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日 時：平成27年 9月 17日（木） 14：30～15：40 

場 所：北区役所2階第 1会議室     

 

 協議会開催趣旨説明協議会開催趣旨説明協議会開催趣旨説明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、日中 12 時間（7：00～19：00）にお

ける利用者が概ね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。 

 

 新陽新陽新陽新陽横断歩道橋の現状及び利用状況について横断歩道橋の現状及び利用状況について横断歩道橋の現状及び利用状況について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 

 

 歩道橋撤去の提案歩道橋撤去の提案歩道橋撤去の提案歩道橋撤去の提案    

   資料 5により提案 

 

 撤去、存続に関する意見交換撤去、存続に関する意見交換撤去、存続に関する意見交換撤去、存続に関する意見交換    

 ・近くに歩行者専用の信号機が付いているので、殆ど信号機を渡っている。ただ、急

ぐ人はこの横断歩道橋を渡っている。冬の間は歩道除雪が出来ないので雪が山にな

っているから、お年寄りはつるつる滑って危ない。また、車を出すときは雪もある

し、歩道橋もあるのでこの交差点から出る時は大変です。 

 ・学校はどのように考えているか聞きたい。撤去した場合は、結果的には信号を渡ら

なければならない。東側にある信号が赤になる直前に押さないと青に変わらない。

向こうの信号が変わったあとに押しても 5～6 分待たないと変わらないので急ぐ人

は大変だと思います。 

 

・実態として、こちらの方面から来る子供はそんなに多くはない。しかし、少ないか

らと言って横断歩道橋がなくてもいいと言うことにはならない。ただ、劇的にこち

らから来る子供たちの数が多くなるということも望めないのが実態であります。 

・信号が変わるタイミングの話があったので、うまく調整できるのであればこちらの 

信号の方が一方向なので、新川通の交差点の信号より横断する部分についてはこち

らの方が安全だと思う。 

 



 

 

・マンションから新陽小に通っている生徒は 20 人位、もしかしたらマンションが 2

つあるので、もっと多いかもしれませんが、その子達の横断歩道橋の利用状況を見

てみると、殆ど利用していない。西側にある新川通の横断歩道を渡って登下校して

いるのが殆どで、まれに、天候により、横断歩道橋を使っている子供もいると思う。

学校の指導としては横断歩道橋となっているが、安全面からすれば、必要なのかも

しれないが、利用面からみればどうなのか。かといって、もうひとつさらに奥に行

った横断歩道の方は、さらに奥にという形で、それを利用するようにと指導を受け

ても、目の前に横断歩道があることから利用は少ないと思われる。 

・利用価値で見たら、自転車等の利用者からみると撤去していいのかなと、個人的に

は思うが、安全面からすればほかにないので、そこが迷うところです。 

    

・大学の職員宿舎が歩道橋の南側にあり、入居者から要望を受けまして、5 名の小学

生と2名の中学生がおり、毎日、登下校の際には利用しているとのことなので、や

むを得ず、この歩道橋を撤去ことであれば東側にある押ボタンの信号について改善

の要望を出したい。具体的には、押ボタンを押してから青になる時間が長いので、

改善してほしいのが1点と、もう1点が、ドライバーに、より注意喚起を促す方法

として、横断歩道の色を白と赤、赤茶色みたいな横断歩道が札幌市内にもあるよう

なので、その様な形にしていただければとの、要望がありました。 

 

・限定してアンケートを取るとか意見を聞いたことはありませんが、過日総会があり

まして、そこで理事会の話題にしましたが、そこで出てきた話の中では特段撤去に

ついて不便になるとの意見はなかった。逆に、道が細くなって、冬場は雪が積もっ

て歩きづらい。また、自転車ですれ違う事ができないとの意見は出ていた。ただ、

子供さんとの関わりではどうなのか。もし、必要があるのであれば意見を聞くこと

も必要なのかとのレベルで先日の話は終わりました。 

 

・連町としては、範囲が広いので、連町の会議で近所に住んでいる町内会長さんにい

ろいろな意見を出してもらいましたが、近くに住んでいるの二人の町内会長の意見

をここで述べていただいて、それを北連町の意見としたいと思う。 

 

・昭和 40 年代に、この横断歩道橋を付けることで、耳にしたことがあるが、かなり

強力な運動で付けたみたいです。それは、北大のところに北海道の4階建ての官舎

が４棟建っていた。それが、満室だったので、その頃のことを考えると横断歩道橋

が先ずは必要だったのではないか。それからずっと年が過ぎると、先ほど皆様が言

ったとおり、歩道橋が邪魔なんです。どうしてかというと、先ほどの発言でもあっ

たとおり、冬は通りにくい。雪が盛り上がっていて、殆ど恐る恐る通っている感じ

です。当時は、お年寄りがバスを降りた後、道路を渡るのに、車の往来が激しいも

のですから横断歩道橋が役に立っている感じだったので、付けてもらった時はみん

なが喜んでいましたが、最近見ていると、邪魔なような感じがするのです。私がそ

のように言っても、マンションが建っていて20名位の子供たちがいるとのことで、



 

 

その子供たちも十字路の交差点を渡っているみたいなので、こちらの方を渡ってい

るのは、新陽小学校に行く子供たちが何人かいるかも知れないが、子供たちにとっ

ては、歩道橋でも、横断歩道でもどちらでもよいが、大人が下を走って渡っている。 

・歩道橋の近くに大学の官舎が建ったことで、結構利用する人がいるのではないかと

思うが、町から来た場合、歩道橋は利用しないと思う。ということで、南新川町内

会としてはバスから降りたお年寄りが横断歩道を渡れば、階段を上る必要がない。

昔は歩道橋を上るのが唯一の楽しみみたいなことも言っていましたが、この通知が

来てから、夜見るとすごく明るいので、いいなとは思いますが、これは暗い歩道橋

の上で犯罪が起きた時に付けたものと思います。その様なこともあり、これはそれ

なりに良いものと思うが、自転車もすれ違えないし、大変邪魔なような感じがいた

します。 

 

   ・私たちのところの人たちがこのあたりの場所を使うのは、スーパーがあるので、そ

こに買い物に行く人たちがこの近くを通ることがあり、意見・感想として、冬の雪

がある時の歩きにくさが一番で、歩道橋の利用についてはほとんど使っていないの

で、無くてもよいという意見が大半でした。ただ、子供たちがここを使うのであれ

ば考慮しなければならないので、そのことが解決できれば撤去に関しては特に意見

はない。 

 

・幌北地域ですが、この地域は町内会に入っていないので、直接関係ないのですが、

一昨年、うちの町内で幌北小学校と北辰中学校の歩道橋を撤去しました。それにつ

いて、撤去する前は子供たちも元々通っていなかったが、撤去された後に信号機が

整備され、今は非常に快適になりました。歩道橋の上に雪が積もり、つららが出来

るのでとても危険だったということもあり、皆さんが歩道橋は危険だということで

そばに寄らないという状況でしたが、今は無くなり、見晴らしも非常によく、交通

事故もないということは聞いています。 

 

                ・大人の方は渡らないことが多くなったとお聞きしていますが、子供さんがどう利用さ

れるのか。もう一つ話があった信号機はどうなのか。この二点が大きな話と思います

が、まず一つは通学路の問題があるかと思いますが、撤去する、しないの中で通学路

をどうするか。 

    

        ・通学路なので、登下校は通学路を通るように指導をしている。学校に来るときに安全

なところを通るための通学路なので、実態は新川通の交差点の利用はあるが、そこの

交差点の交通量も多いので、ここの横断歩道橋を渡ることがより安全である。これが

無くなったとして、手押しの信号機を移動することは可能なのか。 

    

・80ｍ東側にある押ボタン信号機を現在の歩道橋のところに移設できるのか？との質 

問ですが、私は西区に住んでいまして、天気の良い日は北警察署に徒歩で通勤してお

り、新川通・北 24 条通を歩いていて、あの歩道橋のことはよく存じておりますが、



 

 

確かに冬は歩道が狭い。 

・80ｍ東側にある押ボタン信号機は、朝はかなり交通量が多い道路なので、朝の乱横断

は危険と感じて、学校側ですとか、町内の方でも徹底されており、乱横断もかなり少

ない場所で押ボタンの信号機を利用されていると感じております。 

・その押ボタン信号機を80ｍ近く移設できるかとの件に関しては、あそこは新川通から

カーブになっており、北警察署としても、バスレーンとかいろいろな交通取り締まり

を実施しているところではありますが、朝のラッシュ時はかなりの速度の車が散見さ

れます。右カーブの終わりに押ボタン信号機を付けることに関しましては非常に危険

で、横断者にとっての危険性は高まると認識しています。 

 

  ・直進になってからの距離がないと信号の視認性が悪いので、スピードを出してくると

信号を発見するのが遅れることが予想される。 

  ・信号のタイミングについてはどうですか。 

 

    ・この信号機は連動式の信号機になっており、北 24 条通の幹線道路では、それぞれが

単独の信号運用にはなっておりません。交通管制センターで交通量によりまして、秒

数が随時変わる信号機になっております。実は、この話がありましてから横断歩道橋

と押ボタン信号機をよく利用するようになりました。利用して実際に横断歩道橋を横

断して、さらに押ボタン信号機をどのタイミングで渡れるのか、どれだけ待つのかも

調査いたしました。そうしましたところ、先程、5 分程度との話がありましたが、一

つの信号機のサイクルは四つ角信号機ですと概ね 2 分程度で最初の現示に戻ります。

要は、120 秒ないし 140 秒位で最初のサイクルに戻るので、5 分待たれることはない

と思います。待つ方にしてみれば長く感じられる方もいると思います。実は今日、東

側の信号機が赤に変わった瞬間を狙ってボタンを押してみました。そうすると変わり

ません。その赤がさらに青になって黄色になって黄色になった瞬間、こっちも黄色に

なるということになります。それを計ってみたら 1 分 20 秒です。1分 20 秒という話

をしたらそんなものかと思われるかも知れませんが、長く感じるかも知れない。 

  ・押せばすぐ変わる押ボタン信号機もありますから、ボタンを押して変わらなければ待

つのは長い。ただ、先ほど申し上げましたとおり、コンピューター制御ですので、1

分 20 秒が最大ということにはならないと思いますが、おおむね一つの交差点、東側

はＴ字路の定周期信号機になっていますが、そこの周期が概ね120秒から130秒の周

期で回っていますので、それ以上待つことはないということはわかっていただけるも

のと思います。 

  ・警察の意見としては、歩行者と車両の分離との面から言えば歩道橋は非常に事故防止   

に有効な施設であると交通管理者としての立場では思っています。 

 

  ・ほぼ皆様の意見をお聞きしましたが、様々な意見があった中で、さらに何か意見はあ

りますか。 

  ・信号機の状態は教えていただきました。信号機の場所についても押ボタンのところが   

ベストだという話です。 



 

 

 

     ・これから撤去することになり、撤去した場合に、現状のままなら何も変わったことが

なくて、ただ撤去したいのが市の考えなのだろうが、そうではなくて、やはり連動の

信号でもっと通りやすい信号にならないか。あそこには、25条通にカーブして入る道

路があるが、そこの信号がないところに横断歩道橋が架かっているので、そこに時間

で変わるような信号を付けてもらえれば、車も右折しやすいし、人も一気に 25 条通

に入ってこられる。バス停まで向えるようになる。その 25 条通は今メイン通になっ

ていて、北 24 条通からの抜け道になっている。この道は中新川に抜ける道で、これ

が新陽小学校の方に通じていて車が全部そこを通るんです。 

  ・信号機のことで町内で話し合い、子供たちのために長生会病院の前に信号機を付けて

もらう申請を北署にした。子供たちが横断歩道を渡ってこちらに来るのであれば、そ

こに信号を付けていただければこれに越したことはない。南新川に入るのはこの一本

の道路しかない。あとは裏道で、そこには信号がない一方、北 24 条側に二つある信

号をあそこに一本に絞れば相当楽に往来が出来ると思う。要するに、危険なところな

んです。武蔵短大の方からものすごいスピードで入ってくる車がいる。カーブだから

見えないということもあるが、それを連動式にすればどうなんでしょうか。交通事故

のためにそのようにしていると思うが、そうすれば行き来するのは楽になるので、そ

のような提案をしたい。 

 

        ・要望していただくことに関しては、町内の方の要望ですので受理することはもちろん

です。現状を申し上げますと、危険な交差点はたくさんありまして、北海道警察公安

委員会の現状では、年間で信号機が付くのは非常に困難な状態にあります。道路の新

設で、その新しい道路が幹線道路に交わるとか、交通整理が信号でないと難しい場所

であるとか、そういう場所が優先して付いている状態でありまして、要望されたとし

てもいつ設置できるかっていうのは、ちょっとお約束することは出来ません。 

 

   ・撤去してもそういうことは要望してもなかなか無理だということなんですか。 

 

   ・そうです。 

 

   ・よく聞くことによれば、今市内の信号機を新しく付けるには10年かかると言うが、10

年かかっても付きませんか。 

 

   ・要望があれば平成13・14年頃まではよく付いていました。私も別の警察署の規制係で

信号機の担当しており、平成14年頃まではよく付いていた時代でした。ところが平成

20年の頃から付かなくなった。現在、北警察署で信号機の設置要望を受理して、いま

だに設置されていない場所は76箇所です。信号機の新設にもお金がかかりますが、信

号機の維持管理にお金がかかりまして、増えれば増えるほどその管理にもお金がかか

ってしまう。今は LED 信号機で節電型のため、今までの 1/6 の消費電力で経費節約に

はなっているが、それでも新設の信号機の設置は難しい状態にあり、今年度、北署管



 

 

内で付きました信号機は新川通と並行して走っている西牧場 2 号線という手稲高校と

か前田森林公園に行くところが、信号機がないとバスが走れないという判断に基づき、

昨年度より協議を重ねて、今年の8月 31日に信号機を設置して、一部供用開始してい

なかったところを信号機の設置に伴いまして、供用開始したところです。 

 

            ・連町の会議でも出ていたが、今日は公式の会議だから、会議の中でこういう話が出て

いますと、北署に帰ったら報告してください。市の方も公式の場で意見が出たのだか

ら、地元と一緒に、北署も一緒になって考えるというふうにしてもらうと、先に希望

がある。警察不信につながってもいけないし、行政不信につながってもいけないので、

要するに両方で提案し、三者で考えるということで、市の方で言ってもらえればよい。

信号機も必要なところには付けるというかたちで、優先順位はあると思うが北連町の

まとめとしては、そのようなことです。 

 

        ・大体のお話はお伺いしたところで、札幌市として、是が非でも歩道橋を落としたい訳

では決してない。ただ、需要の問題と、実際に相当な年数が経っているので今後間違

いなく更新するのかという話も出てくるので、更新するとなればそれだけの費用が掛

かるため、更新できずに撤去して終わる可能性もないわけではない。お金の話をして

大変申し訳ないですけれど、札幌市の状況もご理解いただきたい。そういった中で、

地元の要望で、すぐにはできないけれど何かしてほしいこととか、今すぐできること

であればやっていきたいと考えているところです。 

            ・ご提案させていただきますが、今すぐに押ボタンの信号機の場所がずれるということ

も難しいし、新しく信号機が付くという事でもないと思います。それは持ち帰って、

上の方にも伝えますし、また、その様な現状であることを認識させていただいたとこ

ろです。その様なことも含めて学校さんにお願いなのですが、もし、撤去になったと

すればどうゆう状況になるのか。撤去しないで存続させるとの結論でも構いません。

学校として20数人、もしかしてもっと多くの子供がそこを渡るとしたら存続の意見で

も構いません。学校としての意見及び PTA の意見を伺ってきていただきたい。町内会

さん方はだいたいわかりました。その上で子供さんの利用状況もあるので、その辺も

考え合わせて意見に反映できればと思います。大学の方も意見をまとめていただいた

ので、これ以上はないと思います。今このような話し合いになっている現状を伝えて

いただいてもらいたい。 

  ・硬直した状況なのかも知れませんが、もう一回、地元とかそれぞれの組織体に今日の

状況も含めて話を持ち帰っていただいて、もう一回、協議会を持たせていただいてよ

ろしいでしょうか。そのうえで、最初に申し上げたとおり、撤去なら撤去でも、存続

なら存続でも構いません。こういったものは多数決をとって決めるものではないと考

えています。やはり、それだけ使われる方が多いと実際に命のかかわる問題ですし、

事故とかも気になる問題ですので、そういう意味では、この場で皆様の意見が存続な

のか撤去なのかは拮抗して決めるものではないと思います。もう一度、協議会の中で

お話合いをさせていただければと思います。会長・皆様いかがでしょうか。 

 



 

 

   ・持ち帰って、また、検討して次の協議会でということはよいのですが、一点だけ確認

させてほしいのは、大学の宿舎に住んでいる居住者から出した意見ということで、横

断歩道の信号機を非連動式の押ボタンにしてほしいのと、横断歩道の色をカラー化し

ていただいたらどうだろうというようなことで、信号機についてはいろいろな皆様の

意見をお聞きしましたが、横断歩道のカラー化ということについては、実現の可能性

はどうなのでしょうか。 

 

   ・横断歩道のカラー化を行っているのは国道の部分です。国道は行っていますが、札幌

市は行っていない。ただ、意見としてあるので出来るかどうかは検討しますが、今こ

こで返答は出来ない。札幌市として、市の管理する市道・道道では行っていない。 

 

  ・今後検討する中で可能性を探っていただけるというようなことでよろしいでしょうか。 

 

   ・そうですね。検討させていただきたいと思います。この協議会の中だけでそうします

ということではなく、要望書をいただくとか、別の手続き等を考えさせていただくこ

とになるかも知れません。 

 

・その辺はきちんとした形で、大学も居住者の方々が要望を出したいという事であればど

のような手続きを取ったらよいのかを教えていただければいいのかなと思います。 

 

   ・それを含めて方法などを検討させてください。 

 

   ・我々が判断するのではなくて、居住者の方にこの会議の結果を持ち帰ってどういった

対応をこれからとるようにするか検討していかなければならない。 

 

   ・将来、申請書なり要望書なりとすれば、北連町・幌北連町共に協力してやることにし

ている。白楊小学校の歩道橋撤去の時、最初からかかわった経験からすれば、少なく

ても 1 年以上かかる。協議会が三回も四回もあって、結構長くかかることをお互いに

覚悟しなければならない。結論はすぐに出ないでしょうが、今言われたことを全部記

録にとってもらって後日、二回目を行う時に、前回、こういう意見が出たよという事

で、それに対しての中間発表みたいな形で出してもらえれば、今あった事への答えに

なるでしょうし、とにかく、長くかかることだけは経験者の一人としてわかっていま

すので宜しくお願いしたいと思います。 

 

 ・今、会長さんのお話ありましたように、どのような話があったかは、札幌市のホーム

ページ等を含めて公開はしていきます。あと、要望、意見の中で、本当にできること

はないかという事も含めて、考えさせていただいて、次回開催時には、こういう事を

考えているとか、これはもう少し時間がほしいとか、そういう事も合わせて、それに

対するお答えもしていきたいと思います。皆様の貴重なご意見をいただきありがとう

ございます。第二回目の開催につきましてはこの場で決めるのは難しいですか。 



 

 

 

 ・いつぐらいに開催するのかよいのか。通常ですと、だいたい地域住民の方に町内会の

方からお知らせいただいて、意見があれば意見を聞いていただくという期間で、２ケ

月位おいた後に協議会の第 2 回という事で開催していますが、それでいきますと、11

月下旬ですとか12月の初め位になろうかと思いますが、それ位の時期でよろしいのか、

もう少し間を開けた方がよろしいのか。 

 

 ・行政の方はいつぐらいに行いたいのか。 

 

 ・11月下旬か12月初めで、具体的日程調整は近くなりましたらさせていただきますが、 

それ位を予定していただければと思っております。 

 

 ・連町に関しては、両まちセンの所長と連絡を取り合い、連町の行事は結構多いので、

そのあたりを加味してもらって、あとの学校さんとか北大さんとかは、それぞれのと

ころと協議をしてもらい、調整してくれればありがたい。 

 

 ・12 月上旬位を目途に、具体的日程につきましては、調整させていただくことで、よろ

しいでしょうか。次回までに私共も検討してまいりますし、また、みなさまの方でも

ご意見のとりまとめ等につきましては、お手数をおかけしますが、よろしくお願いし

たいと思います。本日は大変ありがとうございました。 

 

 

 


