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布田小地区ハッピータウン協議会 

「地域内における安全確保および防災の視点からの要望書」に対する回答 

※調布警察訪問時（１／１４）の口頭による回答内容を追加 

項目 要望内容 対応課 回答内容 警察 

布田小西側 白山通り A-1，2 B-1，2 

イ A-1 北側から来る車から左カ

ーブ前方の注意を確保しやす

くするため，A-2 の位置にカ

ーブミラー設置を求める。 

道路管理課 カーブミラーを設置しま

す。 

 

ロ A-1 側およびその先にある横

断歩道と菱形路上表示を常に

はっきり見える塗装状態の維

持を求める。 

道路管理課 横断歩道並びに予告マーク

（菱形）については警察の

所管となりますので，警察

にご要望をお伝えいたしま

す。 

路面塗装表示は

対応する（路面

が傷んでいる箇

所は市と調整）。 

ハ 布田小正門前左右 20 メート

ルを，B-2 交差点と同じく赤

い塗装にして欲しい。 

道路管理課 他の小中学校等にも影響す

る事項となるため，検討事

項とさせて頂きたい。校門

前の白線が消えているた

め，そちらは再設置いたし

ます。 

 

ニ B-2 内交差点内の赤い塗装ゾ

ーンが短く，北側から進入し

てきた車には見えにくいの

で，北方面手前 10 メートル

赤い塗装ゾーンを延長して欲

しい。 

道路管理課 現在の構造で機能している

と判断しております。現時

点での追加延長は考えてお

りませんので，ご理解をお

願いします。 

 

ホ B-2 カーブミラーが木の葉っ

ぱで覆われていて前方が見え

にくく意味がないので木を常

に手入れして欲しい。 

道路管理課 所有者に剪定等，樹木管理

について，申し入れいたし

ます。 

 

へ B-2 正面に見える電柱上に，

注意を促す電柱幅の張り紙を

設置して欲しい。 

道路管理課 電柱の手前にすでに注意喚

起の看板が設置されてお

り，現時点で看板の追加は

難しい状況です。 

 

ト B-2 交差点の路上表示の塗装

を常に最新の状態に維持して

道路管理課 停止線等の規制表示は，警

察の所管となりますので，

路面塗装表示は

対応する（路面
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項目 要望内容 対応課 回答内容 警察 

欲しい。 警察にご要望をお伝えいた

します。 

が傷んでいる箇

所は市と調整）。 

布田小東側 南北通り C-1，2，3 

チ C-1 白線のところに横断歩道

設置を求める。 

道路管理課 横断歩道の新設については

警察の所管となりますの

で，警察にご要望をお伝え

いたします。 

設置要望箇所は

校庭の南東側で

あるが，要望箇

所の東側が駐車

場となってお

り，人溜まりの

箇所としては適

当ではないとい

う考えから横断

歩道の設置は難

しい。 

リ C-1,C-2，C-3 の横断歩道を

含むすべての路上表示を常に

はっきり見える最新の状態に

維持して欲しい。 

道路管理課 規制表示は警察の所管とな

りますので，警察にご要望

をお伝えいたします。 

それ以外の外側線や自転車

用ストップマークについて

は，再表示いたします（布

田小学校外周道路全体）。 

路面塗装表示は

対応する（路面

が傷んでいる箇

所は市と調整）。 

布田６丁目下 羽毛下通り D-1，2，3，4 

ヌ D-1 フェンスに蔦がからま

り，子どもの姿が完全に隠れ

てしまい大変危険である。平

成 25 年の初夏に調布市に１

回伐採を行ってもらったが，

すぐに蔦が生えてきて元に戻

ってしまった。市民側からい

ちいち依頼しなくても常に状

況をチェックして伐採作業を

自動的に行って欲しい。 

道路管理課 市内全域を完璧に管理する

ことは難しい状況でござい

ます。定期的な草刈等に努

めてまいりますが，お気づ

きの点がございましたら，

ご指摘いただけますようお

願いいたします。 

 

ル 交差点四方道路上標識塗装も

常に最新の状態を維持して欲

しい。 

道路管理課 止まれ等規制表示について

は警察の所管となりますの

で，警察にご要望をお伝え

路面塗装表示は

対応する（路面

が傷んでいる箇
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項目 要望内容 対応課 回答内容 警察 

いたします。 所は市と調整）。 

ヲ E-1 北側階段側から正面のと

ころにカーブミラーを設置し

て欲しい。 

道路管理課 カーブミラーの設置は立地

の関係で設置することが極

めて難しい状況です。とび

だし注意等の路面表示の設

置を検討いたします。 

 

ワ E-3 民家の方が自発的に黄色

看板を設置しているようだ

が，せめてその看板がはっき

り見えるくらいの程度に，調

布市側に樹木伐採の交渉をし

て欲しい。 

道路管理課 所有者に剪定等，樹木管理

について，申し入れいたし

ます。 

 

旧保健所通り シルバー人材センター交差点 F-1，2 

カ F-2 よく見ると既に十分なカ

ーブミラーが設置されている

が，道路上表示塗装が見えな

い状態になっており，早急な

再塗装作業を求める。 

道路管理課 停止線，止まれ等の規制表

示については警察の所管と

なりますので，警察にご要

望をお伝えいたします。 

路面塗装表示は

対応する（路面

が傷んでいる箇

所は市と調整）。 

ヨ F-1 南へ通行する際に，看板

は逆に視界の妨げになり危険

なので，何か注意を促す表示

の設置検討を望む。 

道路管理課 注意を促す路面表示の設置

を行います。 

 

調布南高校南側 桜堤通り G-1，2，3 

タ 歩道を開通して欲しい。 道路管理課 写真の位置から東進する

と，道路用地不足となるこ

とから，歩道の設置は現段

階ではできません。 

 

レ G-3 通学時間帯の現状のトラ

ック通行規制を徹底して欲し

い。また，狛江方面からの通

行規制標識を設置して欲し

い。 

道路管理課 規制標識については，警察

の所管となりますので，警

察にご要望をお伝えいた

します。 

規制の徹底に努

める。 

布田６丁目 旧家大木 H-1 

ソ せめて道路上に大きく張り出

した樹木の一部でも伐採でき

道路管理課 所有者に剪定等，樹木管理

について，申し入れいたし
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項目 要望内容 対応課 回答内容 警察 

るよう居住者と交渉を望む。 ます。 

ツ 新しく街灯の設置を求める。 道路管理課 現状，設置しても，木の影

響で効果が発揮されないた

め，「ソ」の樹木伐採が実施

された後，再検討いたしま

す。 

 

I-1，2 

ネ 学区域内の防火水槽表示のい

くつもが錆びた状態ですの

で，現状をすべてチェック後，

再塗装して最新の状態を維持

して欲しい。また，草木で覆

われ標識や蓋が分かりずらい

箇所があるので，手入れを求

める。 

総合防災安

全課 

防火貯水槽表示の取替えに

ついては，老朽化の程度に

より優先順位をつけ，予算

の範囲内で対応してまいり

ます。 

ご指摘の草木で覆われた箇

所都営染地一丁目アパート

公園についての維持管理

は，都営住宅サービス公社

が行っており，当課から剪

定等について依頼しまし

た。 

 

都営１丁目アパート周辺 J-1 

ナ 土地所有者不明の一角にたつ

大木の周辺に粗大ゴミなどの

不法投棄が多発しており，小

学校と隣接していることもあ

り，景観も悪く物騒。禁止看

板や定期的なゴミ回収を望

む。 

道路管理課 この土地については，調布

市の管理地となります（公

図上）。 

土地境界を確認し，適正な

管理に努めます。 

 

その

他 

街づくり事業課による道路

拡幅に関する次年度予算要

望の予定について（B周辺） 

道路管理課

（街づくり

事業課に確

認） 

今年度，概略設計を行って

おり，今後事業化に向け準

備を進めていく予定です。 

 

 

 

 

 


