本厚木駅重点整備地区交通安全特定事業計画
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第３
条の規定による基本方針及び第11条の規定に基づき、また、厚木市交通バリアフリー基本
構想に即して、本厚木駅重点整備地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。
記
１

交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照)
(1) 市立病院前交差点南側交差点から文化会館前交差点までについての道路の区間
国道246号（市立病院前交差点南側交差点から文化会館前交差点まで）
(2) 本厚木駅東口交差点から中町交差点までについての道路の区間
県道本厚木停車場（本厚木駅東口交差点から中町交差点まで）
(3) 水引交差点から中町交差点までについての道路の区間
県道上粕屋厚木（水引交差点から中町交差点まで）
(4) 中町交差点から東町郵便局前交差点までについての道路の区間
県道藤沢厚木（中町交差点から東町郵便局前交差点まで）
(5) 本厚木駅前から厚木市郷土資料館前までについての道路の区間
市道本厚木松枝線（本厚木駅前から厚木市郷土資料館まで）
(6) 本厚木駅前から田村町交差点までについての道路の区間
市道本厚木田村町線（本厚木駅前から田村町交差点まで）
(7) 中町花の公園前から厚木郵便局前交差点までについての道路の区間
市道下之谷恩名線（中町花の公園前から厚木郵便局前交差点まで）
(8) 本厚木駅南口から幸町交差点までについての道路の区間
市道本厚木停車場旭町線（本厚木駅南口から幸町交差点まで）
(9) 田村町交差点から厚木市文化会館前までについての道路の区間
市道厚木環状１号線（田村町交差点から厚木市文化会館前まで）
(10) 本厚木駅東口交差点から駅南口入口交差点までについての道路の区間
市道本厚木岡田線（本厚木駅東口交差点から駅南口入口交差点まで）
(11) 厚木中学校前から厚木中央公園東までについての道路の区間
市道Ａ－333号線（厚木中学校前から厚木中央公園東まで）
(12) 厚木中央公園東からさつき通り交差点までについての道路の区間
市道Ａ－275号線（厚木中央公園東からさつき通り交差点まで）
(13) さつき通り交差点から中町三丁目交差点までについての道路の区間
市道Ａ－254－１号線（さつき通り交差点から中町三丁目交差点まで）
(14) 中町三丁目交差点から中町花の公園前までについての道路の区間
市道Ａ－254号線（中町三丁目交差点から中町花の公園前まで）
(15) サティ北から厚木市保健センター前までについての道路の区間
市道Ａ－358号線（サティ北から厚木市保健センター前まで）
(16) 厚木バスセンターから総合福祉センターまでについての道路の区間
市道Ａ－４号線（厚木バスセンターから総合福祉センターまで）
(17) 小田急本厚木駅北口広場についての道路の区間
本厚木駅北口広場
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(18) 小田急本厚木駅南口広場についての道路の区間
本厚木駅南口広場
２

前記道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間
(1) 市立病院前交差点南側交差点から文化会館前交差点までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化

イ

実施予定期間
平成19年度から平成22年度まで

(2) 本厚木駅東口交差点から中町交差点までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化、

イ

事業内容及び実施予定期間
平成17年度から平成20年度まで

(3) 水引交差点から東町郵便局前交差点まで
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化
一部オーバーハング化

イ

実施予定期間
平成18年度から平成20年度まで

(4) 中町交差点から東町郵便局前交差点までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化、

イ

実施予定期間
平成19年度から平成20年度まで

(5) 本厚木駅前から厚木市郷土資料館前までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化
横断歩道の新設検討

イ

事業内容及び実施予定期間
平成17年度から平成21年度まで

(6) 本厚木駅前から田村町交差点までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化、

イ

事業内容及び実施予定期間
平成19年度から平成20年度まで

(7) 中町花の公園前から厚木郵便局前交差点までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化

イ

事業内容及び実施予定期間
平成17年度から平成22年度まで
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(8) 本厚木駅南口から幸町交差点までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化、

イ

事業内容及び実施予定期間
平成21年度から平成22年度まで

(9) 田村町交差点から厚木市文化会館前までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化

イ

事業内容及び実施予定期間
平成21年度から平成22年度まで

(10) 本厚木駅東口交差点から駅南口入口交差点までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化、

イ

事業内容及び実施予定期間
平成21年度から平成22年度まで

(11) 厚木中学校前から厚木中央公園東までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化

イ

事業内容及び実施予定期間
平成21年度から平成22年度まで

(12) 厚木中央公園東からさつき通り交差点までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化、

イ

実施予定期間
平成18年度から平成19年度まで

(13) さつき通り交差点から中町三丁目交差点までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化

イ

実施予定期間
平成18年度から平成19年度まで

(14) 中町三丁目交差点から中町花の公園前までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化、

イ

実施予定期間
平成21年度から平成22年度まで

(15) サティ北から厚木市保健センター前までについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化

イ

事業内容及び実施予定期間
平成21年度から平成22年度まで
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(16) 厚木バスセンターから総合福祉センターまでについての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化、

イ

事業内容及び実施予定期間
平成21年度から平成22年度まで

(17) 小田急本厚木駅北口広場についての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化

イ

事業内容及び実施予定期間
平成17年度から平成18年度まで

(18) 小田急本厚木駅南口広場についての道路の区間
ア

実施事業内容
標識・標示の高輝度化、

イ

事業内容及び実施予定期間
平成21年度から平成22年度まで

３

その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項
(1) 音響信号機等については、個々の交差点について必要性を検討しながら整備を進め
る。
(2) 周辺の交通規制等との整合性の確保
交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られる
ように、周辺道路への与える影響を常に調査し、必要な交通規制の見直しを実施する。
(3) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項
違法駐車の取締り、広報啓発活動等の事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画
的に実施する。
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本厚木駅重点整備地区交通安全特定事業
交通安全特定事業を実施する路線・事業内容及び実施時期等
路線名

事業の実施場所

事業内容

市立病院前交差点南側交差点から
①国道246号線

標識･標示の高輝度化
文化会館前交差点まで
本厚木駅東口交差点から

②県道本厚木停車場

標識･標示の高輝度化
中町交差点まで
水引交差点から

標識･標示の高輝度化

中町交差点まで

標識のオーバーハング化

③県道上粕屋厚木

中町交差点から
④県道藤沢厚木

標識･標示の高輝度化
東町郵便局前交差点まで
本厚木駅前から

標識･標示の高輝度化

厚木市郷土資料館まで

横断歩道設置の検討

⑤市道本厚木松枝線

本厚木駅前から
⑥市道本厚木田村町線

標識･標示の高輝度化
田村町交差点まで
中町花の公園前から
標識･標示の高輝度化

⑦市道下之谷恩名線
厚木市郵便局前交差点まで
本厚木駅南口から
⑧市道本厚木停車場旭町線

標識･標示の高輝度化
幸町交差点まで
田村町交差点まで

⑨市道厚木環状１号線

標識･標示の高輝度化
厚木市文化会館前まで
本厚木駅東口交差点から

⑩市道本厚木岡田線

標識･標示の高輝度化
駅南口入口交差点まで
厚木中学校前から

⑪市道Ａ－３３３号線

標識･標示の高輝度化
厚木中央公園東まで
厚木中央公園東から

⑫市道Ａ－２７５号線

標識･標示の高輝度化
さつき通り交差点まで
さつき通り交差点から

⑬市道Ａ－２５４－１号線

標識･標示の高輝度化
中町三丁目交差点まで
中町三丁目交差点から

⑭市道Ａ－２５４号線

標識･標示の高輝度化
中町花の公園前まで
サティ北から

⑮市道Ａ－３５８号線

標識･標示の高輝度化
厚木市保健センター前まで
厚木バスセンターから

⑯市道Ａ－４号線

標識･標示の高輝度化
総合福祉センターまで

⑰本厚木駅北口広場

小田急本厚木駅北口広場

標識･標示の高輝度化

⑱本厚木駅南口広場

小田急本厚木駅南口広場

標識･標示の高輝度化

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22

備考

本厚木駅周辺地区

⑤市道本厚木松枝線
横断歩道の設置検討
標識標示の高輝度化
①国道２４６号
標識標示の高輝度化

⑪市道Ａ－３３３号線
標識標示の高輝度化
⑫市道Ａ－２７５号線
標識標示の高輝度化

④県道藤沢厚木線
標識標示の高輝度化
⑮市道Ａ－３５８号線
標識標示の高輝度化

③県道上粕屋厚木線
標識標示の高輝度化
オーバーハング化の検討

⑬市道Ａ－２５４－１号線
標識標示の高輝度化

⑰本厚木駅
北口広場

⑭市道Ａ－２５４号線
標識標示の高輝度化

⑱本厚木駅
南口広場

⑨市道厚木環状１号線
標識標示の高輝度化

➁県道本厚木停車場線
標識標示の高輝度化
⑩市道本厚木岡田線
標識標示の高輝度化

⑦市道下之谷恩名線
標識標示の高輝度化

⑥市道本厚木田村町線
標識標示の高輝度化

⑯市道Ａ－４号線
標識標示の高輝度化

