
NO 幼稚園名 要望箇所 要望内容 状況　並びに　具体的な理由（要旨） 対応

1
晃華学園マリアの園
幼稚園

調布市原山通り　小学校入口の交差
点付近

スピード規制の為の道路のカラー塗装

原山通りは直線道路のため，道路標識や道
路標示があるにもかかわらず一定以上のス
ピードを出す車両がある。
特に下校時間帯においては，車両，人ともに
交差点の横断が多く，車両と子供達との接触
等の注意が必要となる。
車両に対してスピードを上げないよう道路の
カラー塗装を施して視覚的にもより分かりや
すく注意喚起を促してほしい。

【道路管理課】
当該箇所においては，交差点部に止まれの標識が
設置されております。また，市で注意喚起看板「最徐
行」・「左右確認」の看板を設置しております。しかし
ながら，現場確認を行ったところ，車両の通行が多く
通行ルールが守られていない状況も見受けられるた
め，児童の安全の観点から，交差点部のカラー舗装
については，今年度の予算執行状況も踏まえ，次年
度予算にて実施を検討して参ります。

2
駿河台大学
第一幼稚園

国領町４－４５－３前の曲がり道
・カーブミラーの設置
・電柱に注意喚起の看板設置

通行する際，前から来る自転車や歩行者が
見えないため，通園に大変危険を感じる。自
転車同士の事故を目撃した保護者もおり，同
地点の整備要望が複数名より提出されてい
ます。

【道路管理課】
当該箇所においては，「子供多し注意」の注意喚起
看板を２個所設置いたしました。

3
駿河台大学
第一幼稚園

品川通り神代団地北交差点から都道
１１４号交差点までの道路

<ミラー箇所>
上記道路途中，東つつじヶ丘３－２４
－１３

・ミラー横樹木の所有者に剪定の依頼
・「スピード落とせ」の標識または路面標示
の設置

ミラー横の樹木がミラーに映り込み，品川通
り方面からくる車両がぎりぎりまで視認できな
い。
また，スピードを出す車両が多く危険である。

【道路管理課】
カーブミラーへの民地樹木の映り込みについては，
樹木管理者に樹木の剪定を依頼し，カーブミラーの
視認性の向上に努めて参ります。
また，車両に対しては，「危険スピード落とせ」の注意
喚起看板を新たに２個所設置いたしました。

4 仙川かおる幼稚園

①入間町１丁目の交差点付近

②松葉通りから成城富士見通りにつ
ながる各一方通行の道路

①歩道整備，歩道幅の拡張

②松原通り街路樹の整備をし，速度標識
を見やすくして欲しい。

①エプロンブロック（路肩）の損傷がひどく車
路を自転車で走行できない。子ども乗せ自転
車等は特に重量もあり坂道を凹凸路面で走
行することは難しい。坂がきつい上に歩道の
傾斜が大きく，ベビーカー等での通行が極め
て危険。子連れで歩くのも難しい狭さ。歩道
橋の階段により右方からの車，自転車，歩行
者が全く見えない。歩道橋の横の歩道が狭
い。歩道橋から降りた勢いで転倒し交差点に
飛び出してしまう小学生が多い。

②街路樹の葉がかかり，速度標識がドライ
バーから見にくい。

【東京都】
①入間町一丁目交差点付近については，今後道路
拡幅事業により歩道の整備，歩道幅の拡張を予定し
ています。当面の対応として街渠エプロンや集水桝
縁塊の破損について，補修を行います。

②松原通りから若葉町方面への道路については，街
路樹を定期的に剪定するなど適切に管理し，速度標
識が容易に確認できるよう配慮します。
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5 仙川かおる幼稚園
①仙川駅付近安藤ストリート

②桐朋学園大学前通り

①取り締まりの強化

②道幅を広げて欲しい

①路上駐車が多く，歩行しにくい。

②道幅が狭く，自転車走行，歩行する際に危
険。

【警察】
①取り締まりを強化いたします。

【東京都】
②桐朋学園大学前通りについては，都市計画線が
無いため，都市計画事業としての拡幅予定はありま
せん。
なお，当該都道では，路側帯のカラー舗装化など，必
要な安全対策を実施しています。

6 仙川かおる幼稚園

①若葉町2丁目交差点から北上する
一方通行

②なかよし第２広場（仙川仲よし公園）

③仙川駅前公園

①道路の整備

②公衆トイレの設置，公園の定期的な清
掃の実施，公園前の路上駐車の取り締ま
りの実施

③パトロールの実施，花壇の手入れ

①道幅が狭い。

②トイレが無く，離れた所まで行かないといけ
ないので，不便，ゴミが至る所に落ちている，
路上駐車が多い。

③公園の周りにあるプランターが壊れてい
る。

【道路管理課】
①当該箇所については，道路幅員が狭い道路となっ
ており，道路拡張等の抜本的な対策が必要なことか
ら困難となります。

【緑と公園課，警察】
②当公園のトイレの設置につきまして，今後地域の
皆さまの意見も踏まえつつ設置の検討を進めて参り
ます。また，清掃につきまして，委託業者による定期
的な清掃を行っており，適切に行われるように指導・
監督いたしますので，お気づきの点がありましたら市
までご連絡ください。
路上駐車については，取り締まりを強化いたします。

【緑と公園課】
③公園内の壊れたプランターにつきましては７月に撤
去を行い，１２月現在プランターは置いておりませ
ん。今後もお気づきの点がありましたら市までご連絡
ください。

7 染地幼稚園
東京都調布市染地３丁目 多摩川住
宅 ロ号棟１４付近の交差点

カーブミラーの設置

カーブが急で染地小学校方面の歩道の見通
しが悪いため，カーブミラーの設置をお願いし
たいです。

【道路管理課】
当該箇所においては，両側隅切りとなっており，見通
しが悪くないことから，新たにカーブミラーの設置につ
いては困難な状況でございます。

8 染地幼稚園
東京都調布市染地３－８−６９０ 多摩
川自然情報館側

カーブミラーの設置
多摩川自然情報館がある脇道から車両の出
入りが多いが，見通しが悪いため，カーブミ
ラーの設置をお願いしたいです。

【道路管理課】
当該箇所においては，交差点に「止まれ」及び横断
歩道が整備されております。車両についても，一時停
止となり，安全確認することが義務付けられているこ
とから，新たにカーブミラーの設置については困難な
状況となります。そのため，車両も注意喚起を促すた
めに，「危険飛び出し注意」の注意喚起看板を１箇所
新たに設置いたしました。
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9 調布白菊幼稚園

調布市東つつじヶ丘２－１０－３付近
（調布白菊幼稚園を出た突き当りT字
路付近）

「幼稚園あり」の標識設置

この道路は白菊幼稚園への入口前であるた
め，送迎の自転車やバスなど多く出入りする
が，甲州街道へと抜けることができるため交
通量も多く，大きなトラックやスピードを出して
いる車も多く危ないため子供への注意を促す
必要がある。

【道路管理課】
当該箇所においては，「子供多し注意」の注意喚起
看板を２個所設置いたしました。

10 調布白菊幼稚園
仙川２丁目交差点付近の都道１１８号
上の横断歩道

信号の無い横断歩道で，自転車や歩行者
が待っているにも関わらず一時停止をしな
い自動車の取締り強化

甲州街道へと抜ける都道118号上にあり，つ
つじヶ丘駅方面からの坂道を上がったところ
にある横断歩道だが，細い道に関わらずス
ピードを落とさずに通行する車も多く，歩道も
ほとんど無いため待つスペースも無く危ない
と感じる。歩道横で待っている歩行者や自転
車がいても止まらずに通行する車が非常に
多く危ない。

【警察】
取り締まりを強化いたします。

11 調布星美幼稚園
調布市富士見町２－２３あたりの都営
住宅と調布学園の間の歩道

ガードレール設置
歩道が狭く，車の交通量も多いため安全な通
学路を確保したい。

【道路管理課】
当該箇所においては，「調布市富士見町二丁目ア
パート」公園側に歩道が整備されており，また，車道
部両側に白線も整備されております。
また，車道上に新たにガードレールを設置した場合，
車両の相互通行に支障をきたすことから，ガードレー
ルを新たに設置することについては困難な状況でご
ざいます。
過去の通学路点検要望時に注意喚起看板「危険ス
ピード落とせ」を１箇所設置しており，車両に対しての
注意を促しており，道路管理者として対策について
は，最大限講じている状況です。

12 調布星美幼稚園
調布市富士見町３－２５－３０あたり
ビッグボーイとタジマヤの間

横断歩道の設置 交通量が多く，歩行者が渡りづらい。

【警察】
現場を確認したところ，すぐ近くに大きな交差点があ
り，過去の事故事例から，大きな交差点から十分な
距離を取らずに横断歩道があると，かえって危険を
伴うことから，設置することはできません。

13
調布たちばな
幼稚園

西つつじヶ丘児童遊園

調布市西つつじが丘３－５－１

トイレの改修もしくは建て替え，及び常に
清潔な維持管理を希望。
公園のトイレは幅広い年齢層の利用者が
想定されるので，バリアフリー化を希望。

和式トイレが一基しかなく，また個室のドアも
付いていない。
小さな子どもが使用するには段差が大きく危
険。

【緑と公園課】
当公園のトイレにつきましては，市の整備計画におけ
る更新の優先順位も高いため，今後改修に向けて地
域の皆さまの意見も踏まえつつ内容の検討を進めて
参ります。また，現在委託業者による定期的な清掃
を行っておりますので，適切に行われるよう引き続き
指導・監督して参ります。



令和３年度　環境整備要望書（調布市私立幼稚園ＰＴＡ連合会）

14
調布たちばな
幼稚園

品川通り，東つつじヶ丘２丁目付近

調布市東つつじヶ丘２－５－５ミニス
トップ，調布市東つつじヶ丘２－４－４
パイオニアキッズ付近

駐車禁止の道路標識が街路樹の葉で見
えにくくなっているので改善を希望。
また駐停車車両への注意喚起（看板等の
設置）及び，定期的な現状確認，駐停車し
ているドライバーへの指導をお願いした
い。

路上に駐停車する車両が多く，大型トラック
が複数台停車している場合もあり歩道からの
見通しが悪い。
品川通りは道幅が広いため通行する自動車
はスピードを出していることも多く，横断する
際に危険。

【警察】
取り締まりを強化いたします。

15 調布多摩川幼稚園
調布市染地３丁目のかえる公園と大
公園の間の道

速度標識の設置
スピードの出ている車が通ることがあるので
速度標識をつけてほしい。

【警察】
現場を確認したところ，車両の平均速度が基準を超
えていないことから，標識の設置はできませんが，
「スピード落とせ」の看板を設置しました。

16 調布多摩川幼稚園
調布市染地３丁目のバス停多摩川住
宅西付近の道路

防犯カメラ，看板の設置
不審者情報が多い。付近は学校，幼稚園な
ども多くあり，子供たちの安全な通学路を確
保したい。

【学務課】
調布市教育委員会では，学校とPTAや地域等が連
携して行う登下校時の見守り活動を補完するととも
に，犯罪等を抑止し，子どもたちが安全・安心して通
学できるよう，平成２７年度から市立小学校が指定す
る通学路等を撮影する防犯カメラの整備事業を進め
ております。
当該箇所は調布市立杉森小学校の通学路にもなる
ことから，学校が指定する通学路における防犯カメラ
の設置対象箇所になります。しかしながら，今年度に
おける防犯カメラの設置予定箇所は別途調整を進め
てきたことから，いただいたご要望は，今後の参考と
して参ります。

17 調布若竹幼稚園
調布市布田４－１１
ファミリーマート調布駅南口店近く
マートルコート調布グラン脇の角

自転車への注意喚起

駅や商業施設へ続く裏道となっているため，
細い割に車，歩行者，自転車の通行が多く，
危険。ミラーや”飛び出し注意”の看板は設置
されているが，停止や徐行などの交通ルール
を守らない自転車がとても多いので自転車へ
の注意喚起を促す施策をしてほしい。

【道路管理課】
当該箇所においては，「危険飛び出し注意」の注意喚
起看板を１箇所設置いたしました。
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18 調布若竹幼稚園
調布市布田４－６
調布丸善ビル前の道

横断歩道の設置
この道を横断するのに左右どちらにも横断歩
道がないので設置をしてほしい。

【警察】
当該道路は，今後の道路整備に合わせて横断歩道
を設置する予定です。

19 つつじがおか幼稚園
西つつじヶ丘３丁目清水架道橋高架
下とその周辺

①高架下の歩行スペースの更なる確保，
自転車の左側通行を促すための標示等の
設置

②架道橋南北のガードレール，ポール等
の位置や数，形状の見直し（添付画像参
照）

①車両の対面通行時，歩行空間が確保でき
ていない。車両が高架下に侵入して信号待ち
をするが，渋滞して上下ともに車両が侵入し
て停まっている際は通行できず，その後も車
両が譲ってくれないとなかなか通行できな
い。
また，品川通より甲州街道方面へ通行する
際，その後右折したいためか右側通行する
自転車も多く，歩行者が通行できなかったり，
車両が侵入出来ない。信号待ちや渋滞の際
は，北側の横断歩道の見通しが悪くなってい
る。

②自転車が左側通行で甲州街道方面へ通行
した後，架道橋北側の横断歩道を渡る場合
に一旦停止したいが，ガードレールがあるた
め歩道側へ寄りにくい。また架道橋南側の歩
行者用信号の西側にあるガードレールや
ポールも数が多く，複雑なため通行しづらい。
歩行者や自転車が同じ部分を通行しようとす
るため，すれ違うには間隔が狭く危ない。

【道路管理課】
当該箇所においては，都市計画道路の計画がある
道路となっており，歩道と車道の間に外側線及び
ガードレールが設置されております。また，外側線内
が一部広がっているところにポストコーンが設置され
ておりますが，ポストコーンを撤去した場合，幅員が
広いため車両が侵入し違法駐車等が増えることか
ら，ポストコーンの撤去については，困難な状況で
す。

20 つつじがおか幼稚園
西つつじヶ丘３－１８－３　つつじヶ丘
エクセルハイツⅠ角

歩道利用者のためのカーブミラーの設置

甲州街道を南北に渡る横断歩道がTOYOTA
店舗前１カ所にしかないため（くら寿司店舗前
には横断歩道無し），横断歩道を渡ったあと，
又は，甲州街道新宿方面より歩道を利用して
西つつじヶ丘架道橋高架下方面へ通行する
歩行者や自転車が非常に多い角であるが，
坂になっているうえ建物の陰になり，対向して
くる歩行者や自転車が確認できない。（高架
下より甲州街道に向かう場合も同様）
甲州街道から左折した直後の歩道は狭く，電
柱・標識・車両高さ制限門柱があり，すれ違う
のもギリギリ。見通しが悪いため，出会い頭
にぶつかりそうになる。スピードを落としてい
ても，坂がきついので急停車もしづらい。

【道路管理課】
当該箇所においては，隅切りとなっているが，敷地内
に植樹されている樹木が繁茂していることにより歩行
者・自転車の見通しが悪いことから，樹木管理者に
剪定依頼をお願いして参ります。
また，カーブミラーについては車両同士の衝突事故
を防ぐための補助施設であることから，歩行者・自転
車のための新たなカーブミラー設置は行っておりませ
ん。

21 桐朋幼稚園 調布市仙川町１－１２－４３
道路ミラーの設置，自転車徐行看板の設
置など

通学路で子どもが頻繁に通る道を，自転車が
徐行とはいえない速度で通過している。十字
路になっているため，死角となるためか，自
転車が飛び出してきて，衝突しそうになる場
面をよく目撃する。商店街通りのため，自治
会等と早急に協議し設置に向けて検討してい
ただきたい。

【交通対策課】
ご要望いただいた箇所は，地域の皆様から改善等に
向けたご要望等をいただいており，令和３年５月及び
９月に市職員及び調布警察署と連携し歩行者に配慮
した自転車運転にご協力いただくよう自転車安全啓
発活動を行いました。また，仙川商店街会長にご協
力いただき，５月から自転車押し歩きの自動音声を
放送し，１０月からは啓発看板を２か所(ミスタードー
ナツ側・西友側)，商店街内に設置いたしました。
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22 桐朋幼稚園
調布市若葉町１－４１－１桐朋学園交
差点付近 予備灯（信号機）の設置

直角の交差点ではないため，見晴らしが悪
く，車が横断している歩行者を確認できない
まま横断者ぎりぎりまでに左折，右折してく
る。
さらに道路標識が歩行者用信号機の妨げに
なっている箇所があり，慌てて渡ろうとする横
断者がみられる。付近に島忠があり，バス通
りでもあるため，一般車両のみならずバスや
トラックが一日中行き来し，非常に交通量が
多い状況。以前にも小学生を巻き込む事故
があり，現状非常に危険である。事故再発防
止のため，そして安全な通学確保のために早
急な対応を強くお願いしたい。

【警察】
令和３年１１月に，歩行者用信号機の設置箇所を見
直しました。予備灯の設置については，現場の道路
状況をみながら研究して参ります。

23 保恵学園幼稚園 調布市富士見町４－３４－１ 植木の選定

鋭い棘がある植物が生えていて，触ると大変
危険です。繁殖力が強いようでだんだん広
がっています。調べたところアメリカオニアザ
ミという植物で生態系被害防止外来種に指定
されているようです。子供も多く通る場所で危
険なため，剪定だけではなく，根っこごと抜い
てほしいです。

【株式会社東京スタジアム】
現況で確認できたものについては，根からの駆除を
させていただきました。
現在冬季ということで，地中部に根が残っているなど
判別が難しい部分もあると思いますので，春に向け
て定期的に確認を行い，確認でき次第早急に対応す
るようにいたします。

24 保恵学園幼稚園 調布市富士見町３－３－４５ 押しボタン式の信号の設置

交通量があり，スピードの出ている車も多い
です。
近くに幼稚園があることと小学校，中学校の
通学路になっているので，子供達のためにも
安心して通れる道にしてほしいです。押しボタ
ン式の設置を要望いたします。

【警察】
当該箇所については，信号機の設置基準を満たして
いないことから，設置することはできません。

25 マルガリタ幼稚園 調布市多摩川３丁目２番地付近 道路の見通しの改善

鶴川街道の多摩川小入口交差点から多摩小
方向に南下する道路が，見通しが悪い坂道
になっているうえに片側にしか歩道がなく，鶴
川街道側の角に植え込みもあり，自転車・歩
行者の有無がわかりづらく危険なため。

【道路管理課】
当該箇所の民地樹木については，既に樹木剪定され
ている状況であり，現時点では見通しが悪い状況で
はございません。しかしながら，既存白線が薄くなっ
ている状況を確認したことから，新たに白線を再溶着
をいたします。

26 マルガリタ幼稚園
調布市下石原３－５５－２　マルガリタ
幼稚園正門前の横断歩道

道路整備
凹凸があり，ベビーカーなど引っかかって非
常に危ない。

【東京都】
マルガリタ幼稚園正門前の横断歩道部については，
路面補修工事の中で舗装の打替えを実施する予定
です。


