
【落合第六小学校 】定期点検対象校　7月20日(金)実施

点検箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施（予定）年度

1 西落合４－１１－２１先
①「徐行」の路面標示が薄れている。
②「止まれ」の路面標示が薄れている。

補修をする。
①新宿区（道路課）

②戸塚警察署
平成30年度実施済み

2 西落合４－１２－１５先
①横断歩道が薄れている。
②横断歩道標示が薄れている

補修をする。 戸塚警察署 平成30年度実施済み

【対策検討メンバー】小学校、戸塚警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

H30年度　交通安全総点検　新宿区内通学路対策箇所一覧表



【余丁町小学校 】 定期点検対象校　7月24日(火)実施

点検箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施（予定）年度

1 余丁町８－８（塚本ビル前） 通学路が急に狭くなっている。植え込みで視界が悪い。 所有者に剪定を依頼、もしくは区で剪定する。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

2 余丁町小～大久保通り間の住宅街 街路灯の老朽化で照明が弱くなっており、夜は薄暗い。 随時交換していく。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

3 統計局～職安通り間の住宅街 車両の交通量が多い。 部分的にポストコーン等で狭窄する。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

4 余丁町８－１４
ガソリンスタンド前の電柱が斜めになっていて、
見通しが悪い。

電柱を管理している東京電力に申し入れを行う。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

5 若松町１９ 一方通行曲がり角の見通しが悪く危険である。 注意を促す看板を２基設置する。 新宿区（交通対策課） 平成31年度実施予定

6
河田町２－５
（ブリヂストン社宅付近）

放置自転車が多い。 指導、撤去する。 新宿区（交通対策課） 平成30年度実施済み

7
余丁町12-25
（コインパーキングがあるT字路）

死角になっていて自転車等が見えづらい。 道路反射鏡の角度を調整する。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

8 若松町15-5 東京都の事業用地ブロック塀が破損している。
破損し、動いてしまうものについては回収する。全面的な撤去
等の対応は、事業の進捗に合わせて実施する。

東京都
（第三建設事務所）

平成31年度以降実施予定

9 余丁町５－１０先
道路反射鏡等が無いので、車や自転車等の飛び出しがあっ
た場合、危険である。

区道に路面標示（止まれ・自転車の止まれマーク・停止線）を
実施する。

新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

10 余丁町９－９
見通しが悪く、青信号をめがけて子どもが急ぐと自転車等と衝
突する可能性がある。また、電柱の支線があり、車が停止し
ていると通れないことがある。

教職員が児童へ安全教育を行う。 小学校 平成30年度実施済み

11 余丁町６－３２
見通しが悪く、青信号をめがけて子どもが急ぐと自転車等と衝
突するおそれがある。

➀区道側にある看板を更新する。
②中央分離帯の延長線上に視線誘導標（ポストコーン）を
　設置する。

①新宿区（交通対策課）
②東京都（第三建設事務所）

平成30年度実施済み

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、東京都第三建設事務所、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課



【市谷小学校 】予定年次以外の点検　 8月10日(金)実施

点検箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施（予定）年度

1 榎町４０
進入禁止のバリケードが出されていないため、児童の登下校
時に車が入ってくる。

①歩行者用道路の幕をガードパイプに取り付ける。
②規制標識を移設させ、ドライバーから見えるよう高さを
　調整する。

①新宿区（交通対策課）
②牛込警察署

平成31年度実施予定

2 榎町４０ 道路に段差がある。 段差を埋めて、平面にする。
東京都

（第三建設事務所）
平成30年度実施済み

3 市谷山伏町１－１先 「とまれ」標示と白線が消えかかっている。 「とまれ」標示及び白線を補修する。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

4 市谷柳町４３先（市谷柳町交差点付近）
車道に自転車のナビマークが無いため、坂になっている歩道
をスピードを出して走る自転車が多い。

各交番で危険な運転をする自転車運転手に対して注意する。 牛込警察署 平成30年度実施済み

5 神楽坂駅すぐの通り 店舗の看板や野外広告物が多い。
各店舗等に是正指導を実施済み。今後も適宜パトロールを実
施する。

新宿区（交通対策課） 継続して実施

6
矢来町　あかぎ児童遊園の近く
※江戸川小の危険箇所番号10と同じ箇所

一方通行の細い道路だが駐車している車両が多く、児童は車
を避けて歩行しなければならなくなっている。

車両が駐車しないように牛込警察署に依頼し、パトロールを
実施する。

牛込警察署 平成30年度実施済み

7
矢来ハイツ北側の通り
（矢来町3と矢来町50の間の道路）

牛込中央通りとの交差点の路面に通学路の標示が有るもの
の、スピードを出す車が多く走っているため危険である。

①看板の設置場所等について牛込警察署と協議する。
②自動車等に注意して歩くよう、学校から児童へ指導する。

①新宿区（交通対策課）
②教育調整課

平成31年度実施予定

8
市谷甲良町23
（市谷小学校前交差点の近く）

鉢が道路上に置かれてる。 鉢の所有者に対し、指導する。 新宿区（交通対策課） 平成30年度実施済み

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課



【落合第三小学校 】定期点検対象校　8月24日(金)実施

点検箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施（予定）年度

1 新宿区西落合1丁目　学童クラブ近くの交差点 トラックが駐車している場合、見通しが悪くなる。 交差点の南側の道路に路面標示を実施する。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

2
新宿区西落合1丁目20番20号　梅村タイル前の
十字路

一時停止しない車が多い。
①路側帯等を改修する。
②当該箇所について、教職員から児童へ安全指導をする。

①新宿区（道路課）
②教育調整課

平成30年度実施済み

3  西落合２－２０－１７先
変則交差点がある場所だが、横断歩道が2箇所しか設置され
ていない。

ガードレールへの反射材設置、歩行者、自転車のストップマー
クを設置し、交通安全対策を実施する。

新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

4 西落合２－１８先から西落合２－１９－３先まで 規制時間（7:30－9:00）を守らずに侵入してくる車が多い。

①旭通りの路側帯内にカラー舗装を実施する。
②交差点に規制を知らせる立看板を設置する。
③警察官による巡回を強化する。
④巻き込み防止のポストコーンを設置する。
⑤交通規制標識を増設する。

①新宿区（道路課）
②新宿区（交通対策課）

③戸塚警察署
④新宿区（道路課）

⑤戸塚警察署

①平成31年度実施予定
②平成30年度実施済み
③平成30年度実施済み
④平成30年度実施済み
⑤平成31年度実施予定

5 西落合２－５－９先
交差点手前の舗装の一部が傷んでいる。

舗装の打替えおよび「止まれ」の路面標示を補修する。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

6 西落合１－２２－８先 丁字路に横断歩道を設置してほしい。
信号機のある交差点で横断するよう教職員から児童にむけて
指導する。

小学校 平成30年度実施済み

7 西落合１－３１－４先 規制時間（7:30－9:00）を守らずに侵入してくる車が多い。
①規制標識の角度を運転手から見え易いよう修正する。
②周辺道路の交通規制標識を増設する。

①戸塚警察署
②戸塚警察署

平成31年度実施予定

8 西落合１－１３－９先から中落合４－２６－５先 歩道にガードレールを設置して欲しい。
路側帯等の補修で対応する。

新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

9 中落合４－１７－１９先
五差路の交差点でスピードを出して通過していく車がいるため
危険である。

路側帯等の補修を実施する。
道路反射鏡の角度を調整する。

新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

10 中落合４－２０－１先
五差路の交差点での自動車交通量が多く、接触事故が起こら
ないか不安である。

ドライバーへ注意喚起するための立看板を設置する。 新宿区（交通対策課） 平成30年度実施済み

11 西落合１－１０－１０先 既存の注意立看板がドライバーから見えづらい。 当該道路の入り口に立看板を設置する。 新宿区（交通対策課） 平成30年度実施済み

【津久戸小学校 】予定年次以外の点検　9月11日(火)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 新小川町7番と6番の間の道路 放置されている自転車・ゴミ等がある。 定期的に注意札を貼るなど啓発に努める。 新宿区（交通対策課） 継続して実施

2 新小川町3番と5番の間の道路 放置されている自転車・ゴミ等がある。 定期的に注意札を貼るなど啓発に努める。 新宿区（交通対策課） 継続して実施

3 新宿区筑土八幡町3番の北東部分 トラック等の往来が多い道路。 ポストコーンを設置する。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

4 新宿区新小川町3-27付近 路側帯内のカラー舗装が無い。
路側帯内のカラー舗装を実施する場所を牛込警察署と協議
する。

新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

【対策検討メンバー】小学校、戸塚警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課



【戸塚第一小学校 】予定年次以外の点検　9月11日(火)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1
西早稲田1丁目9番21号
コンビニ周辺

左折する車がスピードを出したまま侵入しやすい。 スピードを出したままでは左折しにくくする。 東京都 平成31年度実施予定

【江戸川小学校 】予定年次以外の点検　9月11日(火)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1
学校の北側に位置し、西五軒町から東五軒町
児童館（学童クラブ）へ向かう道路

トラック等の大型車両の往来が多い。 ポストコーンを設置する場所等を牛込警察署と協議する。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

2 新宿区東五軒町3-5のコンビニ周辺
コンビニの前に買い物客が路上駐車をしており、歩道を歩か
ざるを得ない。

点検時に当該店舗に駐車禁止の看板を置くよう依頼済み。 戸塚警察署 平成30年度実施済み

3 新宿区東五軒町5の北東部分の角 目白通り方向から左折してくる車の巻き込みが危険である。
交差点の角にポストコーンを設置する場所を牛込警察署と協
議する。

新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

4
新宿区赤城下町　赤城神社からあかぎ児童遊
園までの一本道

歩車道が区別されていないため、車が通る際に危険である。 交差点表示等の設置について牛込警察署と協議する。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

【牛込仲之小学校 】予定年次以外の点検　9月12日(水)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 市谷薬王寺58前の横断歩道 車がスピード出している。 巡回の強化を実施する。 牛込警察署 継続して実施

2
市谷仲之町2-46
（牛込仲之公園及びその脇の道）

①仲之公園に死角がある
②自転車通行が多く、事故が懸念される。

①植栽の剪定を行う。
②巡回の強化を実施する。

①新宿区（みどり公園課）
②牛込警察署

①平成31年度実施予定
②継続して実施

3 市谷仲之町4-46前の信号 信号無視が多い。 巡回を強化する。 牛込警察署 継続して実施

4 あけぼの橋通り商店街

①店舗の看板が歩道に設置されている。
②歩道に放置自転車がある。
③ガードレールが無く、通学児童にとって危険である。

①店舗へ是正指導を行う。
②定期的に注意札を貼る等啓発を行う。
③学校及び学童クラブから児童へむけて安全指導を行う。

①新宿区（交通対策課）
②新宿区（交通対策課）

③教育調整課

①平成30年度実施済み
②平成30年度実施済み

③継続して実施

【対策検討メンバー】小学校、戸塚警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課



【戸塚第三小学校 】予定年次以外の点検　9月14日(金)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 高田馬場3丁目30と25の間の道路
①歩道の道幅が狭い。
②道路の車両交通量が多い。

①教職員から児童へ安全指導する。（小学校）
②交通規制の設定について検討する。（戸塚警察署）

①小学校
②戸塚警察署

継続して実施

【四谷小学校 】予定年次以外の点検　9月18日(火)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 四谷三丁目交差点を中心に外苑東通り 路上駐車が多い。 路上駐車について、注意を行う。 四谷警察署 継続して実施

【早稲田小学校 】予定年次以外の点検　9月20日(木)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 早稲田町74番地（商業店舗の前） 歩道に沢山の自転車が放置されている。 定期的に注意札を貼るなど啓発に努める。 新宿区（交通対策課） 継続して実施

2 原町2丁目の通り（豆腐屋の前の道路） 喜久井町２５にある道路反射鏡の角度に問題がある。 道路反射鏡の角度を調整する。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

3 榎町71番地（高村たばこ店）前の歩道 薄い色の縁石がガタガタしている。 縁石のがたつきを補修する。 東京都 平成30年度実施済み

【戸塚第二小学校 】予定年次以外の点検　9月20日(木)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 西早稲田二丁目19付近 一時停止しない車両が多い。 継続してパトロールを行う。 戸塚警察署 継続して実施

2
高田馬場一丁目
諏訪公園前の歩道

工事中によるシート（柵）と細い通路で曲がり角に死角が
ある。

工事完了後に見通し等を再確認する。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

【対策検討メンバー】小学校、戸塚警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、四谷警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、戸塚警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課



【鶴巻小学校 】予定年次以外の点検　9月21日(金)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 早稲田鶴巻町518・519・537・111
早稲田駅方面から車がスピードを出して下って来るが、その
先に信号がない。

取り締まりを強化する。 牛込警察署 継続して実施

2 早稲田鶴巻町558と557の間 駐車車両が多く、見通しが悪い。 取り締まりを強化する。 牛込警察署 継続して実施

3 早稲田鶴巻町556前早稲田通り横断歩道 駐車車両で見通しが悪い。 取り締まりを強化する。 牛込警察署 継続して実施

4 早稲田鶴巻町・山吹町周辺 路面表示（止まれ、路側帯）が薄くなっている箇所があった。 路面標示を補修する。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

5 大日本印刷榎町工場前 道が細く、見通しが悪い。 付近の交番・警察内で情報共有する。 牛込警察署 継続して実施

6 鶴巻南公園
駐車車両が多く、見通しが悪い。公園から出てくる子供が見え
ない危険性がある。

取り締まりを強化する。 牛込警察署 継続して実施

【落合第五小学校 】予定年次以外の点検　9月21日(金)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 中井2丁目「六の坂」下
①横断歩道はあるが信号は無い。
②中井通りの車の往来が多い。

①パトロールを実施していく。
②当該箇所について、学校から児童へ安全指導する。

①戸塚警察署
②小学校

継続して実施

【淀橋第四小学校 】予定年次以外の点検　9月21日(金)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1
北新宿3丁目27番1号　付近JR線路ガード下
（柏木ガード）

植栽が電線まで伸びている。また、住宅角の植栽も伸びてお
り見通しを悪くさせている。

所有者へ植栽剪定を依頼する。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

2 北新宿3－28～13・11の大久保通りへ抜け道

途中から道が狭くなる。
歩車道の区別がなくなるとあったが、ガードレールの設置は、
人家等の間口が多く、不可。
停止線が薄れていた。

停止線等の路面標示の改修については適宜実施していく。 新宿警察署 平成31年度実施予定

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、戸塚警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、新宿警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課



【落合第四小学校 】予定年次以外の点検　9月21日(金)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1
下落合2丁目
氷川神社脇道から七曲坂へ上がる交差点、
薬王院から学校に向かう道

植樹がかかり、道路反射鏡が見えづらくなってしまっている。
植樹の剪定を所有者へ依頼する。

新宿区（道路課）
平成30年度実施済み

【四谷第六小学校 】予定年次以外の点検　9月25日(火)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 信濃町11番地先左門町交差点付近 信号無視をする車やバイクがいる。 取り締まりを強化する。 四谷警察署 継続して実施

2 左門公園横の通り 路上駐車が多く見受けられる。 取り締まりを強化する。 四谷警察署 継続して実施

【柏木小学校 】定期点検対象校　9月25日(火)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 北新宿1-21-10大智学園の北側の道路 道幅が狭く自転車等交通量が多い。 路面標示等について、新宿警察署と協議し、実施する。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

2 柏木小学校幼児園舎前のカーブ カーブなのにスピードを出す車が多い。
①ポストコーンをガードパイプに変更する。
②既存の看板を新しいものに交換する。

①新宿区（道路課）
②新宿区（交通対策課）

平成31年度実施予定

3 池田文化会館前のY字路（北新宿1-32） 自転車が飛び出すことが多い。 一時停止を知らせる看板を設置する。 新宿区（交通対策課） 平成31年度実施予定

4 蜀江坂公園前の通り 交通量が多い。 路面標示等について新宿警察署と協議し実施する。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

5 蜀江坂公園前の下り道途中のタバコ屋　十字路 交通量が多い。 路面標示等について新宿警察署と協議し実施する。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

【対策検討メンバー】小学校、新宿警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、戸塚警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、四谷警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課



【西新宿小学校 】予定年次以外の点検　9月25日(火)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1 西新宿4丁目9と7の間の道路 放置自転車が多い。 定期的に注意札を貼るなど啓発に努める。 新宿区（交通対策課） 継続して実施

2

西新宿4丁目32へ入る道路
※点検では西新宿4丁目25番3号と28番15号の
前の西新宿小学校側のガードパイプの間から
の飛び出しについて対応を検討

ガードパイプの隙間から子どもが飛び出し、バイクと接触する
事故があった。

ガードパイプを新設し隙間をなくす。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

3 西新宿4丁目31－1の西側の道路 道路沿いに自転車の違法駐輪が多い。 引き続き指導、撤去等対応していく。 新宿区（交通対策課） 継続して実施

【天神小学校 】予定年次以外の点検　9月26日(水)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1

新宿6丁目　抜弁天から東戸山につながる
直線道路
（中ほどに抜弁天北公園がある）
ピンクコース

歩道やガードレールがなく、車両の交通量が多い。
路面標示等の対応は既にしてあるため、部分的にポストコー
ン等で狭窄する。

新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

2 新宿7-3-36付近（総務省統計局角交差点 道路反射鏡が見えにくい。 道路反射鏡の角度を調整する。 新宿区（道路課） 平成30年度実施済み

【対策検討メンバー】小学校、新宿警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、新宿警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課



【東戸山小学校 】定期点検対象校　9月28日(金)実施

箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施年度

1
コープ戸山店横の道路（明治通りと平行に走っ
ている）

①点検時、路上駐車している車があった。
②車の通行量が多く、スピードも出している車もよく
　見受けられる。

① 路上駐車について、注意を行う。
② 当該箇所について、学校及び学童クラブから児童へ
　安全指導する。（学校・子ども総合センター）

①牛込警察署
②小学校・子ども総合

　　センター
継続して実施

【花園小学校 】定期点検対象校　12月10日(月)実施

点検箇所名・住所 通学路の状況 対策内容 事業主体 実施（予定）年度

1 新宿１－２３－１先 駐停車によって見通しが悪くなっている。
①取り締まりを強化する。
②駐車禁止の注意喚起看板を設置する。

①四谷警察署
②新宿区（交通対策課）

平成30年度実施済み

2 新宿１－２２－１先
抜き差しガードパイプの高さが低く、児童が飛び越えて道路へ
出てしまう恐れがある。

ガードパイプの高さを調整行う。 新宿区（道路課） 平成31年度実施予定

3 新宿１ー２７－７先
左折する自動車へのスクールゾーン標識が左折するまで
わかりづらい。

交通規制標識を大きくしたものに交換する。 四谷警察署 平成3１年度実施予定

4

新宿１－２１　花園公園
花園通り
新宿通り
靖国通り

放置自転車が多く、強風時に倒れたら危険である。 定期的に注意札を貼るなど啓発に努める。
新宿区（交通対策課）

　　〃　（みどり公園課）
平成30年度実施済み

5 花園東公園 自転車の路上駐車が多く、歩道を歩けない。 定期的に注意札を貼るなど啓発に努める。
新宿区（交通対策課）

　〃　　（みどり公園課）
継続して実施

6 花園公園 自転車の路上駐車が多い。 定期的に注意札を貼るなど啓発に努める。
新宿区（交通対策課）

　〃　　（みどり公園課）
継続して実施

【対策検討メンバー】小学校、四谷警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課

【対策検討メンバー】小学校、牛込警察署、新宿区教育調整課、新宿区道路課、新宿区交通対策課


