校

② 新琴似2条7丁目
（新琴似二番通公園南東角交差点）

車の速度が速い 児童への指導 小学校

③ 新琴似1条11丁目
（新光公園北東角交差点）

車が速度が速い 児童への指導 小学校

① 拓北5条3丁目～5条4丁目 除雪が行き届いていない パトロールを強化し、可能な範囲で除排雪 道路管理者（札幌市）

② あいの里2条1丁目24-1
（小学校前交差点）

車の速度が速い
見通しが悪い

路面標示の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

① 屯田4条3丁目～屯田5条3丁目 交通量が多い
車両用の信号がない
道路幅が広い

児童への指導 小学校

② 屯田5条2丁目～屯田5条3丁目 交通量が多い 児童への指導 小学校
③ 屯田4条6丁目～屯田5条6丁目 横断歩道がない場所を横断する 児童への指導 小学校
④ 屯田4条2丁目～屯田4条1丁目 交通量が多い 路面標示の設置（減速マーク） 道路管理者（札幌市）

太平南小学校 ① 太平2条4丁目1
（グループホームたいへい隣接の道路）

歩道が狭い 電柱の移設 道路管理者（札幌市）

あいの里西小学校 ① あいの里1条3丁目4-8
（こどもめばえクリニック前交差点）

交通量が多い
車の速度が速い

児童への指導 小学校

屯田西小学校 ① 屯田3番通りと屯田6条10丁仲道との交差点 信号が見づらい
交通量が多い

信号機カバーの設置 交通管理者（道警）

あいの里東小学校 ① あいの里3条7丁目11-1
（学校前交差点）

丁字路になっている 児童への指導 小学校

百合が原小学校 ① 百合が原6丁目付近の交差点 交通量が多い 防護柵の設置 道路管理者（札幌市）

新光小学校

屯田南小学校

篠路小学校

拓北小学校

太平小学校



通学路交通安全プログラム対策一覧（東区）

学校名 番号 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 北9条東12丁目から北9条東16丁目 スクールゾーンに進入する車が多い 電柱等を利用した標識を設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

② 北8条東12丁目から北10条東12丁目 スクールゾーンに進入する車が多い 電柱等を利用した標識を設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

③ 北9条東15丁目 見通しが悪い
車の速度が速い

電柱等を利用した標識を設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

④ 北9条東13丁目 歩車分離交差点に気付かない車が
多い

児童への指導 小学校

美香保小学校 ① 北19条東7丁目2-5
（心の里親保育園堰堤前交差点）

交通量が多い
車の速度が速い

児童への指導 小学校

札幌小学校 ① 伏古2・3・4条4丁目苗穂通と伏古かしわ保育園前
の道路

交通量が多い
歩道が狭い

児童への指導 小学校

福移小学校 ① 中沼町238番地付近
（道々札幌北広島環状線と中福移中野線交差

車の速度が速い 注意喚起看板の設置 道路管理者（札幌市）

明園小学校 ① 北20条東12丁目 歩行者用信号機がない
交通量が多い

歩行者用灯器の設置 交通管理者（道警）

本町小学校 ① 本町2条7丁目付近
（環状通交差点）

交通量が多い 児童への指導 小学校

① 北46条東4丁目から東5丁目に渡る道路
（小松歯科前）

車の速度が速い 児童への指導 小学校

② 北46・47条東4・5丁目交差点 車の速度が速い 児童への指導 小学校
栄東小学校 ① 北46条東17丁目、北43条東16丁目どちらかの交

差点
斜め横断が多い
車の速度が速い

児童への指導 小学校

札苗北小学校 ① 東雁来9条1丁目・9条2丁目
10条1丁目・10条2丁目の交差点

交通量が多い 押しボタン式信号機の設置
児童への指導

交通管理者（道警）
小学校

東光小学校 ① 北7条東19丁目と東20丁目の道路 車の速度が速い
冬期間、歩道が確保されていない

電柱等を利用した標識を設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

伏古小学校 ① 伏古8条4丁目3番
（ロジメント伏古西側）

幅員が狭い 児童への指導 小学校

東苗穂小学校 ① 東苗穂5条3丁目2番 車が多く駐車していてる
見通しが悪い

電柱等を利用した標識を設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

① 東苗穂15条2丁目、14条2丁目の境界 自動車用の信号機がわかりにくい
交通量が多い

歩行者用灯器の設置 交通管理者（道警）

② 東苗穂12条3丁目、12条4丁目
13条3丁目、13条4丁目の境界

車の速度が速い 児童への指導 小学校

札苗緑小学校

栄北小学校

苗穂小学校



通学路交通安全プログラム対策一覧（白石区）

学校名 番号 箇所名・住所
通学路の状況
危険の内容

対策内容 事業主体

東橋小学校 ① 菊水8条1丁目 信号のある横断歩道が近くにない 児童への指導 小学校
① 平和通9丁目南 信号のある横断歩道が近くにない 児童への指導 小学校
② 平和通9丁目南 急な坂道となっており、特に冬道で

児童が転倒しやすい
学校等への滑止材の配布 道路管理者（札幌市）

北郷小学校 ① 北郷4条4丁目～4条7丁目
（学校の前を通る道路）

歩道が狭い パトロールに留意し、可能な範囲で除雪 道路管理者（札幌市）

川北小学校 ① 川北5条1丁目6 交通量が多い
見通しが悪い

道路拡幅整備予定 道路管理者（札幌市）

東川下小学校 ① 川下3条5丁目3-25 横断歩道がない
速度制限標識がない

横断歩道の設置
児童への指導

交通管理者（道警）
小学校

① 菊水元町9条2丁目2番と3番の間
（T字路交差点）

車の速度が速い
横断歩道がない

防護柵の設置
横断歩道の設置

道路管理者（札幌市）
交通管理者（道警）

② 米里1条2丁目1番と2条2丁目1番
（新道と側道を渡る交差点）

交通量が多い 横断歩道のカラー化
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

③ 米里2条1丁目と2条2丁目の間の新道へ向かう道
路

交通量が多い
車の速度が速い

路面標示の設置（減速マーク） 道路管理者（札幌市）

④ 米里3条1丁目と3条2丁目の間の新道へ向かう道
路

交通量が多い
車の速度が速い

路面標示の設置（減速マーク） 道路管理者（札幌市）

米里小学校

本通小学校



通学路交通安全プログラム対策一覧（厚別区）

学校名 番号 箇所名・住所
通学路の状況
危険の内容

対策内容 事業主体

厚別西小学校 ① 厚別西4条2丁目交差点 交通量が多い 児童への指導 小学校
① 厚別北4条4丁目付近交差点 交通量が多い 路面標示の設置（減速マーク等） 道路管理者（札幌市）
② 厚別北4条5丁目交差点

（厚別通）
交通量が多い 占用看板を設置

児童への指導
道路管理者（札幌市）
小学校

大谷地東小学校 ① 大谷地西1丁目～6丁目 見通しが悪い スクールゾーン標識の設置 道路管理者（札幌市）
厚別通小学校 ① 厚別西4条3丁目10-30

（本校校門前歩道）
見通しが悪い 児童への指導 小学校

上野幌東小学校 ① 上野幌3条6丁目6-1
（こもれびの森前交差点）

車の速度が速い
見通しが悪い

石碑の撤去及び低木の移植 道路管理者（札幌市）

厚別北小学校



通学路交通安全プログラム対策一覧（豊平区）

学校名 番号 箇所名・住所
通学路の状況
危険の内容

対策内容 事業主体

豊平小学校 ① 豊平5条6丁目、5条7丁目の変形5差路交差点 車・自転車の速度が速い 区画線（白線）の設置 道路管理者（札幌市）
① 美園1条8丁目 交通量が多い 防護柵の設置

交差点改良の実施予定
道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）

② 月寒東2条1丁目 交通量が多い 防護柵の設置 道路管理者（札幌市）
③ 東札幌1条5丁目 交通量が多い 防護柵の設置 道路管理者（札幌市）

西岡小学校 ① 西岡2条9丁目 道幅が狭い 児童への指導 小学校
中の島小学校 ① 中の島2条1丁目 自転車がスピードを落とさずに歩道

上を通行している
ステッカーの復旧 道路管理者（札幌市）

月寒東小学校 ① 月寒東4条11丁目 除雪が行き届いていない 児童への指導 小学校
羊丘小学校 ① 月寒東2条19丁目3-6付近 交通量が多い

横断歩道がない
歩道が狭い

横断歩道の設置 交通管理者（道警）

① 中の島1条8丁目3 交通量が多い 交差点注意路面標示の設置 道路管理者（札幌市）
② 平岸1条16丁目2 車道が狭く、歩道が確保されていな 区画線（白線）の設置 道路管理者（札幌市）

しらかば台小学校 ① 月寒東4条18丁目10-43 車の速度が速い 路面標示の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

西岡南小学校 ① 西岡5条15丁目 片側が雑木林や崖 児童への指導 小学校

豊園小学校

平岸西小学校



通学路交通安全プログラム対策一覧（清田区）

学校名 番号 箇所名・住所
通学路の状況
危険の内容

対策内容 事業主体

有明小学校 ① 有明141-2 車の速度が速い 歩道の設置・拡幅
注意喚起看板の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）
小学校

三里塚小学校 ① 里塚緑ヶ丘12丁目 交通量が多い
緩やかな上り坂のため、冬期間、ス
リップする車が出る

砂箱の設置 道路管理者（札幌市）

北野小学校 ① 北野3条2丁目、4条2丁目、5条2丁目
（学校前車道）

車の速度が速い 外側線の設置
路面標示の設置（減速マーク）

道路管理者（札幌市）

① 清田4条4丁目
（清田中学校前交差点）

見通しが悪い
交通量が多い

児童への指導 小学校

② 清田4条2丁目
（バス通市営住宅前交差点）

交通量が多い 児童への指導 小学校

③ 清田6条1丁目
（清田通り6条1丁目付近）

交通量が多い 注意喚起看板の設置予定
標識の設置・更新予定
児童への指導

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）
小学校

① 北野6条4丁目2 見通しが悪い
交通量が多い

雪出し指導 道路管理者（札幌市）

② 北野4条5丁目4 標識が見づらい 街路樹の剪定を実施 道路管理者（札幌市）
① 北野3条3丁目

（清田通と北野里塚線の合流地点）
交通量が多い 児童への指導 小学校

② 北野1条1丁目と2丁目の間 歩道が設置されていない 歩道拡幅の実施予定 道路管理者（札幌市）
① 清田10条4丁目2-14と9条3丁目16-15の間

（清田南通）
交通量が多い 児童への指導 小学校

② 清田7条2丁目 歩道が狭い 占用看板の設置
きめ細やかな除排雪の実施

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）

① 平岡公園東2丁目11-13地先 交通量が多い 児童への指導 小学校
② 平岡公園東4丁目10-1地先 標識が見づらい 街路樹の剪定

警戒標識の設置
停止線の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）
交通管理者（道警）
小学校

美しが丘緑小学校 ① 美しが丘4条5丁目と真栄5条5丁目の交差点 交通量が多い
見通しが悪い

児童への指導 小学校

清田南小学校

北野台小学校

清田緑小学校

平岡公園小学校

北野平小学校



通学路交通安全プログラム対策一覧（南区）

学校名 番号 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 川沿7条3丁目 交通量が多い 児童への指導 小学校
② 川沿10条3丁目から7条3丁目 交通量が多い

歩道がなく、道幅も狭い
注意喚起看板の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

③ 川沿7条4丁目から7条2丁目 歩道が狭い 児童への指導 小学校
① 南36条西11丁目、南37条西11丁目 交通量が多い

歩道がない
注意喚起看板の設置
路面標示の設置（減速マーク）

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）

② 南36条西11丁目、南37条西11丁目 歩道が狭い 電源付加装置の移設 交通管理者（道警）
③ 南34条西10丁目5番地と6番地の間

（旧ろまん亭前）
見通しが悪い 注意喚起看板の設置 道路管理者（札幌市）

石山小学校 ① 石山2条3丁目 見通しが悪い 注意喚起看板の設置
路面標示の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）
小学校

簾舞小学校 ① 簾舞1条4丁目 交通量が多い 注意喚起看板の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

① 常盤3条2丁目5
（関口雄揮記念美術館の国道453号線を挟んだ
向かい側）

歩道が狭い
見通しが悪い
交通量が多い

児童への指導 小学校

② 常盤6条2丁目、常盤119番地 歩道がない
見通しが悪い

注意喚起看板の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

澄川西小学校 ① 澄川2条5丁目7-2 交通量が多い
歩道が狭い

注意喚起看板の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

藻岩北小学校 ① 川沿2条3丁目
（五輪通と川沿2条3・4丁目中通りとの交差点）

交通量が多い
見通しが悪い

注意喚起看板の設置
路面標示の設置（減速マーク）

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）

北の沢小学校 ① 北ノ沢1897番地
（じょうてつバス「山水団地前」バス停側横断歩

車の速度が速い 注意喚起看板の設置
横断歩道の塗り直し

道路管理者（札幌市）
交通管理者（道警）

① 真駒内上町1丁目、2丁目
（五輪通交差点）

見通しが悪い 路面標示の設置（減速マーク等） 道路管理者（札幌市）

② 真駒内上町4丁目
（上町公園南側付近）

横断歩道の移設 児童への指導 小学校

③ 真駒内曙町4丁目
（五輪通り交差点）

交通量が多い 児童への指導 小学校

真駒内桜山小学校 ① 真駒内柏丘 歩道が狭い
交通量が多い

児童への指導 小学校

常盤小学校

藻岩小学校

南小学校

真駒内公園小学校



通学路交通安全プログラム対策一覧（西区）

学校名 番号 箇所名・住所
通学路の状況
危険の内容

対策内容 事業主体

琴似小学校 ① 琴似3条5～6丁目、西区琴似2条5～
6丁目側川添通

道幅、歩道が狭い
路面凍結のため歩道が滑りやすい

パトロールに留意し、可能な範囲で除雪
路面標示の設置（交差点部）

道路管理者（札幌市）
道路管理者（札幌市）

八軒小学校 ① 八軒2条東2丁目2番 交通量が多い
車の速度が速い

路面標示の設置（減速マーク） 道路管理者（札幌市）

二十四軒小学校 ① 二十四軒3条3丁目2番地 交通量が多い 歩道拡幅の実施 道路管理者（札幌市）
発寒東小学校 ① 発寒15条2丁目2－1

（学校前交差点）
見通しが悪い
歩道が狭い
車の速度が速い

児童への指導 小学校

① 八軒町4条西5丁目
（マックスバリュー八軒5店付近）

交通量が多い
歩道が狭い

横断帯標示の設置
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

② 八軒町4条西5丁目
（星の子保育園付近）

車両の駐停車が多い 児童への指導 小学校

③ 八軒町3条4丁目
（無人化した公務員宿舎の間道路）

街灯が少ない 街路灯の増設予定
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

④ 八軒町4条4丁目周辺
（エルシオン付近住宅密集地域）

歩道が狭い パトロールに留意し、可能な範囲で除雪
児童への指導

道路管理者（札幌市）
小学校

⑤ 八軒3条4丁目
（閉鎖された団地山公園）

閉鎖された公園が危険 児童への指導 道路管理者（札幌市）
小学校

⑥ 八軒6条～10条の9丁目～10丁目の堺 歩道が狭い
車の速度が速い
交通量が多い
除雪が行き届いていない

児童への指導
除雪の徹底

小学校
道路管理者（札幌市）

福井野小学校 ① 福井4丁目1
（セイコーマート前）

コンビニの駐車場に進入する車が
多い

児童への指導 小学校

① 山の手2条11丁目 交通量が多い 児童への指導 小学校
② 山の手中央通り

（山の手1条8丁目～山の手2条1丁目）
歩道が狭い
交通量が多い

パトロールに留意し、可能な範囲で除雪 道路管理者（札幌市）

八軒北小学校 ① 八軒8条9丁目
（道営団地前横断歩道）

交通量が多い
道路幅が狭い

パトロールに留意し、可能な範囲で除雪 道路管理者（札幌市）

八軒西小学校

山の手南小学校



通学路交通安全プログラム対策一覧（手稲区）

学校名 番号 箇所名・住所
通学路の状況
危険の内容

対策内容 事業主体

手稲中央小学校 ① 手稲本町3条2丁目 車が多く駐車している 児童への指導 小学校
手稲鉄北小学校 ① 曙1条1丁目 交通量が多い 標識の設置・更新

児童への指導
交通管理者（道警）
小学校

① 曙8条1丁目と曙9条1丁目の交差点 交通量が多い 道路標示の設置（減速マーク） 道路管理者（札幌市）
② 曙12上2丁目側の歩道の確保 冬になると、片側しか歩道が確保さ

れない
歩道除雪の実施 道路管理者（札幌市）

③ 曙12上2丁目付近の交差点 横断する児童が多い 児童への指導 小学校
新陵小学校 ① 新発寒6条8丁目・9丁目

（富岡通り）
交通量が多い
車の速度が速い

児童への指導 小学校

① 稲穂4条4丁目と4条5丁目の間 交通量が多い 歩道拡幅の実施予定 道路管理者（札幌市）
② 手稲3条4丁目と3条5丁目の間 交通量が多い 児童への指導 小学校
③ 小学校の正面 歩道が設置されていない 歩道拡幅の実施予定 道路管理者（札幌市）

稲積小学校 ① 前田5条7丁目
（稲積小学校前交差点）

交通量が多い 児童への指導 小学校

西宮の沢小学校 ① 西宮の沢小学校
（手稲区西宮の沢2条4丁目）

交通量が多い 道路標示の設置（減速マーク） 道路管理者（札幌市）

① 新発寒5条4丁目付近の交差点
（変則十字路）

見通しが悪い
交通量が多い
車の速度が速い

児童への指導 小学校

② 新発寒5条4丁目付近の交差点
（新発寒たんぽぽ幼稚園）

交通量が多い
車の速度が速い

児童への指導 小学校

星置東小学校 ① 明日風3丁目5 交通量が多い 児童への指導 小学校

稲穂小学校

新陵東小学校

手稲山口小学校


