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まえがき 
 

 交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和 45年６月、交通安全対策基本

法（昭和 45年法律第 110号）が制定されました。これに基づき、昭和 46年度以降、９次

にわたる交通安全計画を作成し、国、地方公共団体、関係民間団体等が一体となって各般

にわたる交通安全対策を強力に実施してきました。 

 近年の状況を見ると、道路交通事故（人身事故）件数は平成 16年をピークに減少してお

り、道路交通事故による死者数も減少傾向にあるものの、いまだに多くの県民が交通事故

により死傷しています。また、大量・高速輸送システムの進展のなかで、ひとたび交通事

故が発生した場合には重大な事故となるおそれが常にあります。 

 交通事故の防止は、国、県、市町、関係機関・団体だけでなく、県民一人ひとりが全力

をあ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めざして、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していくことが重要です。 

 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 25条第１項の規定に

基づき、平成 28年度から平成 32年度までの５年間に講ずべき陸上交通の安全に関する施

策の大綱を定めたものです。 

 この交通安全計画に基づき、県をはじめとする関係機関・団体においては、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、これを強力に実施して

いくこととします。 
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計画の作成にあたって 
 

１．第９次三重県交通安全計画を振り返って（成果と課題） 

  平成 23 年度から平成 27 年度までの第９次三重県交通安全計画の期間においては、

初年度に交通事故死者数が初めて 100 人を切り 95 人、翌年も 95 人、次は 94 人と統

計の残る昭和 29年以来過去最少を更新してきました。 

  ところが、平成 26 年については、交通事故死者数が４年ぶりに 100 人を超え 112

人と、人口 10万人当たりで比較すると全国ワースト３位となりました。平成 27年の

死者数は過去最少の 87 人に減少したものの、65 歳以上の高齢者の死者数が全体の

59.8％と過去最高の構成率となりました。 

長期的にみれば、減少傾向は変わらず、死傷者数も減少し続けています。 
 

【交通事故発生状況表】   

区  分 
第９次交通安全計画 

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 

人身事故件数（件） 10,420 10,155 9,804 8,100 7,169 

  

  

  

  

  

  

  

うち死亡事故（件） 89 93 90 109 86 

 

死者数（人） 95 95 94 112 87 

  
うち高齢者（人） 53 48 49 57 52 

（構成率） ％ 55.8% 50.5% 52.1% 50.9% 59.8% 

負傷者数（人） 13,813 13,287 12,885 10,717 9,517 

死傷者数 （人） 13,908 13,382 12,979 10,829 9,604 
うち飲酒運転による 

人身事故件数（件） 66 73 63 55 44 

 死者数（人） 6 4 3 9 1 

人口１０万人当たり 
死者数ワースト順位 

16 10 14 3 14 

 

このような中、第９次交通安全計画期間においても、交通弱者の交通事故防止対策

として、地域で交通安全活動を行う交通安全シルバーリーダーの育成を通じ、高齢者

等の事故防止を重点に取組を進めてきたところですが、安全なまちづくりのためには、

高齢者や交通弱者について、より一層の交通安全対策を講じる必要があります。 

  また、厳罰化にもかかわらず悪質な飲酒運転は後をたたず、平成 25 年６月には、

議員提案により飲酒運転の根絶に関する条例として全国７番目となる「三重県飲酒運

転０
ゼロ

をめざす条例」（平成 25 年条例第 70 号）を制定し、規範意識の定着や再発防止

のためのアルコール依存症に関する受診義務の取組を推進しています。こうした取組

により、平成 27年は飲酒運転による人身事故件数は 44件、死者数は１人と減少して
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いますが、一方で飲酒運転違反者は増加傾向にあるため、引き続き効果的な対策を講

じていく必要があります。 

 

２．今後の方向性 

～交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）をめざす安全なまちづくり～ 

  第 10次三重県交通安全計画初年度である平成 28年５月開催の「伊勢志摩サミット」

を契機として、三重の知名度があがり、国内外から多くの方々が訪れ、人や物の流れ

の変化や交通量の増加も予想されています。 

また、サミット開催後も、「全国菓子大博覧会」、「全国高校総体」、「三重とこわか

国体」の開催など、今後も多くのお客様を三重にお迎えすることから、交通事故防止

をはじめ、各種犯罪や不法事案等の防止等に総合的に対応するための「犯罪から県民

を守るアクションプログラム（仮称）」を策定し、横断的に取組を推進していくこと

としています。 

  さらに、第 10 次三重県交通安全計画と同時に策定した「みえ県民力ビジョン・第

二次行動計画」（計画期間は平成 28 年度から平成 31 年度まで）の施策のひとつに、

「交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）をめざす安全なまちづくり」を掲げ、県民一人

ひとりが、関係機関・団体と連携して、「地域で支え合い、地域の安全は地域で確保

する」という意識を持って行動し、県民との協創による交通安全対策を推進すること

により、安全で安心して暮らせる交通事故等のない三重をめざしていきます。 

  今後の方向性は計画の基本理念のとおりですが、中でも次の点に注力して交通安全

対策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特に注力すべき交通安全対策】 

◎ 子どもと高齢者の交通事故防止 

◎ 交通弱者（歩行者・自転車）の交通事故防止 

◎ 飲酒運転の根絶 

◎ シートベルト・チャイルドシートの着用徹底 
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計 画 の 基 本 理 念 

【交通事故のない社会をめざして】 

本格的な人口減少と超高齢社会が到来しています。また、交通手段の選択において

も、地球環境問題への配慮が求められてきています。このような大きな時代変化を乗

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、県民

全ての願いである安全で安心して暮らせる社会を実現することが極めて重要です。 

交通事故により、毎年多くの方が被害に遭われていることを考えると、公共交通機

関を始め、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

素です。 

これまでも、その重要性が認識され、様々な対策がとられてきたところですが、依

然として交通事故（人身事故）件数が高い水準で推移していることからすると、更な

る対策の実施が必要です。 

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

考慮して、究極的には交通事故のない社会をめざさなければなりません。言うまでも

なく、交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではありませんが、交通事故

被害者の存在に思いを致し、交通事故を起こさないという誓いの下、悲惨な交通事故

の根絶に向けて、今再び、新たな一歩を踏み出す必要があります。 

 

【人優先の交通安全思想】 

文明化された社会においては、弱い立場にある者への配慮や思いやりが存在しなけ

ればなりません。道路交通については、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等の、 

また、全ての交通について、高齢者、障がい者、子ども等の交通弱者の安全を一層確

保することが必要となります。交通事故がない社会は、交通弱者が社会的に自立でき

る社会でもあります。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

策を推進していきます。 

 

【先端技術の積極的活用】 

  これまで様々な交通安全対策がとられ、交通事故は一定の減少を見たところです。 

今後、全ての交通分野において、更なる交通事故の抑止を図り、交通事故のない社会

を実現するためには、あらゆる知見を動員して、交通安全の確保に資する先端技術や

情報の普及活用を促進するとともに、新たな技術の研究開発にも積極的に取り組んで

いく必要があります。 
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１．交通社会を構成する三要素 

本計画においては、このような観点から、①道路交通、②鉄道交通、③踏切道におけ

る交通のそれぞれの交通ごとに、計画期間内に達成すべき数値目標を設定するとともに、

その実現を図るために講じるべき施策を明らかにしていきます。 

具体的には、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」という三つの要素について、それら相互の関連を考慮しながら、交通事

故の科学的な調査・分析や、政策評価を充実させ、可能な限り成果目標を設定した施策

を策定し、かつ、これを県民の理解と協力の下、強力に推進します。 

 

 (1) 人に係る安全対策 

交通機関の安全な運転を確保するため、運転する人の知識・技能の向上、交通安全

意識の徹底、資格制度の強化、指導取締りの強化、運転の管理の改善、労働条件の適

正化等を図り、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、指導の強化等を図るものとします。また、交通社会に参加する県民一人ひ

とりが、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よう

になる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、普及啓発活動を充

実させます。この場合、交通事故被害者等（交通事故の被害者及びその家族又は遺族。

以下同じ。）の声を直接県民が聞く機会を増やすことも安全意識の高揚のためには有効

です。さらに、県民自らの意識改革のためには、住民が身近な地域や団体において、

地域の課題を認識し自ら具体的な目標や方針を設定したり、交通安全に関する各種活

動に直接関わったりしていくなど、安全で安心な交通社会の形成に積極的に関与して

いくような仕組みづくりが必要であり、県や市町においても、それぞれの実情に応じ

て、このような仕組みを工夫する必要があります。 

 

 (2) 交通機関に係る安全対策 

人はエラーを犯すものとの前提の下で、それらのエラーが事故に結び付かないよう

に、新技術の活用など、各交通機関の社会的機能や特性を考慮しつつ、高い安全水準

を常に維持させるための措置を講じ、さらに、必要な検査等を実施し得る体制を充実

させます。  

  

(3) 交通環境に係る安全対策 

機能分担された道路網の整備、交通安全施設等の整備、交通管制システムの充実、

効果的な交通規制の推進、交通に関する情報の提供の充実、施設の老朽化対策等を図

ります。また、交通環境の整備に当たっては、人優先の考えの下、人自身の移動空間

と自動車や鉄道等の交通機関との分離を図るなどにより、混合交通に起因する接触の

危険を排除する施策を充実させるものとし、特に、道路交通においては、通学路、生
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活道路、市街地の幹線道路等において、歩道の整備を積極的に実施するなど、人優先

の交通安全対策の更なる推進を図ることが重要です。 

なお、これらの施策を推進する際には、超高齢社会の到来や国際化等の社会情勢の

変化を踏まえるとともに、地震や津波等に対する防災の観点にも適切な配慮を行うも

のとします。 

 

２．情報通信技術（ＩＣＴ）の活用 

これら三要素を結び付けるものとして、また、三要素それぞれの施策効果を高めるも

のとして、情報の役割が重要です。情報社会が急速に進展する中で、安全で安心な交通

社会を構築していくためには情報を活用することが重要であり、特に、情報通信技術（Ｉ

ＣＴ※）の活用は人の認知や判断等の能力や活動を補い、また、人の不注意によるミス

を打ち消し、さらには、それによる被害を最小限にとどめるなど、交通安全に大きく貢

献することが期待できます。このようなことから、高度道路交通システム（ＩＴＳ※）

の取組を積極的に進めます。また、有効かつ適切な交通安全対策を講ずるため、その基

礎として、交通事故原因の総合的な調査・分析の充実・強化、必要な研究の推進を図り

ます。 

 

３．救助・救急活動及び被害者支援の充実 

交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り、また、被害を最小限に抑えるため、

迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療の充実等を図ることが重要です。また、犯

罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）の制定を踏まえ、交通安全の分野におい

ても一層の被害者支援の充実を図ります。 

 

４．参加・協働型の交通安全活動の推進 

交通事故防止のためには、県、市町、関係機関・団体等が緊密な連携の下に、それぞ

れが責任を担いつつ、施策を推進するとともに、県民の主体的な交通安全活動を積極的

に促進することが重要であることから、県等の行う交通の安全に関する施策に計画段階

から県民が参加できる仕組みづくり、県民が主体的に行う交通安全総点検、地域におけ

るその特性に応じた取組等により、参加・協働型の交通安全活動を推進します。 

 

５．効果的・効率的な対策の実施 

現在、県及び市町では厳しい財政事情にありますが、悲惨な交通事故の根絶に向けて、

交通安全対策については、こうした財政事情を踏まえつつも、交通安全を確保すること

ができるよう取組を進めることが必要です。そのため、地域の交通実態に応じて、少な

                                                
※ ICT : Information and Communications Technology 
※ ITS：Intelligent Transport Systems  
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い予算で最大限の効果を上げることができるような対策に集中して取り組むとともに、

ライフサイクルコストを見通した信号機等の整備を図るなど効率的な予算執行に配慮

します。 

また、交通の安全に関する施策は多方面にわたっており、これらは相互に密接な関連

を有するので、有機的に連携させ、総合的かつ効果的に実施することが非常に重要です。

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、その効果等を考慮して、適切な施策を選択し、

これを重点的かつ効果的に実施します。  

さらに、交通の安全は、交通需要や交通の円滑性・快適性と密接な関連を有すること

から、自動車交通量の拡大の抑制等によりこれらの視点にも十分配慮するとともに、沿

道の土地利用や道路利用の在り方も視野に入れた取組を行うほか、 地震や津波等に対

する防災の視点にも適切な配慮を行います。 

 

６．公共交通における一層の安全の確保 

県民の日常生活を支え、ひとたび交通事故等が発生した場合には大きな被害となる公

共交通の一層の安全を確保するため、保安監査の充実・強化を図るとともに、事業者が

一丸となった安全管理体制を構築・改善します。 

さらに、事業者は、多くの利用者を安全に目的地に運ぶ重要な機能を担っていること

に鑑み、運転者等の健康管理を含む安全対策に一層取り組む必要があります。 

また、2016 年の「伊勢志摩サミット」開催後も「全国菓子大博覧会」「三重とこわか

国体」等が開催されることを踏まえ、公共交通機関等へのテロや犯罪等の危害行為によ

り交通の安全が脅かされることのないよう、政府のテロ対策等とあいまって公共交通機

関等の安全を確保していきます。 
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陸上交通の安全 

第１章 道路交通の安全 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．道路交通の安全についての目標 

 

①  交通事故死者数を、平成 32年までに 55人以下にします。 

   （24時間死者数） 

 

②  交通事故死傷者数を、平成32年までに7,300人以下にします。 

１．道路交通事故のない社会をめざして 

○ 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めざします。 

○ 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

り組みます。 

 

３．道路交通の安全についての対策 

 ＜視点＞ 

    １ 交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき対象 

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  生活道路における安全確保 

２ 交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項 

①  先端技術の活用推進 

②  交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

③  地域ぐるみの交通安全対策の推進 

 

 
＜講じようとする施策＞ 

① 道路交通環境の整備    ⑤ 道路交通秩序の維持 

② 交通安全思想の普及徹底  ⑥ 救助・救急活動の充実 

③ 安全運転の確保      ⑦ 被害者支援の充実と推進  

④ 車両の安全性の確保    ⑧ 調査研究の充実 

④ 車両の安全性の確保     

⑦ 被害者支援の充実と推進  ⑧ 研究開発及び調査研究の充実 

 



 

  - 8 - 
 

 

第１節 道路交通事故のない社会をめざして 

 

～道路交通事故のない社会の実現に向けた国の考え方は、次のとおりです～  

 

１．道路交通事故のない社会をめざして 

 我々は、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めざすべ

きです。 

一方で、近年、高齢者人口の増加等に伴い、交通事故死者数の減少幅が縮小して

きた中、平成 27 年中の交通事故死者数は 15 年ぶりの増加となりました。また、安

全不確認、脇見運転といった安全運転義務違反に起因する死亡事故が依然として多

く、相対的にその割合は高くなっています。 

このような状況において、今後、本計画で定める道路交通安全について目標を達

成し、世界一安全な道路交通を実現していくためには、これまでの対策を深化させ、

様々なきめ細かな対策を着実に推進していくことが必要ですが、交通事故のない社

会への更なる飛躍をめざしていくためにも、今後は、日々進歩する交通安全の確保

に資する先端技術や情報の活用を一層促進していくことが重要です。 

また、ワークライフバランスを含む生活面や環境面などあらゆる観点を踏まえた

総合的な交通安全対策を推進することにより、交通事故が起きにくい環境をつくっ

ていくことも重要です。 

交通安全対策の推進に当たっては、道路上における危険性は，道路以外における

危険性の約 2.2 倍と高いこと（参考１）や、道路交通事故による経済的損失が少な

くとも年間６兆 3,340 億円（国内総生産の約 1.3％）に達していること（参考２）

をも念頭に置きつつ、交通社会に参加する全ての国民が交通安全に留意するととも

に、より一層交通安全対策を充実していくことが必要です。 

 

２．歩行者の安全確保 

特に、我が国では、欧米諸国と比較して，交通事故死者数に占める歩行者の割合

が高くなっており、人優先の交通安全思想の下、歩道の整備等により歩行者の安全

確保を図ることが重要です。 

 

３．地域の実情を踏まえた施策の推進 

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すが、都道府県、市区

町村等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す。特に、生活道路における交通安全対策に

ついては、総合的なまちづくりの中で実現していくことが有効ですが、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、住民に一番身近な市



 

  - 9 - 
 

 

町村や警察署の役割が極めて大きいと考えています。   

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す。 

 

４．役割分担と連携強化 

行政のほか、学校、家庭、職場、団体、企業等それぞれが責任を持ちつつ役割分

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積極的に参加し、協働していく

ことが有効です。 

 

５．交通事故被害者等の参加・協働 

交通事故被害者等は、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す。 

 

参考１ 道路上における死に至る危険性 

厚生労働省の「人口動態統計」によれば、平成 25 年中の「不慮の事故」（転倒・転

落、不慮の溺死、不慮の窒息、火災、交通事故等）による死亡数は 3万 9,574人です。 

このうち、道路交通事故による死亡数（事故発生後１年を超えて死亡した者及び後

遺症により死亡した者の数を除く。）は 6,060人です。 

一方、平成 26年の内閣府調査によると、１日のうちの道路上にいる平均時間が１時

間 48分であり、これらにより、道路上にいる時間とその他の時間（自宅や職場等にい

る時間）の単位時間当たりの死者数を比較すると、次のようになります。 

前回計画時の数値に比べ、道路上の危険は相対的に低下しているものの、その危険

性は相変わらず高いものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  - 10 - 
 

 

 

参考２ 道路交通事故による経済的損失 

内閣府の「交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研究」（平成 24年３月）

によると、道路交通事故による経済的損失は、６兆 3,340億円と算定されました。 

これは、１年間の交通事故によって生じる損失のうち、金銭的損失である医療費、

慰謝料、逸失利益等の人的損失、車両・構築物の修理費等の物的損失、交通事故に係

る救急搬送費用、警察の事故処理費用、裁判費用、保険運営費用、渋滞の損失等に加

え、交通事故による痛み、苦しみ、生活の喜びを享受できなくなることなどの非金銭

的損失を交通事故による損失と捉え、このうち死傷損失について算定したものです。 

 

＜交通事故による経済的損失＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本調査研究は平成 21 年度時点のデータに基づき算定。なお、「死亡損失」の算

定においては、厚生統計における平成 21年の交通事故による死者数(7,086人)を

使用し、「負傷損失」の算定においては、平成 21 年の保険・共済関連統計から推

計した負傷者数を使用しました。 

 

 損失額（十億円） 

金銭的損失 

 人的損失 1,359 

物的損失 1,711 

事業主体の損失 81 

各種公的機関等の損失 828 

非金銭的損失 

 死傷損失 2,355 

合計 6,334 
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第２節 道路交通の安全についての目標 

 

Ⅰ 道路交通事故の状況と今後の見通し 

 

１ 道路交通事故の状況 

   本県の交通事故による死者数は、昭和 46 年に 352 人を数えましたが、昭和 47 年

以降着実に減少に向かい、昭和 56年には 158人と半減しました。その後増加に転じ、

平成２年には 283人に達しましたが、再び減少傾向に転じ、平成 15年には 174人と

なり、７年ぶりに 200人を下回りました。以後 200人以下で推移し、平成 25年には

94人と昭和 29年から統計を取り始めて以来最少となりました。 

   第９次交通安全計画において、「平成 27 年までに交通事故死者数を 75 人以下と

すること。」とし、各般の交通安全対策を鋭意推進した結果、死者数は、平成 23 年

から３年連続 90 人台で推移しましたが、平成 26 年は 112 人と増加に転じました。

最終年である平成 27 年には、死者数が 87 人と過去最少まで減少しましたが、目標

達成には至りませんでした。一方死傷者数は、11,800人以下の目標値を達成しまし

た。 
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【参考】これまでの交通安全計画の目標値と実数値 

第１次交通安全計画（昭和 46年度～50年度） 

目標：人身事故の半減 

第２次交通安全計画（昭和 51年度～55年度） 

目標：死亡事故の抑制については、昭和 45年のピーク時の半減をめざすものです。 

第３次交通安全計画（昭和 56年度～60年度） 

目標値：死者数 124人以下 実数値：昭和 60年 210人 

第４次交通安全計画（昭和 61年度～平成２年度） 

目標値：死者数 昭和 46年（ピーク時）の２分の１（176人）以下 

実数値：平成２年 283人 

第５次交通安全計画（平成３年度～７年度） 

目標値：死者数 180人以下 実数値：平成７年 248人 

第６次交通安全計画（平成８年度～12年度） 

目標値：死者数 200人以下  実数値：平成 12年 213人 

第７次交通安全計画（平成 13年度～17年度） 

目標値：死者数 180人以下 実数値：平成 17年 163人 

第８次交通安全計画（平成 18年度～22年度） 

 目標値：死者数 130人以下 実数値：平成 22年 135人 

     死傷者数 15,500人以下 実数値：平成 22年 15,013人 

第９次交通安全計画（平成 23年度～27年度） 

 目標値：死者数 75人以下  実数値：平成 27年 87人 

     死傷者数 11,800人以下  実数値：平成 27年 9,604人 

 

 最近の交通死亡事故の発生状況をみると、その特徴は次のとおりです。 

①  65歳以上の高齢者の死者数が高水準で推移しており、全死者数の５割以上を占 

めています。また、高齢者の自動車運転中の死者数が増加傾向にあります。 

②  交通弱者（歩行中、自転車乗用中）の死者数が全死者数の約４割を占めていま 

  す。 

③  自動車乗車中の死者数のうち５割以上はシートベルト非着用です。 

 

これは、 

・ 社会の高齢化の進展により、死亡事故の当事者となる比率の高い高齢者人口及 

び高齢運転免許保有者数が増加していること 

・ シートベルト着用が徹底していないこと 

などによるものが背景として考えられます。 
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２ 道路交通をとりまく状況の展望 

  本県の道路交通をとりまく今後の状況を展望すると、運転免許保有者数は、今後

一定期間は増加することが見込まれます。このような中、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、特に、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ます。 

 

Ⅱ 交通安全計画における目標 

 

【数値目標】 交通事故死者数（24時間死者数）５５人以下 

             交通事故死傷者数７,３００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、県民を交通事故の脅威から守

ることが究極の目標でありますが、国においては平成 32 年までに年間の死者数を

2,500人以下に、死傷者数を 50万人以下にすることをめざしています。本県におい

ても、過去の実績等を考慮した上、国よりも減少率が大きい目標を掲げ、平成 32年

までに 55人以下とすることをめざします。 

本計画における最優先の目標は死者数の減少でありますが、今後はさらに、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 32年までに年間

の死傷者数を 7,300人以下とすることをめざします。 

  そのため、県民の理解と協力の下、第３節に掲げる諸施策を総合的かつ強力に推

進します。 
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 第３節 道路交通の安全についての対策 

 

Ⅰ 今後の道路交通安全対策を考える視点 

近年、道路交通事故の発生件数並びに道路交通事故による死者数及び死傷者数が

減少傾向にあることから、これまでの交通安全計画に基づき実施されてきた対策に

は一定の効果があったものと考えられます。 

一方で、高齢者の人口の増加等により、交通事故死者数の減少幅は縮小傾向にあ

ります。また、近年、安全不確認、脇見運転、動静不注視等の安全運転義務違反に

起因する死亡事故が依然として多く、相対的にその割合は高くなっています。また、

スマートフォン等の普及に伴い歩行中や自転車乗車中の操作による危険性も指摘さ

れています。 

このため、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

等に対応し、また、実際に発生した交通事故に関する情報の収集、分析を充実し、

より効果的な対策への改善を図るとともに、有効性が見込まれる新たな対策を推進

します。 

対策の実施に当たっては、可能な限り、対策ごとの目標を設定するとともに、そ

の実施後において効果評価を行い、必要に応じて改善していくことも必要です。 

このような観点から、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車両の安全性の確保、⑤道路交通秩序の維持、⑥救助・救急活動

の充実、⑦被害者支援の充実と推進、⑧調査研究の充実といった８つの施策により、

交通安全対策を実施します。 

その際、次の１及び２のように対策に係る視点を明確にした上で対策を講ずるべ

きです。 

 

１ 交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき対象 

(1) 高齢者及び子どもの安全確保 

高齢者の交通事故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す。 

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

を推進し、また、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

を構築します。特に、前者の場合には、歩道の整備や生活道路対策のほか、高齢

者が日常的に利用する機会の多い医療機関や福祉施設等と連携して実施していく

ことや、高齢者の事故が居住地の近くで発生することが多いことから、地域にお

ける見守り活動などを通じ、生活に密着した交通安全活動を充実させることが重
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要です。 

後者については、引き続き、高齢運転者の増加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喫緊の課題です。 

また、加齢による身体機能の変化にかかわりなく、高齢者が交通社会に参加す

ることを可能にするため、年齢等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都

市や生活環境を設計するとの考え方に基づき、バリアフリー化された道路交通環

境の形成を図ることも重要です。 

さらに、社会の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

です。安心して子どもを産み、育てることができる社会を実現するためには、防

犯の観点はもちろんのこと、子どもを交通事故から守る観点からの交通安全対策

が一層求められます。 

このため、子どもの安全を確保する観点から、通学路等において歩道等の歩行

空間の整備を積極的に推進する必要があります。 

 

(2) 歩行者及び自転車の安全確保 

本県では、全体の交通事故死者数に占める歩行者の割合が３割を超えています。 

特に、高齢者では４割近くを占めています。 

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ます。 

このような情勢等を踏まえ、人優先の考えの下、通学路、生活道路、市街地の

幹線道路等において歩道の整備等による歩行空間の確保を一層積極的に進めるな

ど、歩行者の安全確保を図る対策を推進していく必要があります。 

   また、自転車については、自動車に衝突された場合には被害を受ける反面、歩

行者に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り

ます。 

   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り、特に、都市部において自転車の走行区間

の確保を進めるに当たっては、自転車交通の在り方や多様な交通手段間の分担の

在り方を含め、まちづくり等の観点にも配慮する必要があります。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

る必要があります。 

   さらに、都市部の駅前や繁華街の歩道上など交通安全の支障となる放置自転車

が問題となっている場合には、自転車駐車場の整備等放置自転車対策を進める必
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要があります。 

   加えて、横断歩道においては、歩行者が優先であることを含め、自動車等の運

転者における歩行者と自転車に対する保護意識の高揚を図る必要があります。 

 

(3) 生活道路における安全確保 

地域住民の日常生活に利用される生活道路において、交通の安全を確保するこ

とは重要な課題です。しかし、車道幅員別の死亡事故件数についてみると、死亡

事故件数全体のうち、車道幅員 5.5 メートル未満の道路で死亡事故が発生する割

合は、やや増加の傾向を示しています。また、車道幅員 5.5 メートル以上の道路

については一貫して死亡事故件数が減少しているのに対し、車道幅員 5.5 メート

ル未満の道路については増減しながら変動しており、安定した減少傾向とはなっ

ていません。このような状況を踏まえると、生活道路における安全の一層の確保

が重要です。 

このため、地域における道路交通事情等を十分に踏まえ、各地域に応じた生活

道路を対象とし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、安全な走行方法の普及等の対策を講じるとともに、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

確保するための対策を総合的なまちづくりの中で一層推進する必要があります。

また、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ります。 

 

 

２ 交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項  

 

(1) 先端技術の活用推進 

   運転者の不注意による交通事故や、高齢運転者の身体機能等の低下に伴う交通

事故への対策として、運転者の危険認知の遅れや運転操作の誤りによる事故を未

然に防止するための安全運転を支援するシステムや、交通事故が発生した場合に

いち早く救助・救急を行えるシステムなど、技術発展を踏まえたシステムを導入

推進する必要があります。 

   また、今後も科学技術の進展があり得る中で、その導入過程における安全確保

も図りつつ、新たな技術を有効に活用しながら取組を推進する必要があります。 

 

 (2) 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

 これまで、総合的な交通安全対策の実施により交通事故を大幅に減少させるこ

とができたところでありますが、安全運転義務違反に起因する死亡事故は、依然
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として多く、近年、相対的にその割合は高くなっています。このため、これまで

の対策では抑止が困難である交通事故について、発生地域、場所、形態等を詳細

な情報に基づき分析し、よりきめ細かな対策を効果的かつ効率的に実施していく

ことにより、当該交通事故の減少を図っていく必要があります。 

また、第 10次計画期間中にも様々な交通情勢の変化があり得る中で、その時々

の状況を的確に踏まえた取組を行う必要があります。 

 

 (3) 地域ぐるみの交通安全対策の推進 

   交通事故の発生場所や発生形態など事故特性に応じた対策を実施していくため

にも、インターネット等を通じた交通事故情報の提供に努めるなど、これまで以

上に地域住民に交通安全対策に関心を持ってもらい、当該地域における安全安心

な交通社会の形成に、自らの問題として積極的に参加してもらうなど、県民主体

の意識を醸成する必要があります。 

また、安全な交通環境の実現のためには、交通社会の主体となる運転者、歩行

者等の意識や行動を周囲・側面からサポートしていく社会システムを、県、市町

それぞれの地域における交通情勢を踏まえ、行政、関係団体、住民等の協働によ

り形成する必要があります。 
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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、これまでも警察や道路管理者等の関係機関が連携

し、幹線道路と生活道路の両面で対策を推進してきたところであり、いずれの道路に

おいても一定の事故抑止効果が確認されています。 

しかし、我が国の歩行中・自転車乗用中の死者数の割合は主な欧米諸国と比較して

約２～３倍となっているなど、歩行者や自転車が多く通行する生活道路における安全対策

をより一層推進する必要があります。このため、今後の道路交通環境の整備に当たっては、

自動車交通を担う幹線道路等と歩行者中心の「暮らしのみち」（生活道路）の機能分化を

進め、暮らしのみちの安全の推進に取り組むこととします。 

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

保された人優先の道路交通環境整備の強化を図っていくものとします。 

そのほか、道路交通の円滑化を図り、交通安全を推進するため、①道路利用の仕方

に工夫を求め、輸送効率の向上や交通量の時間的・空間的平準化を図る交通需要マネ

ジメント（ＴＤＭ※）施策を総合的に推進するとともに、②最先端のＩＣＴ等を用いて、

人と道路と車とを一体のシステムとして構築し、安全性、輸送効率及び快適性の向上

を実現するとともに、③渋滞の軽減等の交通の円滑化を通じて環境保全に寄与するこ

とを目的とした高度道路交通システム（ＩＴＳ）の整備・活用等を推進します。 

 

（１）生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

これまで一定の成果を上げてきた交通安全対策は、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、ま

た、生活道路への通過交通の流入等の問題も依然として深刻です。 

このため、地域の協力を得ながら、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等にお

いて歩道を積極的に整備するなど、「人」の視点に立った交通安全対策を推進してい

く必要があり、特に交通の安全を確保する必要がある道路において、歩道等の交通安

全施設等の整備、効果的な交通規制の推進等きめ細かな事故防止対策を実施すること

により車両の速度の抑制や、自動車、自転車、歩行者等の異種交通が分離された安全

な道路交通環境を形成します。 

ア 生活道路における交通安全対策の推進 

科学的データや、地域の顕在化したニーズ等に基づき抽出した交通事故の多いエリ  

アにおいて、国、県、市町、地域住民等が連携し、徹底した通過交通の排除や車両速

度の抑制等のゾーン対策に取り組み、子どもや高齢者等が安心して通行できる道路空

間の確保を図ります。 

                                                
※ TDM：Transportation Demand Management 



 

  - 19 - 

県公安委員会においては、交通規制、交通管制及び交通指導取締りの融合に配意

した施策を推進します。生活道路については、歩行者・自転車利用者の安全な通行を

確保するため、最高速度 30 キロメートル毎時の区域規制等を前提とした「ゾーン

30」を整備するなどの低速度規制を実施するほか、高輝度標識等の見やすく分かりや

すい道路標識・道路標示の整備や信号灯器のＬＥＤ化、路側帯の設置・拡幅、ゾーン

規制の活用等の安全対策や、外周幹線道路を中心として、信号機の改良、光ビーコ

ン・交通情報板等によるリアルタイムの交通情報提供等の交通円滑化対策を実施しま

す。また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18 年

法律第 91 号。以下「バリアフリー法」という。）にいう生活関連経路を構成する道

路を中心として、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、信号表示面に

青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者

用灯器、歩行者等と自動車が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式

信号等の整備を推進します。 

道路管理者においては、歩道の整備等により、安心して移動できる歩行空間ネット

ワークを整備するとともに、公安委員会により実施される交通規制及び交通管制との

連携を強化し、ハンプやクランク等車両速度を抑制する道路構造等により、歩行者や

自転車の通行を優先するゾーンを形成するゾーン対策、外周幹線道路の交通を円滑化

するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等によるエリア

内への通過車両の抑制対策を実施します。 

また、道路標識の高輝度化・大型化・可変化・自発光化、標示板の共架、設置場所

の統合・改善、道路標示の高輝度化等（以下「道路標識の高輝度化等」という。）を

行い、見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の整備を推進します。 

さらに、通過交通の排除や車両速度の抑制を行うためのハンプ・狭さく等の標準仕

様を策定するとともに、ビッグデータの活用により潜在的な危険箇所の解消を進める

ほか、交通事故の多いエリアでは、国、県、市町、地域住民等が連携して効果的・効

率的に対策を実施します。 

イ 通学路等における交通安全の確保 

通学路における交通安全を確保するため、「通学路交通安全プログラム」に基

づき、警察、教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関が継続的に連携し、ハ

ード・ソフトの両面から必要な対策を推進します。 

高校、中学校に通う生徒、小学校、幼稚園、認定こども園、保育所や児童館等

に通う児童・幼児の通行の安全を確保するため、通学路等の歩道整備等を積極的

に推進するとともに、ハンプ・狭さく等の設置、路肩のカラー舗装、防護柵の設

置、自転車道・自転車専用通行帯・自転車の通行位置を示した道路等の整備、押

ボタン式信号機・歩行者用灯器等の整備、立体横断施設の整備、横断歩道等の拡

充等の対策を推進します。  
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また、通学路における交通規制の担保の手法として、ライジングボラードの活

用の効果を検討し、当該結果を踏まえて、ライジングボラードの活用の実現に向

けた取組を推進します。 

ウ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

（ア）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

れた歩道等の整備を推進します。 

このほか、歩道の段差・傾斜・勾配の改善、音響式信号機や歩車分離式信号等

のバリアフリー対応型信号機、エスコートゾーン、昇降装置付立体横断施設、歩

行者用休憩施設、自転車駐車場、障がい者用の駐車ます等を有する自動車駐車場

等の整備を推進します。あわせて、高齢者、障がい者等の通行の安全と円滑を図

るとともに、高齢運転者の増加に対応するため、信号灯器のＬＥＤ化、道路標識

の高輝度化等を推進します。 

また、駅前等の交通結節点において、エレベーター等の設置、スロープ化や建

築物との直結化が図られた立体横断施設、交通広場等の整備を推進し、歩きたく

なるような安全で快適な歩行空間を積極的に確保します。 

特に、バリアフリー法に基づく重点整備地区に定められた駅の周辺地区等にお

いては、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、誰もが歩きやすい幅の

広い歩道、道路横断時の安全を確保する機能を付加したバリアフリー対応型信号

機等の整備を連続的・面的に整備しネットワーク化を図ります。 

また、交差点等に設置する通信装置と高齢者、障がい者等が所持する携帯端末

等との双方向通信により、安全な通行に必要な情報の提供や信号機の青時間の延

長を行う歩行者等支援情報通信システム（ＰＩＣＳ※）を整備し、高齢者、障が

い者等の安全な移動を支援します。 

さらに、視覚障がい者誘導用ブロック、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経路等を適切に案内します。 

（イ）横断歩道、バス停留所付近の違法駐車等の悪質性、危険性、迷惑性の高い駐車

違反に対する取締りを強化するとともに、高齢者、障がい者等の円滑な移動を阻

害する要因となっている歩道や視覚障がい者誘導用ブロック上等の自動二輪車等

の違法駐車についても、放置自転車等の撤去を行う市町と連携を図りつつ積極的

な取締りを推進します。 

 

（２）高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 

高規格幹線道路（自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路で、全国的な

自動車交通網を構成する自動車専用道路であり、高速自動車国道及び一般国道の自動

                                                
※ PICS：Pedestrian Information and Communication Systems 
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車専用道路で構成。）から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路

の適切な機能分化を推進します。 

特に、高規格幹線道路等、事故率の低い道路利用を促進するとともに、生活道路

においては、車両速度の抑制や通過交通を排除し、歩行者、自転車中心の道路交通を

形成します。 

 

（３）幹線道路における交通安全対策の推進 

幹線道路における交通安全については、事故危険箇所を含め死傷事故率の高い区

間や、地域の交通安全の実績を踏まえた区間を優先的に選定し、対策立案段階では、

これまでに蓄積してきた対策効果データにより対策の有効性を確認した上で次の対策

に反映する「成果を上げるマネジメント」を推進するとともに、急ブレーキデータ等

のビッグデータを活用した潜在的危険箇所の対策などきめ細かく効率的な事故対策を

推進します。また、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します。さらに、一般道路に比べて安全性が高い高規格幹

線道路の利用促進を図ります。 

ア 「三重県事故ゼロプラン」（事故危険区間重点解消作戦）の推進 

        交通安全に資する道路整備事業の実施に当たって、効果を科学的に検証しつつ、マ

ネジメントサイクルを適用することにより、効率的・効果的な実施に努め、少ない予

算で最大の効果を獲得できるよう、次の手順により県民参加・県民との協働により重

点的・集中的に交通事故の撲滅を図ります。 

(ア) 国道における死傷事故は特定の区間に集中していることを踏まえ、死傷事故率の

高い区間や地域の交通安全の実情を反映した区間等、事故の危険性が高い特定の区

間を第三者の意見を参考にしながら選定します。 

(イ) 地域住民に対し、事故危険区間であることの注意喚起を行うとともに、事故デー

タにより、卓越した事故類型や支配的な事故要因等を明らかにした上で、今後蓄積

していく対策効果データを活用しつつ、事故要因に即した効果の高い対策を立案・

実施します。 

(ウ) 対策完了後は、対策の効果を分析・評価し、必要に応じて追加対策を行うなど、

評価結果を次の新たな対策の検討に活用します。 

    イ 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や、ビッグデータの活用により潜在的

な危険区間等を事故危険箇所として指定し、公安委員会と道路管理者が連携して集中

的な事故抑止対策を実施します。事故危険箇所においては、信号機の新設・改良、歩

車分離式信号の運用、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、中央帯の設置、バス路線等における停車帯の設置及び防護
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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します。 

    ウ  幹線道路における交通規制 

一般道路については、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

等の整備状況、道路交通実態の状況等を考慮しつつ、速度規制及び追越しのための右

側部分はみ出し通行禁止規制等について見直しを行い、その適正化を図ります。 

 また、新規供用の高速自動車国道等については、道路構造、交通安全施設の整備状

況等を勘案し、安全で円滑な交通を確保するため、適正な交通規制を実施するととも

に、既供用の高速自動車国道等については、交通流の変動、道路構造の改良状況、交

通安全施設の整備状況、交通事故の発生状況等を総合的に勘案して、交通実態に即し

た交通規制となるよう見直しを推進します。特に、交通事故多発区間においては、大

型貨物自動車等の通行区分規制、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制、速

度規制等の必要な安全対策を推進するとともに、交通事故、天候不良等の交通障害が

発生した場合は、臨時交通規制を迅速かつ的確に実施し、二次事故の防止を図りま

す。 

    エ 重大事故の再発防止 

  社会的影響の大きい重大事故が発生した際は、速やかに事故要因を調査し、同様の

事故の再発防止を図ります。 

オ 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居住地域内道路に至るネットワークを体系的に整備すると

ともに、歩道や自転車道等の整備を積極的に推進し、歩行者、自転車、自動車等

の異種交通の分離を図ります。 

（イ）一般道路に比較して死傷事故率が低く安全性の高い高規格幹線道路等の整備や

インターチェンジの改良等による利用しやすい環境を整備し、より多くの交通量

を分担させることによって道路ネットワーク全体の安全性を向上させます。 

（ウ）通過交通の排除と交通の効果的な分散により、円滑で安全な道路交通環境を確

保するため、バイパス及び環状道路等の整備を推進します。 

（エ）幹線道路で囲まれた居住地域内や歩行者等の通行の多い商業地域内等において

は、通過交通をできる限り幹線道路に転換させるなど道路機能の分化により、生

活環境を向上させるため、補助的な幹線道路、区画道路、歩行者専用道路等の系

統的な整備を行うとともに、公安委員会により実施される交通規制及び交通管制

との連携を強化し、ハンプ・狭さく等による車両速度及び通過交通の抑制等の整

備を総合的に実施します。 

（オ）県民のニーズに応じた効率的な輸送体系を確立し、道路混雑の解消等円滑な交

通流が確保された良好な交通環境を形成するため、道路交通、鉄道、海運等複数

の交通機関の連携を図れるよう、鉄道駅等の交通結節点、港湾の交通拠点へのア

クセス道路の整備等を実施します。 
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カ 高速自動車国道等における事故防止対策の推進 

        高速自動車国道等においては、緊急に対処すべき交通安全対策を総合的に実施す

る観点から、交通安全施設等の整備を計画的に進めるとともに、渋滞区間におけ

る道路の拡幅等の改築事業、適切な道路の維持管理、道路交通情報の提供等を積

極的に推進し、安全水準の維持、向上を図ります。 

 (ア) 安全で円滑な自動車交通を確保するため、事故多発区間のうち緊急に対策を

実施すべき箇所について、雨天、夜間等の事故要因の詳細な分析を行い、これ

に基づき中央分離帯強化型防護柵、自発光式視線誘導標、高機能舗装、高視認

性区画線の整備等を重点的に実施するとともに、道路構造上往復に分離されて

いない非分離区間については、対向車線へのはみ出しによる重大事故を防止す

るため高視認性ポストコーン、高視認性区画線の設置による簡易分離施設の視

認性の向上、凹凸型路面標示の設置、中央分離帯の設置等分離対策の強化を図

ります。また、逆走及び歩行者、自転車等の立入り事案による事故防止のため

の標識や路面標示の整備、渋滞区間における追突事故防止を図るため、臨時情

報板を含む情報板の効果的な活用を推進するほか、後尾警戒車等により渋滞最

後尾付近の警戒を行うなど、総合的な事故防止対策を推進します。 

また、事故発生後の救助・救急活動を支援する緊急開口部の整備等もあわせて

実施するとともに、高速自動車国道等におけるヘリコプターによる救助・救急活

動を支援します。 

(イ) 過労運転やイライラ運転を防止し、安全で快適な自動車走行に資するより良

い走行環境の確保を図るため、本線拡幅やインターチェンジの改良、事故や故

障による停車車両の早期撤去等による渋滞対策、休憩施設の混雑解消等を推進

します。 

(ウ) 道路利用者の多様なニーズに応え、道路利用者へ適切な道路交通情報等を提

供する道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ※）及びＥＴＣ2.0 等の整備・拡充

を図るとともに、渋滞の解消及び利用者サービスの向上を図るため、情報通信

技術を活用して即時に道路交通情報の提供を行う利用者サービスの向上等を推

進します。 

(エ）重大事故につながる可能性の高い高速道路での逆走事故を防止するため、こ

れまでの対策拡充に加え、関係機関が連携して、効果的な対策を検討、導入し

ていきます。 

キ 道路の改築等による交通事故対策の推進 

交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保するため、次の

方針により道路の改築等による交通事故対策を推進します。 

(ア) 歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設置

                                                
※ VICS：Vehicle Information and Communication System 


