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ま え が き 

 
 

本市では，昭和３７年に告示された「交通安全都市宣言」の趣旨に沿って，同年，市内の

交通安全に係る関係機関・民間団体等で構成される鈴鹿市交通安全都市推進協議会が設

置された。本市の交通安全対策は，平成１９年度に鈴鹿市交通安全計画（平成２０年度～

平成２２年度）を作成し，鈴鹿市交通安全都市推進協議会が，計画に基づき対策を実施し

てきた。 

 

しかし，近年の状況を見ると，本市の交通事故発生件数は，平成１８年以降着実に減少し

ているが，依然として高い水準で推移している。また，平成２２年の死者数は，昭和３１年９人

以来の１桁８人となっているが，交通事故件数が高い水準で推移していることから，引き続き

交通安全対策に取り組むことが必要である。 
 
交通事故の防止は，国，地方公共団体，関係民間団体だけでなく，市民一人ひとりが全

力を挙げて取り組まなければならない緊急かつ重要な課題であり，人命尊重の理念の下に

交通事故のない社会を目指して，交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の

大綱を定め，これに基づいて諸施策を強力に推進することが求められている。 

 

この交通安全計画は，このような観点から，交通安全対策基本法第２６条第１項の規定に

基づき，平成２３年度から２７年度までの５年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を

定めたものである。 

 

本市は，この交通安全計画に基づき，交通の状況や地域の実態に即して，交通の安全

に関する施策を具体的に定め，鈴鹿市交通安全都市推進協議会を中心にして，これを強

力に実施するものとする。 
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計画の基本理念 

1 交通事故のない社会を目指して 

    本市の人口は，依然として増加傾向を示しているものの，平成２６年にピーク(第５次鈴

鹿市総合計画参照)に差しかかると推定される。その後本格的な人口減少と高齢社会の

到来という経験したことのない時代を迎えることになる。このような環境変化を乗り越え，真

に豊かで活力のある社会を構築していくためには，その前提として市民の安全と安心を

確保していくことが極めて重要である。 

   交通事故による被害者数が，災害や犯罪等他の危険によるものと比べても圧倒的に多

いことを考えると，交通安全の確保は，安全で安心な社会の実現を図っていくための重要

な要素である。 

   このため，従前から様々な交通安全対策がとられてきたところであり，本市の交通事故

件数は平成１８年以降減少傾向で推移しているが，さらなる，交通安全対策の実施が必

要である。 

   人命尊重の理念に基づき，また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失をも勘

案して，究極的には交通事故のない社会を目指して，交通安全対策に取り組んでいくこ

とが必要である。 

 

2 人優先の交通安全思想 

市民の安全安心を確保するためには，弱い立場にある者への配慮や思いやりが存在

しなければならない。交通について言うと，道路においては，歩行者，高齢者，障がい者，

子ども等の安全を一層確保することが必要となる。すべての交通について，このような「人

優先」の交通安全思想を基本とし，あらゆる施策を推進するとともに，地域ぐるみで交通

弱者を守る仕組みづくりを促進する。 

 

3 施策推進にあたっての基本的な考え方 

    本計画は，交通事故及びこれによる死傷者の根絶という究極目標を目指す立場から，

「第９次交通安全基本計画」（国が作成）及び「第９次三重県交通安全計画」の基本方針

に沿いながら，「第５次鈴鹿市総合計画・みんなで築く鈴鹿夢プラン」と連動し，交通の安

全に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進する。 

   また，交通社会を構成する「人」「交通機関」及びそれらが活動する場としての「交通環

境」という３つの要素について，それら相互の関連を考慮しながら，交通事故防止対策を

構築し，かつ，これを市民の協力の下，強力に推進する。 

   第一に，人間に対する安全対策については，車両等交通機関の安全な運転を確保す

るため，運転知識・技能の向上，交通安全意識の徹底によるモラル・マナーの向上等を

図り，かつ，歩行者等の安全な移動を確保するため，歩行者等の交通安全意識の徹底，
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指導の強化等を図るものとする。 
加えて，交通社会に参加する市民一人ひとりが交通安全意識を改革していくことが極

めて重要であることから，交通安全に関する教育，普及啓発活動を幼児から高齢者まで

幅広く実施する。 
第二に，「交通機関」に対する安全対策としては，人為的ミスを事故に結び付けないた

めの車両等の技術的な安全性の向上，検査体制の充実等について，国や県など指導監

督機関等の取り組みに協力する。 
第三に，交通環境に係る安全対策としては，機能分担された道路網や交通安全施設

等の整備，効果的な交通規制の推進等を図るものとする。 

これら３要素それぞれの施策効果を高めるため，情報の収集・提供を積極的に進めると 

ともに，有効かつ適切な交通安全対策を講じるため，その基礎として交通事故分析の充

実を図る。また，交通事故による被害を最小限に抑えるための迅速な救助・救急活動，さ

らに被害者への支援対策についても推進を図るものとする。 

これらの施策は，少子高齢化，国際化等の社会情勢の変化や交通事故の状況，交通

事情等の変化に弾力的に対応させるとともに，適切な施策を選択し重点的かつ弾力的に

実施するものとする。 

なお，交通事故防止のためには，関係機関・団体等が緊密な連携の下に，市民の主

体的な交通安全活動を推進することが重要であることから，市民参加・協働型の交通安

全活動を推進する。 
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第１章 道路交通の安全  

                                       

1.交通事故のない社会を目指して 

○人命尊重の理念に基づき，究極的には， 

  交通事故のない社会を目指す。 

○死者数の一層の減少に取り組むとともに，事故そのものの減

少についても積極的に取り組む。 

○計画期間  平成２３年度から平成２７年度 

2.交通安全についての目標 

～ １０万人以上の都市・ワースト上位からの脱却 ～ 

～ 交通ルールを守り，マナーを実践できる社会人の育成 ～ 

○交通事故死者数を，平成 2７年までに６人以下にする。 

○死傷者数を，平成 2７年までに１,４00 人以下にする。 

3.交通安全についての対策 

〈視点〉 

① 高齢者及び子どもの安全確保  ② 歩行者及び自転車の安全確保 

③ 生活道路及び幹線道路における安全確保

〈講じようとする施策〉 

① 道路交通環境の整備        ② 交通安全思想の普及徹底 

③ 安全運転の確保            ④ 道路交通秩序の維持 

⑤ 救助・救急活動の充実       ⑥ 被害者支援の充実 ⑦ 調査研究の充実 
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第1節 交通事故のない社会を目指して 

 

誰しも，交通事故をゼロにすべき，あるいは大幅に減少すべきと考えている。本計画では，

人命尊重の理念に基づき，究極的には交通事故のない社会を目指すものとする。 

そのためには，交通安全対策を実施することにより，死者数の一層の減少に取り組むことは

もちろんのこと，事故そのものの減少についても積極的に取り組む必要がある。 

  交通安全に関しては，様々な施策メニューがあるところであるが，それぞれの地域の実情を

踏まえた上で，その地域に最も効果的な施策の組合せを地域が主体となって行うべきである。 

また，交通安全は総合的なまちづくりの中で実現されていくものであるが，このようなまちづ

くりの視点に立った交通安全対策の推進に当たっては，住民に一番身近な地方公共団体で

ある本市の果たす役割が極めて大きい。 

その上で，行政，学校，家庭，職場，団体，企業等が役割分担しながらその連携を強化し，

また，住民が，交通安全に関する各種活動に対して，その計画，実行，評価の各場面におい

て様々な形で参加し，協働していくことが有効である。 

   なかでも，交通事故の被害者やその遺族は，交通事故により家族を失い，傷害を負わされ

るなど交通事故の悲惨さを我が身をもって経験し，理解していることから，交通事故被害者等

の参加や協働は重要である。 

  さらに，地域の安全性を総合的に高めていくためには，交通安全対策を防犯や防災と併せ

て一体的に推進していくことが有効かつ重要である。 

 

第２節 交通安全についての目標 

 

Ⅰ 交通事故の現状と今後の見通し 

１ 交通事故の現状 

（１）交通事故の発生状況  
本市の交通事故による死者数は，昭和４５年に４２人を数えたが，昭和４６年以降

着実に減少に向かい，昭和５２年には１４人と大幅に減少した。その後増勢に転じ，

平成元年には３３人に達したが，再び減少傾向に転じ，平成８年には１０人となった。  
しかし，それ以降再び増勢し，毎年２０人を超えていたが，平成１５年以降２０人を

下回っており，平成２２年は８人と平成２２年までに９人以下にするという目標を達成し

た。 

  交通事故件数は，平成１８年以降前年に比べて減少しているものの，依然として

高い水準で推移している。 
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注：三重県警察本部資料による。 
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近年の交通事故の発生状況をみると，その特徴は次のとおりである。 
① 交通事故発生件数は，平成５年以降に６，０００件を超えて以来，年々増加傾向

を示し，平成１７年は７，２０２件で過去最多となり，平成１８年以降は減少傾向にあ

るが，依然高い水準で推移している。 
② 人身事故件数は，平成１２年に１，２５９件発生して以来平成２２年まで１，２００件

以上発生している。特に平成１７年の発生件数１，５５８件は過去最多で，平成１８

年以降は減少傾向にあり，平成２２年は１，２５４件となっている。 
③ 死者数では，平成２２年は，８件８人で，昭和３１年９人以来の１桁８人となってい

る。全国の死亡事故が減少傾向を示しているなか，本市も前年より６人の減少であ

った。 
④ 人口１０万人以上都市の１０万人当たりの死者数については，平成２２年はワー

スト８６位で平成２１年１６位より改善したが，過去にワースト１位が３回（昭和５９年，

同６１年，同６３年），２位が３回（平成６年，同１３年，同１４年），３位が４回（昭和４９

年，同５０年，同５４年，平成９年）と上位を占めている。 
昭和４７年から平成２２年までの平均は，ワースト１６．５位となっている。 
注１）：昭和４６年以前のワースト順位は不明 

注２）：平成２２年末の全国の人口１０万人以上の都市は２６５都市 

⑤ なお，平成２２年の死亡事故の特徴としては次のとおりである。 
・歩行者，自転車，二輪車による事故が８件中４件（５０．０％）を占める。 
・青年層の死亡事故が多発。８件中４件（５０．０％） 
・早朝，夜間の事故が多発。８件中５件（６２．５％） 

   
（２）１日の交通事故発生状況 

 

       平成２２年に市内で発生した交通事故は６,５７４件，負傷者数は１,６９０人であるが，
１日に約１８件の交通事故が発生し，約５人の負傷者が出ている。また，約４６日に１

人の割合で死亡していることになる。 
     

（３）全国的にも死亡事故が多い三重県・鈴鹿市 

 
        平成２２年の鈴鹿市の交通事故死者数は８人で，昭和３１年９人以来の１桁の死者 

数となっている。 
        また，同年三重県では１３５人，全国では４，８６３人が死亡している。 

平成２２年１２月末における全国の交通事故死者数と三重県・鈴鹿市が全国に占 
める人口比率（三重県１．４６％，鈴鹿市０．１６％）から三重県，鈴鹿市の死者数を推 
計すると，三重県７０人，鈴鹿市７人となり，実数と比べると三重県では６５人，鈴鹿市 
では１人多く死亡していることがわかる。 
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（４）平成２０年から平成２２年の死亡事故の特徴 

① 日没から日の出までに多発 

事故の発生時間帯でみると，３２件中２１件（６５．６％）発生しており，その内午 

後５時～午後８時までの時間帯と，午前０時～午前６時までの時間帯に１０件（ 

３１．３％）ずつ発生している。 

②  ２０代，３０代，６０代以上の構成率が高い 

      年齢別にみると，２０代６件，３０代８件，６０代６件，７０代４件，８０代４件となって 

おり，２０代～３０代の若年層が１４件，６０代以上が１４件で併せて２８件（８７．５％） 

となっている。 

      ２０代・３０代の１４件の内，自動車が７件（５０．０％），原付・自動二輪が５件（ 

３５．７％），時間帯については，午前０時から午前５時までに１０件（７１．４％）発生 

している。 

  ６０代以上の１４件の内，歩行者が５件（３５．７％），自動車４件（３３．３％），自転    

車３件（２１．４％），時間帯については，７時台，１０時台，１１時台，１４時台，１７時   

台（日没後）にそれぞれ２件ずつ発生しており，日中の件数は９件（６４．３％）とな 

っている。 

 

 ２ 交通を取り巻く状況の展望 

     本市の交通を取り巻く今後の状況を展望すると，本市は，他の市町に比べ年少人口割
合が高く，平均年齢が低いことから，運転免許保有者数，車両保有台数共に増加するこ

とが見込まれる。 
また，このような交通の量的拡大に加え，交通死亡事故の当事者となる比率の高い高

齢者人口の増加，なかでも高齢者の運転免許保有者の増加は，道路交通にも大きな影

響を与えるものと考えられる。 

 

Ⅱ 交通安全計画における目標 

【数値目標】   交通事故死者数           ６人以下 

     交通事故死傷者数    １，４００人以下 

交通事故による死傷者数を限りなくゼロに近づけ，市民を交通事故の脅威から守ることが

究極の目標であるが，国においては平成２７年までに年間の２４時間死者数を３，０００人以

下にすることを目指している。 

三重県においては，平成２７年までに年間の２４時間死者数を７５人以下とすることを目指

している。本市においても，県の目標を達成するため，平成２７年までに６人以下を目指すも

のとする。 
言うまでもなく，本計画における最優先の目標は死者数の減少であるが，あわせて，事故

そのものの減少や死傷者数の減少にも一層積極的に取り組み，平成２７年までに年間の



 

８ 

死傷者数を１，４００人以下（三重県：１１，８００人以下，国:７０万人以下）とすることを目指す

ものとする。 

   そのため，本市では，市民の理解の下，第３節に掲げる諸対策を総合的かつ強力に推進

する。 

（試算根拠） 

○ 死者抑止目標数 

区    分 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年  
国（人） 第９次目標 ３，０００ 

三重県 第９次目標 ７５ 
鈴鹿市 目    標 7 ７ ６ ６ ６ 

 注）：  国は平成３０年に死者数を平成２０年の半分にするとして，平成２７年の目標を３，０００人以下としている。 

県も国の目標の設定根拠に基づき，平成２７年の目標を７５人以下としている。本市も国・県の目標設 

定に基づき，目標を６人以下と設定した。 

○ 死傷者抑止目標数 

区    分 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年  
国（人） 第９次目標 700,０００ 

三重県 第９次目標  11,８00 
鈴鹿市 目    標 1,640 1,580 1,520 1,460 1,400 

 注）：   国は平成２７年の数値目標を７０万人で設定している。 

三重県は国の目標を達成するために，平成２２年の死傷者数１５，０１３人の約７８．６％である１１，８００人を 

目標としている。 

            本市は第５次鈴鹿市総合計画の目標値である１，４００人以下を平成２７年の目標とした。  

 

第３節 交通安全についての対策 

 

Ⅰ 今後の交通安全対策を考える視点 

   本市では近年，交通事故による死者数が減少していることを考えると，これまでの実施さ

れてきた交通安全対策には一定の効果があったものと考えられる。そのため，従来の交通

安全対策を基本としつつ，経済社会情勢，交通情勢の変化等を勘案し，次の７つの柱により

交通安全対策を実施するものとする。 

   １ 道路交通環境の整備 

   ２ 交通安全思想の普及徹底 

   ３ 安全運転の確保 

   ４ 道路交通秩序の維持 

   ５ 救助・救急活動の充実 

   ６ 被害者支援の充実 

   ７ 調査研究の充実     

なお，今後，対策を実施していくに当たっては，次の視点を重視して対策の推進を図る。 
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１  高齢者及び子どもの安全確保 

   高齢者の死者の占める割合が極めて高いこと，今後も高齢化は急速に進むことを踏まえ 

ると，高齢者が安全にかつ安心して外出したり移動したりできるような交通社会の形成が必

要である。 

その際には，多様な高齢者の実像を踏まえたきめ細かな総合的な交通安全対策を推進

するべきであり，また，交通モードによる相違，すなわち，高齢者が主として歩行及び自転

車等を交通手段として利用する場合と，自動車を運転する場合の相違に着目し，それぞれ

の特性を理解した対策を構築するべきである。特に，後者については，今後，高齢運転者

が大幅に増加することが予想されることから，高齢者が事故を起こさないようにするための対 

策を強化することが差し迫った課題である。 

また，高齢化の進展と同時に考えなければならないのが少子化の進展である。安心して

子どもを生み，育てることができる社会を実現するためには，子どもを交通事故から守る観

点からの交通安全対策が一層求められる。 

    このため，子どもの安全を確保する観点から，歩行者交通の多い地点の歩道を整備する 

必要がある。 

 

２ 歩行者及び自転車の安全確保 

    安全で安心な社会の実現を図るためには，自動車と比較して弱い立場にある歩行者の 

安全を確保することが必要不可欠であり，特に，高齢者や子どもにとって身近な道路の安全

性を高めることが，より一層求められている。 

   このような情勢等を踏まえ，歩行者交通の多い地点の歩道を整備することにより，歩行者

の安全確保を図る対策を継続していく必要がある。 

 自転車については，自動車と衝突した場合には被害を受ける半面，歩行者と衝突した場

合には加害者となるため，それぞれの対策を講じる必要がある。 

 自転車の安全利用を促進するためには，生活道路や市街地の幹線道路において，自動

車や歩行者と自転車利用者の共存を図ることができるよう，自転車の走行空間の確保を積

極的に進める必要がある。また，自転車利用者については，自転車の交通ルールに関する 

理解が不十分なことも背景として，ルールやマナーに違反する行動が多いことから，交通安

全教育等の充実を図る必要がある。 

 

３ 生活道路及び幹線道路における安全確保 

   車道幅員5．5メートル未満の道路における交通死亡事故件数の推移をみると，全死亡事 

故件数の減少傾向と比較して緩やかな減少となっており，全死亡事故件数に占める割合は

増加傾向にある。また，歩行者・自転車利用者の死者数，死傷者数の割合も高い水準で推

移している。このような状況を踏まえると，今後は生活道路において自動車の速度抑制を図

るための道路交通環境の整備，交通指導取締りの強化，安全な走行の普及等の対策を講
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じるとともに，幹線道路を走行すべき自動車が生活道路へ流入することを防止するための幹

線道路における交通安全対策及び交通流の円滑化を推進するなど，生活道路における交

通の安全を確保するための総合的な対策を一層推進する必要がある。このためには，地域

住民の主体的な参加と取組が不可欠であり，対策の検討や関係者間での合意形成におい

て中心的な役割を果たす人材の育成も重要な課題となる。 

また，依然として，交通事故死者数の３分の２を占める幹線道路における対策については， 

①事故データや地域の声等により集中的に対策を講じるべき事故発生の危険性が高い特

定の区間を明確にし，②蓄積した効果データを活用し，事故原因に即した効果の高い対策

を立案し，③対策完了後の効果を評価し，評価結果を次の新たな対策の検討に反映する，

といった「成果を上げるマネジメント」を推進し，交通安全対策の効果の更なる向上を図る必

要がある。 

 

 

Ⅱ 講じようとする施策 

１ 道路交通環境の整備 

   道路交通環境の整備については，これまでも県公安委員会や道路管理者等の関係機関
が連携して推進してきたところであり，事故多発地点において一定の事故抑止効果が確認

されている。このような状況から，引き続き幹線道路における安全対策を推進する一方で，

その事故が占める割合が増加する傾向のある生活道路における安全対策をより一層推進

することが必要であり，事故要因や有効な対策について十分な分析を行った上で，地域の

実情を踏まえつつ，生活道路と幹線道路での交通事故対策を両輪とした効果的・効率的な

対策に取り組む。また，道路交通環境の整備を効果的・効率的に進めていくためには，地

域や地元住民が自ら安全で安心な交通社会を構築していこうとする前向きな意識を持つこ

とが重要であることから，計画の策定や事業の実施に積極的に参画・協力していく仕組みを

つくるなど，道路交通環境整備における地域や住民の主体性を重視する取組を推進する。 
また，少子高齢化が一層進展する中で，子どもを事故から守り，高齢者や障がい者が安

全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から，安全安心な歩行空間が確

保された道路交通環境の強化を図っていく必要がある。 
 

（１）生活道路等における安全・安心な歩行空間の整備 

【担当：国，県，警察，生活安全部，保健福祉部，土木部，都市整備部，教育委員会】 

 

     これまでの対策は，主として「車中心」の対策であり，歩行者の視点からの道路整備 

や交通安全対策は依然として十分とはいえず，生活道路への通過交通の流れこみ等

の問題も依然として深刻である。 

このため，地域の協力を得ながら，歩行者交通の多い地点の歩道を整備するなど， 
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交通安全対策を推進していく必要がある。 

① 生活道路等における交通安全対策の推進 

歩行者・自転車に係る死傷事故発生割合が大きい生活道路において，公安委

員会及び道路管理者が連携し，歩道整備，車両速度の抑制，通過交通の抑制等

の面的かつ総合的な事故抑止対策を，地域住民の主体的参加の下で実施する。 

② 高齢者，障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

                 高齢者や障がい者等を含め全ての人が安全に安心して参加し活動できる社会 

を実現するため，駅，公共施設，福祉施設，病院等の周辺を中心に平坦性が確保

された幅の広い歩道を整備する。 

このほか，必要に応じ，バリアフリー対応型信号機，待ち時間表示装置，歩行者

用休憩施設等を整備する。 

また，視覚障がい者誘導ブロック，歩行者用の案内標識，バリアフリーマップ等

により，公共施設の位置や施設までのバリアフリー経路等を適切に確保する。 

 

（２）幹線道路における交通安全対策の推進 

      【担当：国，県，警察，土木部，都市整備部】 

 

      基本的な交通の安全を確保するため，高規格幹線道路から生活道路に至るネットワ

ークによって適切に機能が分担されるよう道路の体系的整備を推進するとともに，    

他の交通機関との連携強化を図る道路整備を推進する。 

 

① 事故危険箇所対策の推進 
      特に事故の発生割合の大きい幹線道路の区間等を指定した「事故危険箇所」に 

ついて，公安委員会及び道路管理者等が連携して，集中的な事故抑止対策を推 
進する。 
事故危険箇所においては，信号機の新設・高度化，道路標識の高輝度化等，歩

道等の整備，交差点改良，視距の改良，付加車線等の整備，防護柵・区画線等の

整備，道路照明・視線誘導標等の設置等の対策を推進する。 
       ② 幹線道路における交通規制 

        幹線道路については，交通の安全と円滑化を図るため，道路の構造，交通安全 

施設の整備状況，交通の状況等を勘案しつつ，速度規制及び追越しのための右側 

部分はみ出し通行規制等について見直しを行い，その適正化を図る。 

③ 重大事故の再発防止 

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には，速やかに当該箇所の 

道路交通環境等事故発生の要因について調査するとともに，発生要因に即した所 

要の対策を早急に講ずることにより，当該事故と同様な事故の再発防止を図る。 

④ 適切に機能分担された道路網の整備 

ア  高規格幹線道路から生活道路に至るネットワークを体系的に整備するととも

に，歩道や自転車歩行者道等の整備を推進する。 
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イ  市街地内の通過交通の排除とともに，交通の効果的な分散を図るバイパス等  

  の整備を推進する。 

⑤ 改築等による交通事故対策の推進 

ア  歩行者及び自転車利用者の安全を確保するため，歩道等の設置，既存道路 

  の拡幅等を推進する。 

イ  交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の解消を図るため，      

交差点の改良を推進する。 

⑥ 交通安全施設等の高度化 

        ア  道路の構造及び交通の実態を勘案して，交通事故が発生する危険性が高い 

場所等に信号機を設置する。 

イ  道路の構造，交通の状況等に応じた交通の安全を確保するために，道路標 

識の高輝度化等，高視認性区画線等の整備を推進する。 

 

（３）交通安全施設等整備事業の推進 

【担当：国，県，警察，生活安全部，土木部】 

 

        特に交通の安全を確保する必要がある道路について，県公安委員会及び道路管

理者が連携し，事故実態の調査・分析を行い，計画的かつ重点的に歩道整備を始

めとした交通安全施設等整備事業を推進することにより，交通環境を改善し，交通事

故の防止と交通の円滑化を図る。 

 

① 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

         少子高齢社会の進展を踏まえ，歩行空間のバリアフリー化及び生活道路等にお

ける安全安心な歩行空間の確保を図る。また，自転車利用環境の整備，安全上課

題のある踏切の対策等による歩行者・自転車の安全な通行空間の確保を図る。 

② 幹線道路対策の推進 

         幹線道路では交通事故が多発していることから，事故危険箇所など，事故の発生

割合の大きい区間において重点的な交通事故対策を実施する。 

     ③ 交通円滑化対策の推進 

交通安全に資するため，信号機の高度化等交通の円滑化を推進するとともに， 

併せて，自動車からの二酸化炭素排出の抑止を推進する。 

④ 道路交通環境整備への住民参加の促進 

 安全な道路交通環境の整備に当たっては，道路を利用する人の視点を生かすこ 

とが重要であることから，地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に交通安全 

施設等の点検を行う交通安全総点検を推進するとともに，道路利用者等が日常感 

じている意見を取り入れ，道路環境整備に反映する。 
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（４）効果的な交通規制の推進 

【担当：警察】 

 

      道路における危険を防止し，その他交通の安全と円滑を図り，道路網全体の中でそ

れぞれの道路の社会的機能，道路の構造，交通安全施設の整備状況，交通流・量の状

況等地域の実態等に応じ，既存の交通規制を見直すなど，規制内容をより合理的なも

のにするよう努める。 

① 地域の特性に応じた交通規制 

          幹線道路では，駐停車禁止，転回禁止，指定方向外進行禁止等，交通流を円

滑化するための交通規制を，また，生活道路では，一方通行，指定方向外進行禁

止等を組みあわせ，通過交通を抑制するための交通規制を実施するほか，歩行

者用道路，車両通行止め，路側帯の設置・拡幅等歩行者及び自転車利用者の安

全を確保するための交通規制を推進する。   

 

 

（５）自転車利用環境の総合的整備 

       【担当：生活安全部，産業振興部，土木部，都市整備部】 

 

       駐車需要の多い駅周辺の道路環境を整備するため，「鈴鹿市自転車等の放置防止 

及び適正な処理に関する条例（平成７年４月１日施行）」及び「鈴鹿市自転車駐車場管

理条例（平成８年４月１日施行）」に基づき自転車等の適正利用と放置の防止に努め，

良好な都市環境の確保を図る。 

      また，鉄道の駅周辺等における放置自転車等の問題の解決を図るため，自転車等 

駐車対策協議会の運営を図ることなどを通して，県，道路管理者，警察，鉄道事業者 

等と適切な協力関係を保持する。 

 

（６）災害に備えた道路交通環境の整備 

【担当：国，県，警察，生活安全部，土木部，都市整備部】 

 

      ① 災害に備えた道路の整備 

          地震，豪雨，津波等の災害が発生した場合においても安全で安心な生活を支

える道路交通を確保する必要があることから，これまで発生した大規模災害を踏

まえ，被災地の救援活動や緊急物資輸送に不可欠な緊急輸送道路に架かる橋

梁の耐震対策を推進する。 

また，豪雨等の異常気象時においても安全で信頼性の高い道路ネットワーク

を確保するため，道路斜面等の防災対策や災害の恐れのある区間を回避・代替

する道路の整備を推進する。 

② 災害発生時における情報提供の充実 

          災害発生時において，道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収
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集・分析・提供し，復旧や緊急交通路，緊急輸送路等の確保及び道路利用者等 

への道路交通情報の提供を行う。 

津波に対しても，津波による人的被害を最小化するため，道路利用者への早      

期情報提供を行う。 

 

（７）駐車対策の推進 

    【担当：国，県，警察，生活安全部】 

 

      道路交通の安全と円滑を図り，都市機能の維持及び増進に寄与するため，交通の

状況や地域の特性に応じた駐車対策を推進する。 

① 秩序ある駐車の推進 

          道路環境，交通実態，駐車需要等の変化に伴い，より良好な駐車秩序を確立

するため，時間，曜日，季節等による交通流・量の変化等の時間的視点と，道路

の区間ごとの交通環境や道路構造の特性等の場所的視点の両面から，現行規

制の見直しを行い，駐車の効用にも十分配意して，個々の時間及び場所に応じ

たきめ細かな駐車規制を推進する。 

  ② 違法駐車締め出し気運の醸成・高揚 

違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し，市民への広報・啓

発活動を行うとともに，関係機関・団体との密接な連携を図り，地域交通安全活

動推進委員の積極的な活用等により，住民の理解と協力を得ながら違法駐車締

め出し気運を高める。    

③ 適正駐車の啓発 

車イス使用者用駐車区画及び思いやり駐車区画については，身体の状態に 

よる歩行困難もしくは安全性確保に配慮を必要とする方を対象として設置された 

駐車区画であり，適正駐車について各種講習会等での啓発に努める。  

  

（８）交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

【担当：保健福祉部，産業振興部，土木部，都市整備部，教育委員会】 

 

① 道路の使用及び占用の適正化等 

ア 道路の使用及び占用の適正化 

工作物の設置，工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっては， 

道路の構造を保全し，安全かつ円滑な道路交通を確保するために適正な運   

用を行うとともに，許可条件の履行，占用物件等の維持管理の適正化につい 

て指導する。 

イ 不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については，実態を把握し，その 

排除に努める。 

ウ 道路の掘り返しの規制等
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          道路の掘り返しを伴う占用工事については，無秩序な掘り返しと工事に伴う事 

故・渋滞を防止するため，施工時期や施工方法を調整するとともに，掘り返しを 

防止する抜本的対策として共同溝等の整備を推進する。 

② 子どもの遊び場等の確保 

          子どもの遊び場の不足を解消し，路上遊戯等による交通事故の防止のため，公

園等の整備を推進する。さらに，学校施設（校庭，体育施設等）を開放し，その有

効活用を図る。 

③ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

          道路の構造を保全し，又は交通の危険を防止するため，道路の破損，欠壊又 

は異常気象等により，交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工 

事のためやむを得ないと認められる場合には，道路法（昭和27年法律第180号） 

に基づき，迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行う。 

また，道路との関係において必要とされる車両の寸法，重量等の最高限度を 

超える車両の通行の禁止又は制限に対する違反の防止に努める。 

 

２ 交通安全思想の普及徹底 

    交通安全教育は，自他の生命尊重という理念の下に，交通社会の一員としての責任を

自覚し，交通安全意識と交通マナーの向上に努め，相手の立場を尊重し，他の人々や地

域の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で，重要な意義を有している。                

    交通安全意識を向上させ，交通マナーを身に付けさせるためには，人間の成長過程に

合わせ，生涯にわたる交通安全教育を通して，市民一人ひとりが交通安全の確保を自ら

の課題としてとらえるよう，意識の改革を促すことが重要である。 

    このため，現行の交通教育指導員制度を効果的に活用するとともに，「鈴鹿サーキット

交通教育センター」や「Ｈｏｎｄａ安全運転普及ブロック」等関係機関・団体と連携して，幼

児から高齢者に至るまで，心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的

な交通安全教育を行うこととする。 

幼児，子どもに対しては早い時期から交通安全に対する意識付けを図るために，年に

１回以上交通安全教室を実施する。 

また，高齢社会が進展するなかで，高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに，

他の世代に対して，高齢者の特性を理解した上で高齢者に配慮する意識啓発を強化す

る。 

さらに，自転車を使用することが多い児童，中学生及び高校生に対しては，将来の運

転者教育の基礎となるよう自転車の安全利用に関する教育を強化する。 

学校においては，学習指導要領に基づき，関連教科・領域や道徳，特別活動及び総

合的な学習の時間を中心に，教育活動全体を通じて計画的かつ組織的な指導に努める。 

交通安全教育・普及啓発活動については，参加・体験・実践型の教育方法を積極的に

取り入れ，行政，警察，学校，関係民間団体，地域社会及び家庭が，互いに連携をとりな 

がら地域ぐるみの活動として推進されるよう促す。 
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特に，交通安全教育・普及啓発活動にあたる，交通教育指導員や教職員の指導力の 

向上を図るとともに，地域における民間の指導者を育成することなどにより，地域の実情

に即した自主的な活動を促進する。 

 

 （１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

【担当：国，県，警察，生活安全部，文化振興部，保健福祉部，教育委員会】 

  

 ① 幼児に対する交通安全教育の推進 

      ア 心身の発達段階や地域の実情に応じて，基本的な交通ルールを遵守し，交通マ

ナーを実践する態度を習得させるとともに，日常生活において安全に道路を通行

するために必要な基本的な技能及び知識を習得させることを目標とする。 

      イ 幼稚園・保育所等においては，家庭及び関係団体等と連携・協力を図りながら，

日常の教育・保育活動のあらゆる場面をとらえて交通安全教育を計画的かつ継続

的に行う。これらを効果的に実施するため，腹話術や視聴覚教材等を利用したり親

子で実習したりするなど，分かりやすい指導に努めるとともに，資料の活用，教職員

の指導力の向上及び教材・教具の整備を推進する。 

      ウ 関係機関・団体は，教材，教具，情報の提供等により，幼稚園・保育所等におけ

る交通安全教育を支援するとともに，家庭において適切な指導ができるよう，保護

者を対象とした交通安全講習会等の実施に努める。 

②  義務教育における交通安全教育の推進 

      ア 児童については，心身の発達段階や地域の実情に応じて，歩行者及び自転車

の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに，道路及び交通の状況に応

じて，安全に道路を通行するために，道路交通における危険を予測し，これを回避

して安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とする。 

        中学生については，日常生活における交通安全に必要な事柄，特に，自転車で

安全に道路を通行するために，必要な技能と知識を十分に習得させるとともに，道

路を通行する場合は，思いやりをもって，自己の安全ばかりでなく，他の人々の安

全にも配慮できるようにすることを目標とする。 

      イ 小学校においては，家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら，学校

教育活動全体を通じて，歩行者としての心得，自転車の安全な利用，危険の予測と

回避，交通ルールの意味及び必要性等について重点的に交通安全教育を実施す

る。 

        中学校においては，家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら，学校

の教育活動全体を通じて，生徒が歩行者としての心得，自転車の安全な利用，自

動車等の特性，危険の予測と回避，標識等の意味，応急手当等について重点的に

交通安全教育を実施する。 

        小・中学校における交通安全教育を計画的に実施し，効果的なものとするため，

指導用参考資料等を活用するとともに，交通安全教育の在り方や実践に関する調

査研究，教員等を対象とした研修会等を実施する。 
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      ウ 関係機関・団体は，小・中学校における交通安全教育の支援を行うとともに，小・

中学生に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。また，保護者を対象とした

交通安全講習会等を開催する。 

③ 高校生に対する交通安全教育の推進 

       ア 高校生に対する交通安全教育は，日常生活における交通安全に必要な事柄，       

特に，二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために

必要な技能と知識を習得させるとともに，交通社会の一員として交通ルールを遵

守し,自他の生命を尊重するなど責任を持って行動することができるような健全な

社会人を育成することを目標とする。 

       イ 高等学校においては，家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら，学 

校教育活動全体を通じて，自転車の安全な利用，二輪車・自動車の特性，危険の 

予測と回避，運転者の責任，応急手当等について，さらに理解を深めるとともに，

普通免許取得前の教育としての性格を重視した，参加・体験・実践型の交通安全

教育を推進する。 

           交通安全教育を計画的に実施し，効果的なものとするため，交通安全教育の在

り方や実践に関する調査研究，教員等を対象とした研修会等を実施する。 

ウ  関係機関・団体は，高等学校における交通安全教育が円滑に実施できるよう指 

導者の派遣，情報の提供等の支援を行うとともに，高校生に対する補完的な交通

安全教育の推進を図る。       

④ 成人に対する交通安全教育の推進 

        成人に対する交通安全教育は，自動車等の安全運転の確保の観点から，免許取 

得時及び免許取得後の運転者の教育を中心として行うほか，社会人，大学生等に 

対する交通安全教育の充実に努める。 

ア 免許取得後の運転者教育 

          免許取得後の運転者教育は，公安委員会が行う各種講習，自動車教習所， 

民間の交通安全教育施設等が受講者の特性に応じて行う運転者教育及び事 

業所の安全運転管理の一環として安全運転管理者，運行管理者等が行う交通

安全教育を中心として行う。 

イ 事業所における安全管理の推進等 

自動車の使用者は，安全運転管理者，運行管理者等を法定講習，指導者向 

けの研修会等へ積極的に参加させ，事業所における自主的な安全運転管理の

活発化に努める。 

ウ 社会人を対象とした学級・講座等における交通安全教育の促進を図るなど，公民 

館等の社会教育施設における交通安全のための諸活動を促進するとともに，関 

係機関・団体，交通ボランティア等による活動を促進する。 

エ 大学生等に対しては，学生の二輪車・自動車の利用等の実態に応じ，関係機 

  関団体等と連携し，交通安全教育の充実に努める。 

⑤ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

         高齢者に対する交通安全教育は，加齢に伴う身体機能の変化が歩行者又は運 
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転者としての交通行動に及ぼす影響を理解させるとともに，道路及び交通の状況 

に                 応じて安全に道路を通行するために必要な実践的技能及び交通ルール等の知 

識習得させることをとを目標とする。 

ア 高齢者に対する交通安全教育を推進するため，高齢者に対する交通安全指導

担当者の養成，教材・教具等の開発等，指導体制の充実に努めるとともに，交通安

全指導員（シルバーリーダー）等を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を

積極的に推進する。 

イ 関係機関・団体と連携して，高齢者の交通安全教室等を開催するとともに，高齢

者に対する各種の催し等の多様な機会を活用した交通安全教育を実施する。特に

交通安全教育を受ける機会のなかった高齢者を中心に，家庭訪問による個別指導，

高齢者と日常的に接する機会を利用した助言等が地域ぐるみで行われるように努

める。 

この場合，反射材の活用等交通安全用品の普及にも努める。 

ウ 地域における高齢者の安全運転の普及を促進するため，シルバーリーダーを対

象とした安全運転教育の実施に努める。 

      エ 地域における高齢者の安全教育の普及のため，高齢者を中心に，子ども，親の３

世代が交通安全をテーマに交流する世代間交流の促進に努める。 

⑥ 障がい者に対する交通安全教育の推進 

障がい者に対しては，交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため，地 

域における福祉活動の場を利用するなどして，障がいの程度に応じ，きめ細かい 

交通安全教育を推進する。 

また，手話通訳者の配置，字幕入りビデオの活用等に努めるとともに，身近な場 

所における教育機会の提供，効果的な教材の開発等に努める。 

⑦ 外国人に対する交通安全教育の推進 

外国人に対し，我が国の交通ルールに関する知識の普及を目的として交通安全 

教育を推進するとともに，最近の国際化の進展を踏まえ，外国人向け教材の充実を

図り効果的な交通安全教育に努める。また，外国人を雇用する事業主等を通じ，外

国人の講習会等への参加を促進する。 

 

（２）効果的な交通安全教育の推進 
【担当：国，県，生活安全部，文化振興部，保健福祉部，教育委員会】 

 

    交通安全教育を行うに当たっては，受講者が，安全に道路を通行するために必要な技

能及び知識を習得し，かつ，その必要性を理解できるようにするため，参加・体験・実践

型の教育方法を積極的に活用する。 
     交通安全教育を行う機関・団体は，交通安全教育に関する情報を共有し，他の関係機
関・団体の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与，講師の派遣及び情報の



 

２２ 
 

提供等，相互の連携を図りながら交通安全教育を推進する。
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    また，受講者の年齢や道路交通への参加の態様に応じた交通安全教育指導者の養

成・確保，教材等の充実及び効果的な教育手法の開発・導入に努める。 
     さらに，交通安全教育の効果を確認し，必要に応じて教育の方法，利用する教材の見 
直しを行うなど，常に効果的な交通安全教育ができるよう努める。 

 

（３）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

【担当：国，県，警察，生活安全部】 

 

  ① 交通安全運動の推進 

      市民一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を図り，交通ルールの遵守と正し

い交通マナーの実践を習慣付けるとともに，市民自身による道路交通環境の改善に向

けた取組を推進するための市民運動として，運動を主唱する鈴鹿市交通安全都市推

進協議会の構成機関・団体が相互に連携して，交通安全運動を組織的・継続的に展

開する。 
     ア 交通安全運動の運動重点としては，高齢者や子どもの交通事故防止，飲酒運転 

の根絶，シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底，夜間，薄暮時にお 
ける交通事故防止，自転車の安全利用の推進等市内の交通情勢に即した事項を設 
定する。 
  また，原則として毎月１１日を「交通安全の日」とし，交通安全啓発活動を実施し，

安全意識の普及啓発に努める。 
イ 交通安全運動の実施に当たっては，事前に，運動の趣旨，実施期間，運動重点，
実施計画等について広く市民に周知することにより，市民参加型の交通安全運動の

充実・発展を図る。 

② 自転車の安全利用の推進 

        自転車が道路を通行する場合は，車両としてのルールを遵守するとともに交通マ

ナーを実践しなければならないことを理解させる。 

        自転車乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止するため，歩行者や他    

の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する普及啓発の強化を図る。

特に，自転車の歩道通行時におけるルールについての周知・徹底を図る。 

        自転車は，歩行者と衝突した場合には，加害者となる側面も有しており，交通に参

加する者としての十分な自覚・責任が求められることから，そうした意識の啓発を図る。 

        薄暮の時間帯から夜間にかけて，自転車の重大事故が多発する傾向にあることを    

踏まえ，自転車の灯火の点灯を徹底し，自転車の側面等への反射材の取付けを促    

進する。 

        自転車に同乗する幼児の安全を確保するため保護者に対して幼児の同乗が運転

操作に与える影響等を体感できる参加・体験・実践型の交通安全教育を実施するほ

か，幼児を同乗させる場合において安全性に優れた幼児二人同乗用自転車の啓発

に努める。 

        幼児・児童の自転車用ヘルメットについて，あらゆる機会を通じて保護者等に対し，
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      頭部保護の重要性とヘルメット着用による被害軽減効果についての理解促進に努 

め，着用の徹底を図る。 

③ すべての座席におけるシートベルトの正しい着用の推進 

        シートベルトの着用効果及び正しい着用方法について理解を求め，すべての座席 

におけるシートベルトの正しい着用の推進を図る。 

このため，関係機関・団体等との協力の下，あらゆる機会・媒体を通じて積極的に

普及啓発活動を展開する。 

        【シートベルト着用率】 

運転席 助手席 

本 市 ９２．１％ ９７．１％

三重県 ９５．５％ ９２．６％

全 国 ９７．３％ ９２．２％

＊ 本市のシートベルト着用状況については，鈴鹿市交通安全都市推進協議会が平成２２年中に国道，

県道，市道で延べ８回実施した平均着用率 

＊ 全国，三重県については警察庁と社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）が平成２２年１０月１日から１０

月１０日まで合同による全国調査を実施した。 

④ チャイルドシートの正しい使用の徹底 

       チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について，効果的な広報啓発・指

導に努め，正しい使用の徹底を図る。特に，比較的年齢の高い幼児の保護者に対し，

その取組を強化する。（平成２２年４月現在におけるチャイルドシート使用率は，６歳未

満５６．８％，５歳児３２．８％（警察庁と社団法人日本自動車連盟の合同調査による））。 
    ⑤ 反射材の普及促進 

        夜間における歩行者及び自転車利用者の事故防止に効果が期待できる反射材     

の普及を図るため，各種広報媒体を活用して積極的な広報啓発を推進するとともに，     

反射材の視認効果，使用方法等について理解を深めるため，参加・体験・実践型の     

交通安全教育の実施及び関係機関・団体と協力した反射材の展示会の開催等を推

進する。 

        反射材は，全年齢層を対象として普及を図ることとするが，歩行中の交通事故死

者数の中で占める割合が高い高齢者に対しては，特にその普及の促進を図る。また，

衣服や靴，鞄等の身の回り品への反射材の組み込みを推奨するとともに，適切な反

射性能を有する製品についての情報提供に努める。 

⑥ 飲酒運転根絶対策の推進 

               飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安全 

教育や広報啓発を引き続き推進するとともに安全運転管理者，酒類製造・販売業者， 

酒類提供飲食店等と連携してハンドルキーパー運動や運転代行業の普及啓発に努 

める。 

   ⑦ 走行中における携帯電話等の使用禁止等に関する啓発の推進 

        平成１６年１１月１日の道路交通法改正により，自動車，原動機付自転車で走行中 

携帯電話等を手に持って通話することは禁止されました。
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      また，三重県では平成２３年４月１日から，自転車で走行中携帯電話等を手に持っ 

て通話することも禁止されました。交通安全運動や各種講習会等あらゆる機会をとら 

えて，運転中の携帯電話等の使用の危険性について，周知徹底を図る。 

⑧ ゆとりと思いやりのある運転の推進 

初心運転者，高齢運転者，肢体不自由の障がいのある運転者，聴覚障がいのあ

る運転者等の規定の標識を表示している自動車に対し，幅寄せをしたり，必要な車

間距離が保てなくなるような進路変更をして事故に巻き込まないよう，警察署をはじ

め関係機関と連携して意識啓発活動に努める。 
 

【初心者マーク】 【高齢運転者マーク】 【身体障がい者マーク】 【聴覚障がい者マーク】 

 
 
 
 
 
 

 
   ⑨ 効果的な広報の実施 

        交通安全に関する広報については，広報すずか，ケーブルテレビ，新聞，インター

ネット等の広報媒体を活用して，交通事故等の実態を踏まえた広報，日常生活に密

着した内容の広報，交通事故被害者の声を取り入れた広報等，具体的で訴求力の高

い内容を重点的かつ集中的に実施するなど，実効の挙がる広報を推進する。 

ア 家庭，学校，職場，地域等と一体となった広範なキャンペーンや，官民が一体と

なった各種の広報媒体を通じての集中的なキャンペーン等を積極的に行うことに

より，高齢者の交通事故防止，シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の

徹底，飲酒運転を根絶し，違反駐車の排除等を図る。 

イ 交通安全に果たす家庭の役割は極めて大きいことから，家庭向け広報媒体の積

極的な活用，自治会等を通じた広報等により，家庭に浸透するきめ細かな広報の

充実に努め，子ども，高齢者等を交通事故から守るとともに，暴走運転，無謀運転，

飲酒運転等を追放する。 

ウ 民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため，市は，交通の安全に

関する資料，情報等の提供を積極的に行うとともに，報道機関の理解と協力を求

め，全市民的気運の盛り上がりを図る。 

 

                                                

（４）交通安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 

【担当： 国，県，警察，生活安全部】 

 

交通安全を目的とする民間団体については，交通安全指導者の養成等の事業及び
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諸行事に対する援助並びに交通安全に必要な資料の提供活動を充実するなど，その

主体的な活動を促進する。 

また，地域団体，自動車製造・販売団体，自動車利用者団体等については，それぞ

れの立場に応じた交通安全活動が地域の実情に即して効果的かつ積極的に行われる

よう，四季の交通安全運動等の機会を利用して働き掛けを行う。 

 

 

（５）住民の参加・協働の推進 

【担当：国，県，警察，生活安全部】 

 

       交通安全は，住民の安全意識により支えられることから，住民自らが交通安全に関

する意識改革を進めることが重要である。 

    このため，交通安全思想の普及に当たっては，行政，民間団体，企業等と住民が連

携を密にした上で，それぞれの地域における実情に即した身近な活動を推進し，住

民の参加・協働を積極的に進める。 

       このような観点から，安全で良好なコミュニティ形成を図るため，住民や道路利用者

が主体的に行う「ヒヤリ地図」を作成したり，交通安全総点検等住民が積極的に参加で

きるような仕組みをつくったりするほか，その活動において，当該地域に根ざした具体 

的な目標を設定するなどの交通安全対策を推進する。  

                       

３ 安全運転の確保 

【担当：国，県，警察，生活安全部】 

 

安全運転を確保するためには，運転者の能力や資質の向上を図ることが必要であり，

このため，運転者のみならず，これから運転免許を取得しようとする者までを含めた運転

者教育等の充実に努める。 
特に，今後大幅に増加することが予想される高齢運転者に対する教育等の充実を図る。 

     また，企業・事業所等が交通安全に果たすべき役割と責任を重視し，企業・事業所等
の自主的な安全運転管理対策の推進及び自動車運送事業者の安全対策の充実を図る

とともに，交通労働災害の防止等を図るための取組を進める。 

  

４ 道路交通秩序の維持 

年々増加している交通ルール無視による交通事故を防止するため，道路交通秩序の

維持を図る必要がある。 
     このため，交通事故実態等を的確に分析し，死亡事故等重大事故に直結する悪質性，
危険性，迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを推進し，悪質法令違反者を
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道路交通の場から早期に排除する。 
また，暴走族対策を強力に推進するため，関係機関・団体が連携し，地域ぐるみでの

暴走族追放気運の高揚に努め，暴走行為をさせない環境づくりを推進する。 

 

（１）交通の指導取締りの強化等 

【担当：警察】 

 

      児童，高齢者，障がい者等の保護の観点に立った交通取締りを推進し，事故多発路

線等における街頭指導活動を強化するとともに，飲酒運転のほか，無免許運転，著しい

速度超過，交差点関連違反（信号無視，一時不停止，歩行者妨害等），携帯電話の使

用等の交通事故に直結する悪質性，危険性の高い違反に重点を置いた取締りの強化

を図る。 
      また，自転車利用者による無灯火，二人乗り，信号無視，一時不停止，携帯電話の使

用及び歩道通行者に危険を及ぼす違反等に対して積極的に指導警告を行うとともに，

これに従わない悪質・危険な自転車利用者に対する検挙措置を推進する。  

 

 （２）暴走族対策の強化 
 【担当：国，県，警察，生活安全部，教育委員会】 

 

     暴走族による各種不法事案を未然に防止し，交通秩序を確保するとともに，青少年

の健全な育成に資するため，関係機関・団体と連携し，次の暴走族対策を強力に推進

する。 
① 暴走族追放気運の高揚 

暴走族追放の気運を高揚させるため，報道機関等に対する資料提供を積極的に 
   行い，暴走族の実態が的確に広報されるよう努めるなど，広報活動を積極的に行う。         
② 暴走行為阻止のための環境整備 

        暴走族及びこれに伴う群衆が集まる場所として利用されやすい施設の管理者に
協力を求め，暴走族等を集合させないための施設の管理改善等の環境づくりを推進

するとともに，地域における関係機関・団体が連携を強化し，暴走行為等ができない

道路交通環境づくりを積極的に行う。 

    ③ 暴走族に対する指導取締りの強化 

        暴走族取締りの体制及び装備資機材の充実を図るとともに，集団暴走行為，爆音

暴走行為その他悪質事犯に対しては，共同危険行為等の禁止違反を始めとする各

種法令を適用して検挙及び補導を徹底し，あわせて解散指導を積極的に行うなど，

暴走族に対する指導取締りの強化を図る。     

       



 

２４ 
 

５ 救助・救急活動の充実 

 【担当：国，県，消防】 

 

     交通事故による負傷者の早期救助・救急搬送を実現するため，救急・救助の出場体制

の整備及び救急・救助装備の充実，救急医療機関との緊密な連携等による救急医療機

関への収容時間の短縮を図る。 

    また，交通事故負傷者の救命率，けが等の症状悪化防止の向上を図るため，バイスタ

ンダー（現場に居合わせた人）による応急処置の普及・充実，車両内に閉じ込められた人

の早期救助と救急救命士による早期かつ適正な救急・救命処置の充実，地域メデカルコ

ントロール（医師による医療コントロール）の充実等の諸対策を推進する。 

６ 被害者支援の充実 

          【担当：国，県，警察，生活安全部】 

 

     交通事故被害者等は，交通事故により多大な肉体的，精神的及び経済的打撃を受け

たり，又は掛け替えのない生命を絶たれたりするなど，大きな不幸に見舞われており，この

ような交通事故被害者等を支援することは極めて重要であることから，犯罪被害者等基本

法等の下，交通事故被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進する。 

    また，交通事故被害者等は，精神的にも大きな打撃を受けている上，交通事故に係る

知識，情報が乏しいことが少なくないことから，関係機関と連携して交通事故に関する相

談を受けられる機会を充実させるとともに，交通事故の概要，捜査経過等の情報を提供し，

被害者支援を積極的に推進する。 

 

  ７ 調査研究の充実 

【担当：国，県，警察，生活安全部】 

 

      交通事故の実態を的確に把握し，効果的な交通安全対策の検討，立案等に資するため，

交通事故データの集計，分析を行うとともに，関係機関の有する各種データ，情報を最大

限活用し調査研究を推進する。 

     さらに，交通事故調査・分析に係る情報を市民に対して積極的に提供することにより，市

民の交通安全の意識の高揚を図る。 

 

第２章  踏切道における交通の安全 

【担当：国，県，警察，生活安全部，土木部，都市整備部】 
 

   踏切事故（鉄道の運転事故のうち，踏切障害及びこれに起因する列車事故をいう。）は， 
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全国的に見ると長期的には減少傾向にあるが，三重県内における踏切事故の件数，死傷 

者数，死者数についてみると，ほぼ横ばい傾向で推移している。 

    しかし，依然，踏切事故は鉄道の運転事故の約５割を占めている状況にあり，また，改 

良すべき踏切道がなお残されている現状にある。 

こうした状況を踏まえた上で，踏切道における交通の安全と円滑化を図るため，市民の理 

解と協力の下，鉄道事業者等関係団体との連携を図り，諸施策を推進する。 

 

Ⅰ今後の踏切道における交通安全対策を考える視点 

   踏切事故は，一たび発生すると多数の死傷者を生ずるなど重大な結果をもたらすもので

あること，構造改良，歩行者等立体横断施設の整備，踏切保安設備の整備，交通規制，統

廃合等の対策を実施すべき踏切道がなお残されている現状にあること，これらの対策が，同

時に渋滞の軽減による交通の円滑化や環境保全にも寄与することを踏まえ，それぞれの踏

切の状況等を勘案しつつ，より効果的な対策を総合的かつ重点的に推進することとする。 

 

Ⅱ 講じようとする施策 

１ 踏切道構造の改良促進 

      道路と鉄道の交差箇所である踏切道の安全対策として，遮断時間が長い踏切，道路

交通量の多い踏切等それぞれの状況を勘案し，構造の改良を推進する。 

 

２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

踏切道の利用状況，踏切道の幅員，交通規制の実施状況等を勘案し，踏切遮断機の

整備等踏切保安施設の整備を促進する。 

     また，道路の交通量，踏切道の幅員，踏切保安設備の整備状況，迂回路の状況等を

勘案し，必要に応じ，自動車通行止め，大型自動車通行止め，一方通行等の交通規制

を実施するとともに，あわせて道路標識等の大型化による視認性の向上を図る。 

 

３ 踏切道の統廃合の促進 

構造改良等の事業の実施にあわせて，近接踏切道のうち，その利用状況，迂回路の

状況等を勘案して，地域住民の通行に支障を及ぼさないと認められるものについて，統

廃合を促進する。 

 

 ４ その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

      踏切事故は，直前横断，落輪等に起因するものが多いことから，運転者や歩行者等
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踏切横断者に対し，交通安全意識の向上及び踏切支障時における非常ボタンの操作

等の緊急措置の周知徹底を図るための広報活動を推進する。 

      さらに，踏切道における交通安全の円滑化を図るため，車両等の踏切通行時の違反 

行為に対する指導取締りを実施する。 


