
平成 28年度第 1回浦幌町通学路安全対策 

連絡協議会会議録 

日程等 
 

 日 時 平成 28年 10 月 20 日 午後 1 時 55 分から午後 2 時 55 分まで 

 会 場 浦幌町教育文化センター会議室 

 出席者 北海道開発局帯広開発建設部 帯広道路事務所 計画課⻑ 池田俊次 様 

       ⼗勝総合振興局帯広建設管理部 浦幌出張所 所⻑ 奴田浩司 様（代理：次⻑ 鴨川慎二 様） 

       釧路⽅⾯池⽥警察署 地域・交通課 地域交通係⻑ 新関亮⼀ 様 

       浦幌中学校 校⻑ 松橋達美 様 

       上浦幌中央小学校 校⻑ 野上泰宏 様 

       上浦幌中学校 ＰＴＡ会⻑ 杉山貴博 様 

       浦幌町役場施設課 課⻑補佐 佐々木 剛 様 

       浦幌町役場施設課 ⼟⽊係⻑ ⻑屋智和 様 

       浦幌町教育委員会 教育⻑ 久⾨好⾏ 

       浦幌町教育委員会 教育次⻑ 鈴⽊ 広 

       浦幌町教育委員会 学校教育係⻑ 菅野泰範 

 欠席者 浦幌小学校 ＰＴＡ⽣活委員⻑ 伊藤敏寛 様 

       浦幌町役場施設課 課⻑ 小川博也 様 

会議録 
 

 あいさつ 浦幌町教育委員会教育⻑ 久⾨好⾏ 

皆さんこんにちは。今⽇は公務ご多⽤の中、北海道開発局計画課⻑様、⼗勝総合振興局浦幌出張所⻑様、そして
釧路⽅⾯池⽥警察署の係⻑様、はじめ教育関係者の皆様⽅にお集まりいただきまして、第 1回の浦幌町通学路安全
対策連絡協議会が開催できますことに心から感謝を申し上げます。 

私たちの町でもこういう会をもつのは初めてでございまして、日本全国で登下校中における交通事故、安心安全なはずの
通学路に⾞が⾶び込んでくるとか、あるいは不審者が出るとか、そういったことが⾊々とニュースで取り沙汰されているところで
ございます。浦幌町は⼩さな町でございますが、⾞はたくさん通るところでありますし、気をつけなければならないところが多くご



ざいますので、そうした意味では関係者にお集まりいただきまして、まずは子どもたちが安心して安全に学校に通える、そして
無事に家に着く、そこまで⾒守っていくことが私たち⼤⼈の仕事ではなかろうかと思っております。 

こうしたときにこの連絡協議会が⽴ち上がってプログラムを検討していただいて、いよいよ活動に⼊っていくということで、⼤
変ありがたいことになっております。重ねてお礼を申し上げたいと思います。 

この後、事務局のほうで進めさせていただきますが、本当に公務ご多用の中お越しいただきまして、浦幌の子どものために
尽くしていただけますことに⼼から感謝申し上げまして、開会に当たってのお礼の⾔葉に代えさせていただきます。皆様どうぞ
よろしくお願いいたします。 

【鈴⽊次⻑】久⾨教育⻑におかれましては、この後、別の公務がございますので、ここで退席させていただきます。 

それでは、早速でございますが会議に入りたいと思いますが、この後、事務局からプログラムやスケジュールにつきまして説
明させていただきます。ただし、今年は台⾵の影響で当初予定しておりました⽇程からかなり遅れておりまして、今後のスケ
ジュール案につきましては後ほど示させていただきますけれども、大変忙しい時期と重なることもありますので、このとおり進まな
いことも想定しております。通学路の安全確保という⽬的がございますので、ご協⼒の程よろしくお願いしたいと思います。そ
れでは審議事項に入らせていただきます。事務局の菅野学校教育係⻑より説明させていただきます。 

 

 【審議事項】「浦幌町通学路交通安全プログラム（通学路の安全確保に関する基本
方針）」の決定について 

【菅野学校教育係⻑】まず始めに審議事項と書いてあるんですが、特に道路管理者の⽅や新関係⻑様には趣旨説明
させていただいたんですけれども、初めてお話聞く⽅もおりますので、この連絡協議会を設⽴するに⾄った経過を少しご説明
してから話に入りたいと思います。 

先ほど教育⻑からもお話ありましたように特に報道等で話題になったのが、平成 24年の春頃に児童⽣徒が巻き込まれ
る交通事故、登下校中に子どもが巻き込まれる事故が全国的に多発した時期がございました。それがあったことによって平
成 24年 5 月 30⽇に国⼟交通省、⽂部科学省、警察庁が同じ⽇付で通達を出しております。通学路の安全確保に向
けて各所で取り組みなさいということでしたが、その内容が緊急合同点検といって、道路管理者それから学校関係者それか
ら警察、それぞれの機関が独⾃に取り組んでいたものをぜひ連携して取り組んではどうかということで、三省庁からでた⽂書に
よりまして、全国的に緊急合同点検が実施されました。その後その緊急合同点検はフォローアップということで数年間にわた
り実施されていたんですが、その取組が全国的に進んだ結果、今までなかなか⼿のつかなかった道路の安全に課題のある箇
所についてある程度整理が進んだということもありまして、合同で連携してやることが⼀定の効果があると、充実に向けてはそ
の⽅法がいいのではないかということで、また新たにこの緊急と⾔っていた合同点検を定期的に計画的に⾏ってはどうかという
ことで通知通達が出ました。 

ここからは私どもを所管している⽂部科学省の話になりますが、北海道教育委員会が平成 26年度に釧路市をモデルに
して通学路の安全対策の研究事業ということで実施いたしました。1年間かけて実際の組織を作って合同点検を実施して
実際の交通安全対策を施すというところまで⾏いまして、平成 27年 3⽉までにそのモデルを実践例としてまとめております。



1 冊の冊子にまとめて全道の市町村教育委員会に配布されたんですが、十勝管内においても既にいくつかの町村がこのモ
デルに倣ってこのような連絡協議会を⽴ち上げて実際に動き出しているところです。 

浦幌町においてもぜひこれに着⼿したいということで、今年の春から検討をしておりまして、ある程度の素案がまとまった段
階で今⽇お集まりの校⻑先⽣⽅それから道路管理者の⽅にも夏までに⼀度お会いして説明していたところだったんですが、
その後、台⾵が上陸してきたということで浦幌町はもとより⼗勝管内多くの被害がありまして、特に道路・河川には被害が多
かったものですから、当初は 8 月中に 1 回目の会議を開きたいというところまで準備が進んでいたんですが、2 ヶ月ほど遅れ
て今⽇の会議ということになっております。その間、組織としては皆さんにおおよそご了解いただいたので、⽴ち上げだけは済ま
せようということで、委嘱することまでは進めておいて、災害が落ち着いてから時機を⾒て会議を開きたいということで、本⽇の
会議になっております。ここまでが本日まで私どもが進めてきた経過ということになります。 

ここから今⽇の審議事項に⼊っていきたいんですが、まず始めにホチキス⽌めしております「浦幌町通学路交通安全プロ
グラム（案）」を決めるということを主な目的にしているんですが、安全プログラムの内容を箇条書きにしたものがありますの
で、こちらを最初に説明いたします。 

通学路の安全対策連絡協議会は、通学路交通安全プログラムの策定及び改正を⾏うこと、それからプログラムの策定・
改正状況をホームページで公表することを⽬標にしております。ここまでが今⽇、進められることだと思います。本⽇以降、こ
のプログラムが決まってから取り組むのが、合同点検を定期的に実施すること、それから必要に応じて緊急的な合同点検を
実施すること、安全対策の必要性を判断すること、具体的な対策を検討すること、具体的な対策が円滑に進むよう関係
者間の連携を図ること、具体的な対策実施後に効果の把握を⾏うこと、効果の把握を踏まえて内容の改善・充実を図る
こと、安全対策の実施結果についてホームページで公表することを主な目的として考えております。 

この項目がこのプログラム（案）の中に書いてあるわけですが、もう少し掘り下げて説明したいと思います。表紙をめくりま
すと目的とありますが、今まで経過の説明の中でお話したように交通事故の発生を未然に防ぐために関係者が一堂に集ま
って連携してあたるのがいいのではないか、関係機関が連携して児童⽣徒が安全に通学できるように、通学路の安全確保
を図っていきますと書いてあります。 

連絡協議会の設置については、ここに書いてあるとおり、今⽇お集まりの皆さんを協議会の委員として、それぞれの⽴場か
らご参加いただきたいということで組織を考えております。 

具体的な中⾝ですが、取組⽅針ということで継続的に通学路の安全を確保する、これが合同点検を定期的にやりたい
ということと⼀緒なんですが、学校から報告があった危険箇所や合同点検などにより通学路の状況を把握して関係機関で
連携協議の上、当該箇所に対する効果的な対策を検討実施していくとともに、対策効果の把握に努め対策の改善充実
を図る、これをＰＤＣＡサイクルといいまして継続的にできるようにと考えております。 

次のページの上のところに通学路の定義をどうしましょうかということで、実は通学路というのは法的には特に根拠がなく、
設置の義務や範囲を決めるということがないものですから、あくまでも通常考える範囲で通学路としてイメージされる学校が
指定した、⼦どもたちはこの道を通って登校してきなさいといっているものを通学路として考えます。特に上浦幌地区などでは
徒歩通とバス通のお⼦さんでいうと、徒歩のお⼦さんは範囲も限られていますので、それほどたくさんの道路を通学路として想
定はしていないんです。学校の経営案に書いてあったり、毎年確認することもあまりないと思いますが、そういったアバウトなも
のも含めて、学校がここは通学路だとしているものは通学路としています。ただし何かしらの定義をしなければならないのでこ



ういう表現にしています。それから 2⾏⽬は浦幌市街地区が該当しますが、⼤きな道路を通学路として⼦どもたちに指導し
ていますが、そこへ⾄るまでの道路も同じように危険な部分があるかもしれない、この協議会でその部分を外してしまいますと
支障がありますので、できれば網の目のように検討していきたいということから⾃宅から通学路に⾄るまでの道路、⺠地にある
私道は除外ですが公の機関が管理している道路については主要な道路に出てくるまでの部分もできるだけ広く通学路とし
て考えましょうということ。そこに徒歩または⾃転⾞通学している部分ということにしております。 

３⾏⽬からスクールバス路線と、⾃宅からスクールバスの乗り降り場所まで、それからあえて⾃転⾞通学している部分は
除いてと書いてありまして、スクールバス路線は対象外としつつ、最後にただし書きのところで、そうは⾔ってもどこか気になると
ころがあればまったく排除するわけにもいきませんので、何かあった場合にはこの協議会の場で広く議論ができるように、通学
路としていない道路であっても、児童⽣徒の登下校に際し危険があると認められる場合には、通学路とすることができるとい
うことにしておいて、議題に上るのは⽇常、通学路として使っている道路としつつ、何かあった場合には拾えるようにしておきま
しょうという、回りくどい⾔い⽅になっているんですが、通学路を定義させていただこうと思っております。 

その下にＰＤＣＡと書いてありますが、合同点検を検討して対策を実施し、効果を把握して改善するということで、先ほ
ど次⻑が申し上げたように、これが年度でうまくはまるかどうか、やってみなければわからないんですが、定期的にやるというこ
と。継続的にやっていくということはこの場でご確認をしたいと思います。 

次に危険箇所の把握はどうするかということですが、ここにコミュニティ・スクールというあまり馴染みのない⾔葉が出てきてい
ますが、浦幌町は現在、小中学校で一貫した教育と、地域と学校が連携して保護者を含めて子どもたちを守り育てていこ
うということで、コミュニティ・スクールというものに取り組んでいます。保護者と地域と学校がそれぞれ出来る範囲で主体的に
役割を担って子どもたちを育てる、これを浦幌市街地区にある浦幌小学校、浦幌中学校で一つの学園というまとまりになっ
ております。上浦幌地区にも小中学校が一校ずつありますので、そこでエリアを組んでコミュニティ・スクールと呼んでいるもので
すから、その中でいま盛んに地域の方、保護者の方が積極的に関わっていただく機運が高まっておりますので、あえてコミュニ
ティ・スクールの仕組みを活⽤するなどして通学路上の危険な箇所の把握に努め、連絡協議会に危険箇所として報告する
ということを書いております。 

それから３⾏⽬からですが、道路管理者などの関係機関は重点的な対策が必要な箇所を危険箇所として連絡協議会
へ提⽰することができるということにしてあります。これは何かといいますと、こういった意⾒を吸い上げて関係機関へ要望として
出すという場合に、どちらかというと⼀⽅的に学校や我々のような機関が道路管理者にハード系の要望を⼀覧で出してとい
う⼀⽅通⾏の関係になりがちだと思うんですが、この連絡協議会は連携して共同でやっていくということで、連携協議会⾃
体には何も権限はありませんし、予算もありませんし、我々が直接道路を直すことも出来ませんので、あくまでも連携の場を
設けるということから、要望の出しっぱなしということではなくて、道路管理者の⽅からも⾊々な建設的な意⾒をいただきたい
ということで、我々が気づいていない児童生徒の登下校にまつわる情報がありましたらいただきたいという意味も込めまして、
道路管理者からも協議会に提⽰できる形をイメージして書いてあります。 

それからこの危険箇所の把握のあと、特にこの協議会の肝になる部分ですが、合同点検の実施ということで書いてありま
す。この連絡協議会は学校からの報告や関係機関からの提示に基づきまして対策が必要な危険箇所、状況の変化、通
学路の変更などによって新たな危険箇所がある場合に、必要に応じて学校ごと、または学園ごとに学校や保護者、それから



先ほど申し上げたコミュニティ・スクール関係者、道路管理者、警察などが参加する合同点検を実施するというふうに書いて
あります。具体的な対策を検討します。おおよそここまでが連絡協議会が関われる主な部分ということになります。 

次の対策の実施につきましては、先ほど申し上げましたように我々連絡協議会自体には予算も権限もありませんので、
実際に危険な部分があって対策が皆さんの中から出てきたとして、それを実施するのはその対策を直接担う責任のある方に
お持ち帰りいただくということになります。そこには学校やＰＴＡが交通安全について指導するという役割もあるでしょうし、道
路管理者がガードレールを設置することがあるかもしれません。それは箇所ごとに変わってきますので、その機関で責任を持っ
てやっていただきたいと考えております。それぞれが対策しなければならない箇所を持ち帰った後、実際に何かしらの対策を施
していただくわけですが、その効果が期待したとおりなのかなどについては、預けっぱなしではなくて連絡協議会が必ず集めな
おすということにしております。具体的な対策を実施後、その効果を振り返るところまでいきますと次のプランに戻っていけると
考えております。 

そして先ほどから言っているように継続して取り組むことを目的としておりますので、ここまでの取組を確認いただければ、定
期的に取り組みことまでを一つのサイクルとして考えたいと思います。合同点検の実施時期や回数などについては、初めての
取組ですので年度の周期にぴったりはまるかどうか分からない部分もあります。その部分は取り組んでみてから振り返ってみた
いと思いますので、この後、スケジュールを説明いたしますが、想定どおりに⾏かないかもしれないですが、とにかく最初に話し
たとおり緊急ということではなくて定期的、計画的にやっていけるようなものにしていきたいと考えております。 

最後に箇所図、対策一覧表の公表についてですが、実際に色々な取り組みが為されて、効果が上がってきたものを関
係者間で情報を共有する、それから町⺠の⽅にもお⽰しして交通安全についての意識を喚起する意味でも浦幌町のホー
ムページでこの取組を公表したいと考えております。広報紙ですと警察と帯広開発建設部さんに届きづらいですから、ホーム
ページで公表するということで考えております。 

ここまでがこのプログラムで想定している一周と考えておりまして、今話したことのタイムスケジュールがお手元にあります。当
初の想定では第 1 回が 8 月だったので、ここにはずいぶん中身の詰まった、日程的に短い内容で書かれています。下から 2

段目に平成 29年 3⽉と書いてありますが、公共機関なので年度で区切りたいものですから 3 月に一周り終わることを想
定したスケジュールを書いてあるんですけれども、これはあくまでも予定ということでおさえていただきたいんですが、次の危険箇
所の把握は各学校にお願いして、保護者地域の方にもアンケートを配ったり、子ども自身にも調査したり、それを集約して
私どもにいただく期間を 2 ヶ月くらいかなと考えています。 

それから第 2 回連絡協議会とありますが、机上で会議をすることは想定しておりませんが、合同点検イコール第 2 回協
議会ということですが、危険箇所を実際に⽬で⾒てから何が出来るのか考える場を設けたいと思います。ここで浦幌の地域
性ですが、合同点検を浦幌市街と上浦幌市街で距離が３５ｋｍ離れているものですから、それぞれでやらなければいけな
いので、同じ日に午前、午後でやれれば 1 回と言えなくもないんですが、どちらにしても移動を伴って時間はかかってしまいま
すので、場合によっては 2 日間にわたるかもしれませんが、合同点検をするというのが第 2 回の連絡協議会になります。 

点検をした後、危険だということが分かってきますと、関係機関による具体的対策の実施ということで、何か手を施せるも
のがありましたらぜひ実施していただきたい。それはまた集めて第 3 回の連絡協議会で皆さんにお示ししてこんなところに成
果がありました。積み残しの部分がありますとか、そういったことを皆さんで情報共有したい、最後に結果をホームページに公
表して次のサイクルに⾏く。 



そしてこの最後のアクションの矢印が上にあがってきまして、次は危険箇所の把握というところにきます。今日のこの会議は
プログラムを決めるということで考えているんですが、⼀度決まってしまえば次からは危険箇所の把握からでいいと思っておりま
す。やってみてこのプログラムは少し調整したほうがいいということがあれば、次年度以降、⼀旦集まってから危険箇所の把握
に進むということもあるかもしれないですが、もしうまく周るようでしたら集まる必要はない、関係機関がそれぞれ責任を持って
対策をしている中に連携をとる場を設けているだけですので、想定としては次年度以降は箇所の把握からスタートして、そう
すると少し余裕が出てきますので今年のようなタイトな⽇程にはならないと考えております。ただしやってみないと分からない部
分がありますので、皆さんから意⾒をいただきながら進めていきたいと考えております。 

⻑々とご説明したんですが、本⽇はお⼿元の交通安全プログラム案を皆さんでご審議していただき決めるところまで進めて
いきたいと考えておりますので、よろしくご審議いただきたいと思います。 

【鈴⽊次⻑】ただいま、経過も含めまして事務局からプログラム案につきまして説明させていただきました。ご意⾒、質問等
があろうかと思いますので、ありましたら挙手願います。 

【松橋校⻑】ただいま説明を受けまして、このプログラムの⽬的等について⾃分なりに理解できたと思っております。取組の
⽅針の基本的な考えの中で、通学路の定義が出てきておりました。定義もなるほどと思って聞いていましたが、スクールバス
のことについてはまったく別の形で安全対策ができるので通学路から外していると思って聞いていたわけですが、ただしからの
部分で危険があると認められる場合には、通学路とすることができるというふうに書いてしまうと、通学路から出したり⼊れたり
する感覚にもなってしまうので、話の流れからすると通学路と同様に扱うことができるとか、通学路と⼀緒に対策を施すことが
できるという形で、最後まで通学路とは分けるけれども安全対策は構わないという標記にしておいたほうがすっきりするのかな
と思ってきていました。 

【菅野学校教育係⻑】いま校⻑先⽣が⾔われたように、私どもとしてはなるべく広く対象となるものを残したいということと、
先ほど⾔ったように法的な根拠がないものですから、この協議会を⽴ち上げる際に学校にこの協議会で使うのであらかじめ
通学路を指定してくださいというのも仕事として⼤変かなと思いました。特に浦幌⼩、中学校ですと何本かメインになる通り
があって、学校にまっすぐ向かう道路は通学路としているんですが、それに向けて出てくる道路は通学路と⾔ってみたり、⾔っ
てなかったりということがあるので、それを全部細かく指定もできないし、拾わないとも⾔えないのが実情です。スクールバスの
話もありましたが、スクールバスに乗っている限りは運⾏している⾞両が安全を確保する責任があって、当然教育委員会が
運⾏しているバスですので、我々が道路管理者さんに⼀般の通⾏している⾞両と同じように道路を安全に保ってくださいとい
う⽴場だけとっていればいいと思っていたんですが、スクールバスの乗り降り場所までいくとか、待合スペースが取り付けのように
広くなっている場合やあるいはスペースがないとか、そういうところもあるかもしれないので、そういったものも可能性として残して
おきたいということもありまして、このような表現になっています。校⻑先⽣が⾔われたように通学路とすることができるという表
現は回りくどいですので、⽂⾔を整理してイメージと⼀致する表現を考えてみたいと思います。 

【野上校⻑】2 点あります。このプログラム自体の基本方針には特に何もないんですが、もう少し具体的な部分で危険箇
所の考え⽅なんですけれども、⼀つには設備的な部分、新設やあるいは修理・修繕の部分があげられます。それと安全確
保の維持活動、除雪や除草それと我々で言いますと交通安全指導、ＰＴＡ活動を含めてそのくらいのイメージでいいのか
なと思っています。それから 2 つ目に既存の取組との関係なんですけれども、上浦幌の場合、ＰＴＡ連合会で安全マップを
毎年アンケートをとって⾒直ししています。それとこの危険箇所のアンケートを連動させていいかどうか確認させてください。 



【菅野学校教育係⻑】まず 1点⽬のどういったものまで想定しているかということについては、校⻑先⽣が仰られたイメージ
どおりです。釧路市のモデルでもどうしてもハード系の事業に学校側から要望を出すということが多くなりがちです。それは致し
⽅ないと思っております。その他学校が取り組んでいる、上浦幌ですとスクールバスに乗⾞して安全指導しているとかマップを
作ったりといったものがありますが、それに警察や道路管理者の⽅から付け加えるアイディアがあれば、危険箇所というわけで
はないですが、安全対策を充実させる意味でそれは正解だと思っています。危険箇所を洗い出していくというのが主眼です
が、ことの発端がどちらかというと道路の構造が本州の古くからある町並みで狭い道路敷地に歩⾞分離の縁⽯もないような
ところで事故が起きたということもあり、北海道のこういった農村地域ですとゆったりとした歩道があって 20 センチ以上の縁石
が付いていてそこを歩いているものとそもそもニュアンスが違いますので、危険箇所の把握と対策だけではないかなと、浦幌の
場合はそれに踏み込んで校⻑先⽣が⾔われたような学校の安全対策指導の取組に一緒に参加したりアイディアをいただく
ことをこの協議会でやれればより充実した取組になると思いますので、ご認識のとおり私どもも考えております。 

既存の取組についても話しましたが、上浦幌では昔は上浦幌の駐在所で危険箇所の地図を作ってくれて、まだこの事務
所にも飾ってあるんですが、こういった確固たる実績がありますので、そういったものもぜひ使っていきたいですし、浦幌市街地
でいきますと、浦幌小学校が夏、冬休み明けの 2⽇間に朝、街頭にたって⼦どもたちの登校を⾒守るというのをやっていま
す。⼤きな町ですと緑のおばさんがいて旗を持って⽴っているんですが、あれをＰＴＡの⽅が短い期間ですがやっています。そ
ういった取組も皆さんに情報提供させていただいて協⼒していただけるのなら協⼒していただきたいですし、私も実はその⽣
活委員⻑を昨年やっていまして、町の中に⽴っていますと巡回してこられた浦幌駐在所のパトカーがその⽇、通学路を周っ
てくれたり、そうした⼦どもたちを⾒守る取組が既に地域にありますので、そういった情報をこの場で共有しながらアイディアをい
ただけたらありがたいと思っておりますので、そういったソフト⾯でもご意⾒いただいてこの場で話し合えればと考えております。 

【杉⼭ＰＴＡ会⻑】この案については僕たちＰＴＡでも毎年⾊んな部分で要望させていただいているんですけれども、⼩
さな集まりの中でお話させていただいても、こうして振興局の方を交えて話させていただけてありがたいと思っております。内容
についても大変いいものだと思っています。せめて１つだけ言わせてもらうと学校の中の活動という部分でいくと上浦幌でいくと
道路の本数も何本もあるわけではないので部活動の⼦どもたちも夏休みそして⼟⽇に⾃転⾞で通う⼦どもたちがいるので、
そういう部分も通学路としてみていただければと思います。 

【鈴⽊次⻑】先ほど⾔った⽂⾔の中で整理させていただきます。 

【池⽥計画課⻑】まず台風 10 号の被災の影響を考えていただき 2 ヶ月ほど遅らせていただき大変ありがとうございます。
浦幌町は国道 38 号と 274号でして、帯広道路事務所は 38 号を管轄して 274号は⾜寄道路事務所なんですが、私が
代表して帯広道路事務所は皆さんとご⼀緒しながら今後の合同会議ですとか参加させていただいて、皆さんの取組を他の
地区にも参考にさせていただくようなそんな素敵な会議になりそうな気がしますので、今後ともお付き合いさせていただきなが
ら、ハード的な部分を皆さん望まれていると思いますができる限りのことは検討しながらやっていきたいと思います。 

【鴨川次⻑】内容に関してはこれでいいと思います。できるできないは、その都度判断しなければならないと思いますが、予
算もありますがなるべく対応していきたいと考えております。 

【新関係⻑】プランの件は⾒させてもらったので意義はありません。警察は学校からも要望は受けていたりするんですが、
予算の関係も当然あるのでそこは慎重に検討していきたいと思いますが、思うのは道路が主でその道路を通る⾞両の速度
に関しては検討している要件になっていまして、特に学校周辺であると札幌など⼤都会の話であれば速度を落として規制を



設ける対策を都会ではやっているんですが、それと似たようなところで規制という部分で速度の⾒直しは検討の要件になって
いきますので、例えば学校関係者からスピードが速いという声があれば積極的に取り⼊れていきたいと思いましたので、参考
にしていただきたいと思います。 

【佐々⽊課⻑補佐】町道を管理しているものとしましては、町⺠の⽅から要望のある中で維持管理をしていますが、こうい
う機会をもって学校の関係者や保護者の方から直にお話しを聞けるということで今後も活かしていけると思います。 

【⻑屋係⻑】私も道路管理者側の⽴場で出席させていただいていますが、⼩学校の⼦を持つ親としても通学路としての
重要性を感じている部分もあることから、その辺も踏まえながら参加させていただいて事業の実施に反映させていただければ
と思います。 

【鈴⽊次⻑】先ほどいただきました⽂⾔の整理もありますが、浦幌町通学路交通安全プログラムを決定させていただきた
いと思いますがよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

その他 

【鈴⽊次⻑】それでは次にその他ということで皆様から何かございますでしょうか。 

【菅野学校教育係⻑】道路管理者からも⾊々とご意⾒をいただきました。どちらかというとハード系の要望を出すというイメ
ージでしたが、このプログラム案を作りながら、⽂部科学省が⽰していた連携ということについて、お互いに意⾒を出し合う
場、今までのような雰囲気ではなくて、できるできないは別にして継続して皆さんで意⾒を出し合う会にしていきたいと考えて
今後ともよろしくお願いします。 

それで今後の予定で、危険箇所の把握にかかっていくわけですが、来週の予定で⽕曜⽇に全ての⼩中学校⻑が集まる
校⻑会議が予定されております。その中に本⽇ご審議いただいた内容を⽂⾔整理してプログラムを決定したもので、各学校
⻑にもう⼀度、決まったということを説明して、危険箇所の把握に移りたいという話をさせていただきます。当初の予定通り年
末までに進むのか、保護者の方も交えてやるとなると色々と手間もかかります。ＰＴＡの役員さんが学校に集まる機会も毎
日のようにはありませんので、集まって情報共有して動いていただくところまで段取り付けていただくと時間もかかりますので、そ
の辺りは学校⻑さんと相談して期限をどういうふうにもっていくのか詳しくは打ち合わせをしながら進めます。おおよその予定は
このままいきたいと考えておりますが、⽬先のスケジュールが⾒えてきましたら個別に⾊々とご相談させていただきますので、合
同点検まで少しお時間をいただきたいと考えております。 

【鈴⽊次⻑】それでは本⽇の連絡協議会は、これで閉じさせていただきたいと思いますけれども、係⻑からありましたタイム
スケジュールですけれども、この後危険箇所の把握ということで、学校学園で危険箇所をまとめていただいて、こちらに報告を
いただく、関係機関でも重点対策箇所がありましたらこちらに提供していただいて、出揃った時点で第 2 回の連絡協議会、
合同点検という形に移ってまいります。目安の日程は記載させていただいているんですけれども、大変お忙しい時期だと思い
ますので、このとおりに⾏かないことも⼗分に想定して改めて連絡させていただきます。 

本日は大変ありがとうございました。 


