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鈴鹿市交通安全対策会議事項書（議事録） 

                      日時 平成 28 年 12 月 1 日(木) 

10 時 00 分～11 時 15 分 

                     場所 鈴鹿市本庁舎 

12 階 1201 会議室 

 

出席委員：中野光子，麻生洋一郎， 裕介，儀賀美智子，田名瀬多美子， 

日置純子，坂哲雄，塚本美子，山澤正和，山口尚茂，奥田真由美， 

伊藤健司 

事務局： 危機管理部長 冨田佳宏 

交通防犯課長 北川晴英， 

     交通防犯課 交通安全・防犯ＧＬ 野呂和伸， 

交通安全・防犯Ｇ 清水和彦，尾崎正国 

 

●会長挨拶（麻生委員） 

本日皆様に御協議いただきます，鈴鹿市交通安全計画は，前回の会議以降，

意見公募手続を実施した結果と，関係機関，関係団体，関係部署からいただい

た，鈴鹿市交通安全計画（案）に対する意見について，それぞれまとめ，修正

を加えたものとなっております。 

また，本日の協議により，平成 28 年度から平成 32 年度までを計画期間とし

た鈴鹿市交通安全計画の決定を当会議として行いたいと考えております。 

さらに，平成 28 年中の各団体における交通安全施策についてもご報告をいた

だく予定となっております。 

 

●議事  

鈴鹿市交通安全計画（案）（平成 28 年度～平成 32 年度）にかかる意見公募手

続きの募集結果と修正点ついて 

 

＜事務局＞ 

鈴鹿市交通安全計画（案）にかかる意見公募手続きにおける募集結果につい

てご説明いたします。前回の第 2 回交通安全対策会議において提案いたしまし

た素案に対して，多数のご意見をいただきありがとうございました。 

また，関係機関，関係団体，関係部署からも多数の意見をいただきましたの

で，事務局で検討し，修正をさせていただきました。 

その後，9月20日から10月20日までパブリックコメントの手続きを行って，
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市民の皆さんから同計画に対する意見を募集した結果，3 名の方から 7 件の意見

が寄せられました。これらの意見の中には，計画案を修正する必要があるもの

はなく，すでに計画案に含まれているものが 3 項目，計画案には反映できない

が意見として伺ったものが 4 項目でした。それぞれの意見の概要と，それに対

する回答は資料 2 のとおりですので，説明は省略します。 

また，この資料については，ホームページにおいても公開しています。 

次に，鈴鹿市交通安全計画（案）についての修正点についてご説明いたしま

す。パブリックコメントの手続き後において，関係機関，関係団体，関係部署

から意見をいただき，修正を加え，最終的な確認を行いました。 

その結果，次の 4 点の修正を行いましたので，ご説明いたします。資料 1 の

鈴鹿市交通安全計画（案）をご覧ください。修正を加えた箇所については，下

線で記載しております。 

まず，1 点目については，表紙裏面の目次をご覧ください。第 3 章の 2 に「交

通安全計画における目標」を追加しました。本文では，7 ページの中段に記載が

あります。これは，本文内容に含まれていたものを，県計画と同様に，わかり

やすいように項目立てしたもので，記載内容に変更はありません。 

2 点目は，8 ページ下段の「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」の「（1）高齢者及び子どもの安全確保」の項目中の下線の部

分をご覧ください。高齢者に対する交通安全対策の必要性を加え，県計画と同

様にいたしました。 

3 点目は，12 ページ下段の「5 道路交通秩序の維持」の項目中の下線部分を

ご覧ください。「交通ルール」や「交通マナー」の文言を明示し，社会問題とな

っているスマートホンについての記述を，例示として追加いたしました。 

4 点目は，14 ページ中段の「第 6 章 計画の効果的な推進のために」の「1 

進行管理」の項目中の下線部分をご覧ください。原案について，わかりやすい

表現にするため記載内容に修正を加えました。本文のほかでは，末尾に交通安

全対策会議規則と，交通安全対策会議の構成委員名簿を追加し，県と同様の編

集としました。説明については以上となります。 

この最終案をもって，鈴鹿市交通安全計画の最終決定としていただきたいと

思いますので，よろしくお願いします。 

 

会長 

 事務局からの説明につきまして，ご意見，ご質問がございましたら，お願い

いたします。 
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●鈴鹿市交通安全計画（案）（平成 28 年度～平成 32 年度）について意見は出ず 

 

会長 

 それでは，これをもちまして，鈴鹿市交通安全対策会議として，交通安全計

画の決定といたします。 

 

●鈴鹿市交通安全計画（案）（平成 28 年度～平成 32 年度）について，当会議に

おいて最終決定を行った。 

 

●議事 平成 28年中の交通安全対策について 

＜事務局＞ 

 平成 28 年中の交通安全対策について，ご説明させていただきます。 

まずは，鈴鹿市の交通情勢についてであります。11 月末現在で，死者数は 7 人，

負傷者数は 872 人となっております。前年に比べて死者数はプラス 2 人となっ

ており，残念ながら議題１の鈴鹿市交通安全計画の死者目標の 4 人はすでに上

回っております。負傷者数は，マイナス 59 人で，このまま推移すれば，計画の

目標 850 人に対して減少しているといえます。 

次に交通安全対策についてであります。まず，1 つ目として，本市が実施して

いる交通安全教室について説明します。本市では，交通教育指導員制度があり，

指導員と市職員により，高齢者，幼園児，小中学生などを対象に交通安全教室

を開催しています。本年度は，11 月末まで 128 回，18,413 人に実施しています。

昨年の同時期に比べてプラス 10 回,プラス 2,834 人と増加しています。内訳とい

たしましては，幼園児に対して 44 回，2473 人，小学生に対して 33 回，9042

人，中学生に対して，12 回，2716 人，高齢者に対して 22 回，2,109 人となっ

ています。 

なお，本年度は，特に高齢者の交通事故防止に重点を置き，昨年以上の開催

を目指して積極的に実施しており，昨年の同時期に比べてプラス 5 回，プラス

1,107 人と大幅に増加しています。高齢者事故の防止に効果があればと思います。  

次に自転車に関する教育でありますが，小学校・中学校を中心として実施し

ており，本年度は 47 回，11,638 人に対して実施しております。自転車教室につ

いては，昨年の 6 月に道路交通法の改正があり，14 歳以上の自転車利用者に対

して自転車運転者講習が命じられるため，対象年齢となる中学生に対しては特

に周知を図りました。 

また，教職員に対する教育として，小中学校の教頭会，生徒指導担当者会な

どにおいて，教職員に対する交通安全研修を実施しております。これは，教職

員の交通事故防止はもとより，指導者としての指導要領について，自転車の指
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導マニュアルを配布して，生徒への指導要領の教養を実施しました。 

二つ目として，広報啓発活動についてですが，四季の交通安全運動期間中の

出発式や広報啓発キャンペーンなど，警察や関係機関，団体との連携による行

事等の実施のほか，広報誌やホームページ，ＦＭ放送，市施設内，大型店舗内

や，市内の鉄道駅や列車内，バス車内でのポスターの掲出などにより，タイム

リーな発信を実施しました。また，反射材の普及を徹底するため，反射材の配

布による啓発を実施しました。本年は，スマホの使用による事故が社会問題と

なったことなどから，スマホの使用の危険性を訴えるための広報をホームペー

ジ，広報誌，チラシの配布など実施しました。 

三つ目として，道路環境対策についてですが，まず，道路の整備については，

新設，改良などを実施する際に，歩道整備など事故防止対策を図っております。

27 年度では歩道整備については，22 件，延長距離約 400ｍとなっています。ま

た，交通安全施設として防護柵や照明灯，反射鏡の設置などを実施しており，

平成 27 年度計画によるまとめでは，防護柵延長約 580ｍ，道路照明灯 23 基，

反射鏡 184 基となっています。 

今後も，より効果的な交通事故防止対策，社会の変化に対応した対策を実施

してまいりたいと考えておりますので，ご協力をお願いします。 

事務局からの報告は以上となります。 

 

山澤委員 

 警察では，年 4 回の交通安全運動を中心に関係機関と連携し，様々な啓発を

行っています。特に，交通指導・取締りに力を入れていますが，加えて，今年

は歩行者の事故防止対策について，「扇子アップキャンペーン」等，積極的に行

っています。交通安全対策には，指導，啓発，教育，環境整備等様々な方策が

ありますが，各機関と協力して今後も進めていきます。 

 

山口委員 

 三重県鈴鹿建設事務所では，交通安全対策として，現在，三重県道 407 号三

畑四日市線では路肩を 162ｍ整備し，三重県道 563 号稲生山線にある上樋川で

も，歩道を 162ｍ整備し，それぞれ道路交通空間の確保に努めています。また，

鈴鹿簡易裁判所前においては，道路の舗装工事を行い，道路環境の改善を図っ

ています。 

  

日置委員 

 鈴鹿市自家用自動車協会では，三重県自家用自動車協会と連携し，年 4 回の

交通安全運動期間中に，広報車を利用しての啓発活動を実施しています。   
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また，会員向けの機関誌に交通安全に関する内容を盛り込み，啓発を行って

います。 

 

田名瀬委員 

 鈴鹿地域交通安全活動推進協議会では，年 4 回の交通安全運動期間中に，警

察と連携し，イオンモール鈴鹿，さつき温泉，鈴鹿ハンター，バロー鈴鹿店等

で実施される啓発活動，街頭キャンペーン，出発式へ参加する等の交通安全活

動を実施しています。 

 

坂委員 

 鈴鹿市身体障害者福祉協会では，秋の全国交通安全運動に合わせて，障害者

の自動車を安全に運転する技能を審査する競技会に参加し，安全運転の技能を

競い，自動車学校の教習指導員から審査を受け，運転のルールやマナーの再確

認を行っています。 

 また，年１回，各地域において交通安全に関するチラシの配布を行い，啓発

活動を行っています。 

 

儀賀委員 

 鈴鹿市商工会議所では，毎年夏に鈴鹿サーキットで行われる 8 時間耐久レー

スに合わせて，「バイクであいたいパレード」を開催し，その中で交通安全の宣

誓書を読み上げるなど，交通安全の啓発を行っています。 

 

 

 鈴鹿市ＰＴＡ連合会では，各学校のＰＴＡによる通学路の危険箇所での旗振

り活動を通して，通学路の安全確保に努めています。登校時は当番制ですが，

下校時は，学年により下校時間が違うため，地域住民の方にも協力をいただい

ています。 

 

中野委員 

 鈴鹿地区交通安全協会では，警察や市と協力し，年 4 回の交通安全運動期間

中の各種キャンペーンや年間を通じてミルミルウェーブなどの啓発活動を行っ

ています。 

 また，交通安全の日（11 日）と高齢者の交通安全の日（21 日）には，毎月朝

7 時 30 分から 8 時 15 分まで，登校に合わせて通学路や危険箇所において，指

導や監視を行っています。 

 さらに，年間を通して交通教育活動を三重県交通安全協会の交通教育指導員
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と協力し，幼稚園や父兄，高齢者を対象に行っています。 

 

塚本委員 

 公益財団法人鈴鹿国際交流協会では，鈴鹿市役所の市民対話課と協力し，安

全安心フェスタのイベントの 1 つとして，ピクトグラムの展示を行いました。

具体的には，災害に関する情報を外国人に対してイラストでわかりやすく伝え

ることを目的としたものです。交通安全に関する情報も同様の方法で伝えるこ

とができますので，今後パネルを作成し，普及活動を行っていきたいです。 

 

佐藤委員（事務局代読） 

本田技研工業㈱安全運転普及本部では，四季の交通安全運動の出発式への参

加や，交通安全教室のサポートを実施しております。交通安全教室で活用する，

幼児用交通指導ＤＶＤ，自転車教室の実施マニュアル，高齢者用交通指導ＤＶ

Ｄなどを作成し，提供しています。また，警察から提供いただいた交通事故デ

ータを分析し，交通事故統計，事故マップを作成しています。今後も，交通事

故防止に効果的な教材を作成・提供していきたいと思います。 

 

倉田委員（事務局代読） 

 鈴鹿市老人クラブ連合会では，四季の交通安全運動の出発式への参加など連

合会での交通安全活動の他，各支部において街頭における見守り活動や，パト

ロールを実施しています。支部における各種会合時には，交通安全教室を積極

的に実施しています。また，年 6 回開催の代表者会議，理事会において，交通

安全に関する資料の提供や供用を実施し，会員への浸透を図っています。 

 

森委員（事務局代読） 

三重県自転車協同組合では，四季の交通安全運動において，自転車の無料点

検や，反射材の取り付けなどの啓発活動を実施しています。また，小中学校に

おける交通安全教室に参加し，自転車点検の指導を実施しています。また，街

頭における見守り活動や，自転車点検も実施しています。 

 

●市民公募委員からの交通安全対策への意見や質問 

 

奥田委員 

 学童保育に携わるものとして，特に，児童の登下校時の交通安全に関心があ

りますが，鈴鹿市内で現在行われている交通安全対策や交通情勢，特に気をつ

けるべきポイント等を児童に伝え，交通安全意識の高揚に繋げていきたいです。 
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伊藤委員 

 特別養護老人ホームでの仕事に従事しており，ケアマネージャーという立場

からも入所者のご家族から介護相談を受ける機会が多いです。中でも免許証の

自主返納に関する相談が最近大変多く，対応に苦慮することがあります。認知

症を患う高齢者の免許証の自主返納については，ニュースでも取り上げられて

いますが，自主返納を促すことに加え，介護職員に対して交通に関する専門的

なアドバイスができる機会を設けることも必要であると考えます。 

 

＜事務局＞ 

 伊藤委員からの意見については，地域包括支援センターとも協議をしていき

たいと思います。また，奥田委員からの意見については，現場で危険であると

感じられたら，すぐに相談をいただきたいと思います。 

 

会長 

これにて議事が全て終了しましたので，進行を事務局に戻させていただきま

す。 

 

＜事務局＞ 

 先ほど，会長からも話がありましたように本日の会議での決定をもち，鈴鹿

市交通安全計画の決定とさせていただき，この後，本会議の会長であります麻

生会長から，鈴鹿市長に対して，交通安全計画策定の報告を予定しております。 

さらに 12 月 5 日には，鈴鹿市ＨＰ上に公表し，三重県知事，鈴鹿市議会，各

種団体等への交通安全計画の送付を予定しております。 

 

●閉会挨拶（危機管理部長） 

本日の会議をもちまして，平成 28 年度から平成 32 年度までを計画期間とし

た鈴鹿市交通安全計画の決定とさせていただき，週明けには，公表をさせてい

ただきます。この計画により，本年を含めた 5 年間に及ぶ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が策定され，各方面において，積極的な

諸施策を推進していただくこととなります。計画の策定については，本日の会

議をもって終了となりますが，今後も委員の皆様には，引き続きご協力をいた

だきますようお願い申し上げます。 


