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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）」が制定された。これに基づき、焼津市では第１次～第

９次の交通安全計画（昭和46年度以降５年ごと）を作成し、関係機関・団体等が一体と

なって各般にわたる陸上交通の安全対策を積極的に実施してきた。 

「第９次交通安全計画」実施期間（Ｈ23～Ｈ27）の人身事故発生状況を「第８次交通

安全計画」実施期間（Ｈ18～Ｈ22）と比較すると、人身事故発生件数は、５年間の平均

値で、1,432件から1,314件へと118件の減少、死者数は、6.2人から5.4人へと0.8人の減

少、負傷者数では、1,807人から1,708人へと99人減少した。しかし、平成27年には死者

数は減少したものの、人身事故発生件数と負傷者数とも増加に転じるなど、いまだに高

い状態で推移している。特に、事故類型では焼津市の特徴である「出会い頭事故」の発

生比率が高く、事故当事者では「高齢者事故」が増加しており、人口10万人当たりの発

生件数では、「高齢者事故」が県内ワースト第３位、「交差点事故」と「自転車事故」

が同第４位と依然として高い状況にある。 

 Ｈ18年 Ｈ19年 Ｈ20年 Ｈ21年 Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 

人身事故数 1,445 1,489 1,383 1,339 1,503 1,385 1,452 1,312 1,206 1,215 

死者数 6 12 4 2 7 3 5 7 7 5 

負傷者数 1.835 1.886 1,723 1,676 1,917 1.773 1.915 1,696 1,569 1,588 

このため、交通事故そのものを減少させることが求められているとともに、高齢社会       

の進展に伴い、高齢者が関係する交通事故がさらに増加すると予想されており、的確な

施策を講じる必要がある。 

さらに、東海地震など大規模地震発生時における道路交通の混乱などは、市民生活に

も重大な影響をもたらすおそれがある。 

交通事故の防止は、関係機関・団体だけでなく、市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、人命尊重の基本理念の下に、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なお一層強力に推進していかなければならない。 

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

により、「第10次静岡県交通安全計画」に基づき、平成28年度から32年度までの５年間

に講ずべき、焼津市における陸上交通の安全に関する施策の大綱を定めたものである。 

焼津市では、この交通安全計画に基づいて、国及び県などの関係行政機関や各交通安

全団体等と緊密な連携を図り、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、市民と協働のもと、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 

【交通事故のない社会を目指して】 

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

素である。 

これまでも、その重要性が認識され、様々な対策により成果を上げてきたところで

あるが、依然として交通事故件数が高い水準で推移していることから、更なる対策に

取り組み、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・経済的損失を勘

案して、究極的には交通事故のない社会を目指すべきである。 

 

【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

ればならない。道路交通においては、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等、ま

た、全ての交通においては、高齢者、障害者、子ども等の交通弱者の安全を一層確保

することが必要である。特に、横断歩道上で事故に遭うケースが一向に減少しないば

かりか、横断歩行者の存在を確認しないまま通過する車両が多いことを受け、横断歩

道における歩行者優先を定着させることが最も基本的なものであり、その方法として、

運転者には「思いやり」のある運転思想と「譲る運転」の徹底を促し、歩行者には譲

られたことに対する感謝の気持ちを示す具体的な行動を醸成することによって、交通

安全を図っていくことが重要である。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る。このような「人優先」の交通安全思想を基本とし、あらゆる

施策を推進していくべきである。 

 

 

１ 交通社会を構成する三要素 

このような観点から、交通社会を構成する人間、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

通事故原因の科学的な調査・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、これを市民の理解と協力の下、強力に推進する。 

(1) 人間に係る安全対策 

交通機関の安全な運転を確保するため、運転者の知識・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。また、交通社会に参加する市民一人ひとりが、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する。 
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(2) 交通機関に係る安全対策 

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の充実を図る。  

(3) 交通環境に係る安全対策 

交通環境の整備にあたっては、特に、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ある。このためには、機能分担された道路網の整備、交

通安全施設等の整備、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、

施設の老朽化対策を推進する。 

 

２ 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ある。 

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る。 

 

３ 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、国や県・市、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、市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。このためには、国、県及び市の行う交通の安全

に関する施策に計画段階から、市民が参加できる仕組みづくり、市民が主体的に行う

交通安全総点検、地域における特性に応じた取組等により、参加・協働型の交通安全

活動を推進する。 

 

４ 効果的・効率的な対策の実施 

交通の安全に関する施策は多方面にわたっているが、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とともに、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

に弾力的に対応した適切な施策を選択し、これを重点的かつ効果的に実施する。  

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も

のであるので、これらの視点にも十分配慮し、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っていくものとするほか、地震や津波等に対する防災の観点に

も適切な配意を行う。  

 

５ 公共交通機関等における一層の安全の確保 

このほか、市民の日常生活を支え、交通事故等が発生した場合には大きな被害とな

る公共交通機関等の一層の安全を確保する。 
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６ 焼津市における重点対策 

 焼津市では、この基本理念に基づき、市の特徴的事故形態である「交
※

差点事故」、

「高
※

齢者事故」及び「自転車事故」の削減を計画の根幹に据え、重点的に対策を講じ、

市民とともに、引き続き、交通安全対策に邁進するものである。 
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第１章 道 路 交 通 の 安 全           
 【本章の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 道路交通事故のない社会を目指して（基本的な考え）  

① 道路交通事故のない社会を目指して 

 

② 地域の実情を踏まえた施策の推進 

 

③ 役割分担と連携強化 

２ 道路交通の安全についての目標 

① 交通事故による年間死者数ゼロを目指す。 

② 平成 32 年末までに、次の目標を目指す。 

  人身事故件数   １，０５０件以下（前回 1,050 件以下） 

  交差点事故件数  ４５０件以下（前回 500 件以下） 

  高齢者事故件数  ３３０件以下（前回 360 件以下） 

  自転車事故件数  １４０件以下（前回 190 件以下） 

３ 道路交通の安全についての対策 

 ≪今後の道路交通安全対策を考える視点≫ 

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留意すべき事項  

① 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進  

② 地域ぐるみの交通安全対策の推進  

③ 先端技術の活用推進 

  
 

 

≪講じようとする施策：７つの施策≫ 

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 
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第１節 道路交通事故のない社会を目指して（基本的な考え） 

 

１ 道路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、人優先の交通安全思想の下、究極的には、交通事故のな

い社会を目指すべきである。 

近年、高齢者人口の増加に伴い、高齢者に起因する交通事故が増加傾向にある。

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事故が多く、相対

的にその割合は高くなっている。 

特に、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、歩行者の安全確保

を図ることが重要である。 

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の目標を

達成するためには、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

するとともに、交通事故が起きにくい環境をつくっていくことが重要である。 

また、交通安全対策の推進にあたっては、交通社会に参加する全ての市民が交通

安全に留意するとともに、市民参加型の交通安全運動の充実・発展を図ることが必要

である。 

 

２ 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あるが、焼津市の実情を

踏まえた上で、市や警察署・関係団体と地域が一体となって、最も効果的な施策の組

合せを実施することが必要である。 

更に、地域の安全性を総合的に高めていくためには、交通安全対策と防犯や防災を

一体的に推進していくことが有効かつ重要である。 

 

３ 役割分担と連携強化 

 行政のほか、学校、家庭、職場、団体、企業等のそれぞれが責任を持ちつつ、役割分

担しながら連携を強化するとともに、市民一人ひとりが、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

いくことが有効である。 
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第２節 道路交通の安全についての目標 

  

Ⅰ 道路交通事故の現状と今後の見通し 

１ 道路交通事故の現状  

(1) 死者数 
市内の交通事故死者数は、昭和 43 年の 18 人をピークにその後減少、昭和

51 年には３人に減少したが、昭和 52 年以降は、８人前後で推移してきた。 

第９次焼津市交通安全計画では、年間死者数を「ゼロ」とする目標を掲げ

たが、６人前後で推移し、平成 27 年の死者数は５人であった。 

(2) 人身事故発生件数 

人身事故の発生件数は、平成 17年の 1,615件をピークに、平成 21年の 1,339

件まで減少傾向にあったが、平成 22年には 1,503件と増加した。 

第９次焼津市交通安全計画では、平成 27年の目標を 1,050件以下としていた

が、1,215件となり、目標を達成することはできなかった。 

(3) 負傷者数 

負傷者数は、平成 17 年に 2,095 人と過去最高を記録し、その後減少を続け、

平成 21 年には 1,617 人となったが、平成 22 年には、1,917 人に増加した。第

９次焼津市交通安全計画期間では、平成 25 年から 1,700 人を切り、平成 27 年

は 1,588 人であった。 

(4) 焼津市の特徴と人口 10 万人当たりの発生件数 

焼津市の交通事故の特徴としては、依然として交差点での出会い頭事故や高齢

者事故、自転車事故が多い状況である。 

第９次焼津市交通安全計画期間では、「交差点事故」と「高齢者事故」、「自

転車事故」の人口 10 万人当たりの発生件数のいずれかが毎年ワースト５位以

内となった。 

平成 27年は、「交差点事故」が、500 件以下の目標に対し、488 件でワース

ト４位、「高齢者事故」が 360 件以下の目標に対し、439 件でワースト３位、

「自転車事故」が 190 件以下の目標に対し、173 件でワースト４位であった。 

このように、人身事故が多発する背景として、高齢社会の進展の中で高齢者が

車社会に十分適応できないことや、加害者にもなる高齢運転者の増加、運転免許
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人口や自動車保有台数の増加等交通環境の変化に加え、夜型社会の拡大、社会全

般の規範意識や交通モラルの低下等が指摘されている。 

 

◇人口 10万人当たりの県内市でのワースト順位 

  
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 

件数 順位 件数 順位 件数 順位 件数 順位 件数 順位 

人身事故 1,385 件 6  1,452 件 5  1,312 件 6  1,206 件 8  1,215 件 7  

交差点事故 617 件 3  633 件 3  567 件 3  523 件 2  488 件 4  

高齢者事故 404 件 7  444 件 2  420 件 6  380 件 8  439 件 3  

自転車事故 231 件 5  260 件 3  226 件 3  180 件 4  173 件 4  

 

 

２ 道路交通事故の見通し 

道路交通を取り巻く状況は、経済社会情勢の動向に伴い、今後複雑に変化する

と見込まれ、将来の交通事故の状況について、事故発生の諸要因を一定の前提の

下に将来の交通事故を推計すると、更なる高齢者人口の増加に伴い、高齢者が当

事者となる事故が増加するものと見込まれ、現状よりもなお一層憂慮すべき事態

になることが懸念される。 

このため、今後も交差点事故等、事故原因の特徴を踏まえた交通安全施策を強

力に進め、これら事故の増加に歯止めを掛けるものとする。 
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Ⅱ 第 10次焼津市交通安全計画における目標 

静岡県の計画では、交通事故による年間の死者数については、平成 32年末までに

100人以下、人身事故発生件数については、平成 32年末までに 30,000件以下にする

という目標を掲げている。 

焼津市においても、交通事故の減少を図ることとし、本計画では、交通事故による

年間死者数について、引き続き「ゼロ」を目指すものとする。 

また、事故発生件数としては、平成 23年から平成 27年の平均発生件数から 2割減

を基本目標値とし、平成 32 年末までの目標数値を定めた。「人身事故発生件数」は、

前計画の数値を継続し、1,050件以下、「交差点事故」の発生件数を 450件以下、

「高齢者事故」の発生件数を 330件以下、「自転車事故」の発生件数を 140件以下と

する。   
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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、道路交通事故による死者数並びに事故発生件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施策には一定の効果があったもの

と考えられる。 

しかしながら、運転者の交通安全意識をみると、自動車と比較して弱い立場にあ

る歩行者や自転車に対する保護意識の浸透には至っておらず、今一度「人優先」の

交通安全思想の徹底を図るべく、「思いやり」「ゆずりあい」運転を徹底させてい

くことが求められる。 

また、近年、高齢者の増加等により、交通事故死者数の減少幅は縮小傾向にあり、

加えて、大きな割合を占める出会い頭事故等交差点関連事故の多くは、安全不確認、

動静不注視等の安全運転義務違反や一時停止違反などによるものとはいえ、これら

事故も車両同士のゆずりあいにより多くは抑止されることを勘案すると、自分本位

の運転に陥ることなく、「ゆずりあい」運転を励行することが重要となってくる。 

このため、従来の交通安全対策を基本としつつ、「思いやり」「ゆずりあい」運

転の徹底を根幹として、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する。 

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、といった７つの柱により、交通安全対策を実

施する。 

特に、次のような視点を重視して対策を推進する。 

 

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) 高齢者と子どもの安全確保 

交通事故死者数に占める高齢者の割合が極めて高い中、今後も高齢化が急速に

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できるような交通社会

の形成が必要である。 
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その際には、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それぞれの立場の違いに対応した、効果的な対策

を推進する必要がある。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推進する必要がある。 

このため、高齢者等の視点に立って、平坦性が確保された幅の広い歩道、歩
※

車

共存道路、コ
※

ミュニティ道路等の整備や道路の状況に応じた交通規制、住居地区

等における「ゾ
※

ーン 30」等を実施することにより、バリアフリー化を始めとする

歩行空間の整備を推進する。併せて、高齢運転者の事故防止対策としては、標識

の大型化や区画線等の見直し及び道路改良を推進するほか、見やすく分かりやす

い道路標識等の整備を推進し、高齢者が利用しやすい道路環境創りを行う。 

また、高齢社会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。

安心して子どもを産み、育てることができる社会を実現するためには、子どもの

安全を確保する防犯と合わせて子どもを交通事故から守る観点から、「通学路交

通安全対策事業」等を実施することにより、通学路などの歩行空間の整備を推進

する。 

(2) 歩行者と自転車の安全確保 

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、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する。 

また、身近な交通手段として利用されている自転車の安全利用を促進するため

には、自動車や歩行者と自転車利用者が共存することができるよう、自転車の通

行空間の確保を積極的に推進するとともに、交通安全教育等の充実を図っていく。 

さらに、駅前や商店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、放置自転車対策を推進する。 

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

転者に対し、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る。 
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(3) 生活道路における安全確保 

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安全対策及び交通

流の円滑化を推進する。 

また、幹線道路では、事故データ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に対し、事故原因に即した効果の高い対策を推進する。 

 

２ 交通事故が起きにくい環境をつくるために留意すべき事項 

(1) 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

総合的な交通安全対策の実施により、交通事故件数が大幅に減少したところで

あるが、高齢者が関係する死亡事故は、依然として多く、近年、相対的にその割

合は高くなっている。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、形態等の情報を詳しく分析し、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。 

また、本計画期間中においても交通事故発生実態等に応じた対策を推進する。 

(2) 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、

インターネット等を通じ、交通安全マップ、交通安全情報、交通事故統計データの

提供に努めるなど、市民に交通安全に対する関心を持ってもらい、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、市民主

体の意識を醸成していく。 
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(3) 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

事故防止対策として、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自動車安全技術や、交通事故が発生した場合に一早く救助・

救急を行うシステムなど、先端技術の情報を収集し、市民への普及を行い、先端

技術の活用を推進する。 

 

Ⅱ 講じようとする施策  

 １ 道路交通環境の整備 

(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ある。 

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、「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る。 

  ア 通学路等の歩道整備等の推進 

 通学路における交通安全を確保するため、平成 26 年３月に策定した「焼津市

通学路交通安全プログラム」に基づき、「焼津市通学路対策推進会議」を中心

に定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の継続的な取組を支援すると

ともに、道路交通実態に応じ、警察、教育委員会、学校、道路管理者等の関係

機関が連携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進する。 

高校、中学校に通う生徒、小学校、幼稚園、保育所、認定こども園や児童館

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

道の拡充等の対策を推進する。 

イ 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、地域住民等が連携し、徹底した通過交通の排
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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る。 

(ｱ) 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する。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ＬＥ

Ｄ化、路側帯の設置・拡幅等の安全対策や、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する。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する。 

(ｲ) 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、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

を推進する。 

また、通過車両の進入を抑え、歩行者等の安全確保と生活環境の改善を図

るため、歩車共存道路やコミュニティ道路等の整備を推進するとともに、道

路標識の高輝度化・大型化・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（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、視認性の向

上を図る。 
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さらに、ビッグデータの活用による危険箇所の解消を検討するほか、交通事

故の多いエリアでは、国、県、市、地域住民等が連携して効果的・効率的に対

策を実施する。 

ウ 高齢者、障害のある人等の安全に資する歩行空間等の整備 

(ｱ) 高齢者や障害者等を含め、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等を積極的に整備する。 

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、障害者用の駐車ます等を有する自動車駐車

場等の整備を推進する。あわせて、高齢者、障害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する。 

 (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

車違反に対し、積極的な取締りを推進する。 

(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する。 

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の排除により、歩行者、自転車中心の

道路交通を形成する。 

(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、事故危険個

所対策を中心に推進する。 

ア 事故危険個所対策の推進 

   幹線道路上の事故発生割合が高い区間のうち、道路整備や交通安全施設整備     
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により安全性向上が見込まれる区間として指定された「事故危険個所」について、

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推進する。 

イ 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

部分はみ出し通行禁止規制等について見直しを行い、その適正化に努める。 

さらに、交通事故発生時や天候不良等の交通障害発生時においては、その状況

に即し、臨時交通規制を迅速に実施し、二次事故防止を図る。 

ウ 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、道路管理者、警察、市、

地域住民等、関係機関・団体等、合同の交通診断を行い、道路改良、信号機の設

置・改良、交通規制の実施・見直し等の総合的な再発防止対策を推進する。 

エ 適切に機能分担された道路網の整備 

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の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・狭さく等の整備による車両速度及び通過交通

の抑制等の対策を総合的に実施する。 

オ 道路改良による道路交通環境の整備 

道路改良による道路交通環境の整備については、道路管理者が計画段階から関

係機関と一体となって、歩行者及び自転車利用者などの保護を最重点とし、歩道、

自転車道、立体横断施設、交差点改良、車両停車帯及び道路の付属物の整備を推

進する。 

カ 交通安全施設等の高度化 

交通実態に応じて、複数の信号機を面的・線的に連動させる集中制御化・プロ

グラム多段系統化等の信号制御の改良を推進するとともに、疑似点灯防止による

視認性の向上に資する信号灯器のＬＥＤ化を推進する。 

また、道路の構造、交通の状況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
 ※

視認性区画線の整備等を推進する。 
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(4) 交通安全施設等整備事業の推進 

平成 27 年度から 32 年度までを計画期間とする社会資本整備重点計画（平成 27

年９月 18 日閣議決定）に則して、公安委員会及び道路管理者が連携し、事故実態

の調査・分析を行いつつ、次の方針により重点的、効果的かつ効率的に交通安全

施設等整備事業を推進することにより、道路交通環境を改善し、交通事故の防止

と交通の円滑化を図る。 

ア 交通安全施設等の戦略的維持管理 

公安委員会では、整備後長期間が経過した信号機等の老朽化対策が課題となっ

ていることから、平成 25 年に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡

会議」において策定された「インフラ長寿命化基本計画」等に則して、中長期的

な視点に立った老朽施設の更新、施設の長寿命化、ライフサイクルコストの削減

等を推進する。 

イ 歩行者・自転車等の安全通行の確保 

生活道路において人優先の考えの下、「ゾーン 30」等の車両速度の抑制、通

過交通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策を推進するとともに、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通学路における安

全・安心な歩行空間の確保を図る。 

ウ 幹線道路対策の推進 

幹線道路では、交通事故が特定の区間に集中して発生していることから、事

故危険箇所等の事故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。この際、事故データの客観的な分析による事故原因の検証に基づき、

信号機の改良、交差点改良等の対策を実施する。 

エ 道路交通環境整備への市民参加の促進 

 道路交通環境の整備にあたっては、地域住民や利用者から意見を広く聴取してい

くことが重要であることから、必要に応じてワークショップ等の開催や「自治会要

望」等により市民の意見を取り入れ、道路交通環境の整備に反映していく。 
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(5) 効果的な交通規制の推進 

地域の交通実態等を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に点検・見直し

を図るとともに、交通事情の変化を的確に把握してソフト・ハード両面での総合的な

対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図る。 

速度規制については、最高速度規制が交通実態に合った合理的なものとなっている

かどうかの観点から、点検・見直しを進めることに加え、幹線道路においては、実勢

速度、交通事故発生状況等を勘案しつつ、規制速度の引上げ、規制理由の周知措置等

を計画的に推進するとともに、生活道路においては、速度抑制対策を積極的に推進す

る。 

駐車規制については、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心

に、地域住民等の意見要望を十分に踏まえた上で、道路環境、交通量、駐車需要等に

即応したきめ細かな駐車規制を推進する。 

信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやすくするために、

横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間の長い押しボタン式信号の改善を行うなど、

信号表示の調整等の運用の改善を推進する。 

さらに、公安委員会が行う交通規制の情報についてデータベース化を推進し、効果

的な交通規制を行う。 

(6) 地域住民と一体となった安全な道路交通環境の整備 

道路交通の安全は、道路利用者の生活、経済・社会活動に密接に関係するため、対

策の立案に当たり地域住民や道路利用者の意見を十分に反映させる必要がある。 

また、地域によって道路環境や道路利用者の実態及び交通の状況が異なることから、

市民参加による地域の実情を踏まえた安全で良好な交通環境を実現させるための仕組

みをつくることで、行政と地域住民の密接な連携のもと道路交通環境の整備を推進す

る。 

(7) 効果的で重点的な事故対策の推進 

ア 事故多発地点の重点的整備 

(ｱ) 自動車交通の安全と円滑を確保するため、事故多発地点のうち緊急度の高い箇所

について、詳細な事故分析を行い、これに基づき交差点改良、視距の改良等の整備

を重点的に実施する。 
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また、道路の構造等に応じて、中央帯の設置、バス路線等における停車帯の設置

及び防護柵、道路標識、道路標示、区画線等の交通安全施設等の整備を推進する。 

(ｲ) 交差点対策として、信号機の設置、対向車接近表示装置の整備、一時停止規制の

実施及び見直しと交差点中心鋲、クロス
 ※

マーク、さらには自発
 ※

光式一時停止標識の

設置を推進する。 

(ｳ) 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に

信号機を設置する。既設の信号機については、交通状況の変化に合理的に対応でき

るように、集中制御化、系統化への改善に努めていく。 

(ｴ) 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・

標示の高輝度化等の交通安全施設等の整備を推進する。また、依然として多発し

ている夕暮れ時や夜間死亡事故に対処するため、道路照明・視線誘導標等の設置に

よる事故対策を推進する。 

イ 地域に応じた安全の確保 

地域の人々のニーズや道路の利用実態、交通流の実態等を把握し、その特性に応

じた道路交通環境の整備を行う。 

ウ 事故多発地点における重点的交通規制 

交通事故の多発する地域、路線等においては、効果的な交通規制を重点的に実

施する。 

(8) 円滑・快適で安全な道路交通環境の整備 

安全な道路交通環境の実現に当たっては、道路を円滑・快適に利用できること

が必要である。このため、分かりやすい道路標識等の整備を進めるほか、道路の

使用及び占用の適正化等によって、道路交通の円滑化を図る。 

ア 道路使用及び占用の適正化等 

(ｱ) 道路の使用及び占用の抑制 

道路使用及び占用については、公共性を有するもの、その他やむを得ないものを

除き極力これを抑制する。また、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、その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。 
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(ｲ) 不法占用物件等の排除 

道路交通の妨害となる不法占用物件等については、指導を行うとともに、不法占

用等の防止を図るための啓発活動を沿道住民等に対し行う。 

(ｳ) 道路の掘り返しの規制等 

道路の掘り返しを伴う占用工事等については、無秩序な掘り返しと工事に伴う事

故を防止するため、極力これを抑制するとともに、計画的な占用工事等の施工につ

いて合理的な調整を図る。 

(9) 自転車利用環境の総合的整備 

クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現に向け、通勤 

・通学・買物などへの手軽で便利な交通手段としての自転車の役割と位置付けを明確 

にし、乗用車から自転車への転換を図る総合的な自転車利用対策を推進する。 

また、駐車対策としては、自転車駐車秩序を確立し、良好な生活環境の確保等を図

るため、自転車利用者に対し啓発を行うとともに、計画的な自転車駐車場等の整備な

ど、総合的な自転車駐車対策を推進する。 

ア 安全で快適な自転車利用環境の整備 

都市交通としての自転車の役割と位置付けを明確にし、乗用車から自転車への転

換を促進する。また、増加している、歩行者と自転車との事故を減らすため、自転

車は車両であるとの原則の下、自転車道や自転車専用通行帯、自転車通行位置を示

した道路等の自転車走行空間ネットワークの整備により、自転車利用環境の総合的

な整備を検討する。  

イ 自転車等の駐車対策の推進 

引き続き、駅周辺等の自転車の駐車スペースを確保するとともに、安全で安心し

て利用できる自転車駐車場の利用環境の改善を図る。 

(ｱ) 放置自転車対策の推進 

「焼津市自転車等の放置防止に関する条例（昭和 61年条例第 18号）」により、円

滑で安全な交通環境の妨げとなる放置自転車等への指導、撤去保管を引き続き実施

する。 
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(ｲ)  自転車利用者に対する啓発 

歩道や視覚障害者誘導用ブロック上への自転車の駐車は、歩行者の移動の障害と

なるばかりでなく、車椅子利用者や視覚障害者の生命・身体の安全を阻害する危険

な行為となる。 

自転車の放置による事故の誘発を防止する観点からも、自転車利用者の駐車マナ

ーの向上を図るため、行政及び関係団体による積極的な啓発を推進する。 

また、自転車運転中の携帯電話操作や傘差し運転の禁止等が徹底されるよう指

導・啓発していく。 

 (10) 交通需要マネジメントの推進 

道路交通の円滑化を図ることによる交通安全の推進に資するため、広報・啓発活

動を積極的に行うなど、Ｔ
※

ＤＭの定着・推進を図り、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・空間的平準化を推進する。 

ア 公共交通機関利用の推進 

鉄道、バス等の公共交通機関の確保・維持・改善を図るための施策を推進するこ

とにより、利用を促進し、公共交通機関への転換による円滑な道路交通の実現を図

る。 

 (11) 災害に備えた道路交通環境の整備 

ア 災害に備えた道路の整備 

豪雨、地震、津波等による災害に備え、安全性、信頼性の高い道路交通を確保す

るため、道路構造物の補強等による耐震性の向上を図るとともに、道路交通の危険

箇所について落石防止等の施設を整備するなど各種防災対策を推進する。 

災害時におけ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、迅速

な避難を行うための避難路の整備及び円滑な緊急輸送を行うための緊急輸送路等の

整備を推進する。 

イ 災害に強い交通安全施設等の整備 

豪雨、地震、津波等による災害が発生した場合においても安全な道路交通を確保

するため、交通情報板等の交通管制施設の整備及び通行止め等の交通規制を迅速か

つ効果的に実施するための交通規制資機材の整備を推進する。 
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ウ 災害発生時における交通規制 

災害発生時は、必要に応じ災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）による

緊急交通路を確保して、一般車両の通行を禁止し、人命救助等を目的とした緊急

通行車両等を優先して通行させる。併せて、災害発生時における混乱を最小限に

抑える観点から、交通量等が一定の条件を満たす場合において安全かつ円滑な道

路交通を確保できる環状交差点（ラウンドアバウト）の整備を推進する。 

エ 災害発生時における情報提供の推進 

災害発生時においては、交通混乱を防止し、応急対策のための緊急交通路  

  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ため、道路交通情報  

  板等の整備を推進するとともに、県、近隣市、関係機関との連携強化等を推  

  進する。    

    また、インターネット等を活用した道路・交通に関する災害情報等の提供 

を推進する。 

(12) 総合的な駐車対策の推進 

道路交通の安全と円滑化を図り、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総合的な駐車対策を推進する。 

ア きめ細かな駐車規制の推進 

         地域住民等の意見要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直しを実施す

るとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配慮し、地域の交通実態

等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細かな駐車規制を推進する。 

イ 違法駐車対策の推進 

          悪質性、危険性・迷惑性の高い違反に重点を置いて、地域の実情に応じた取  

         締り活動ガイドライン等によるメリハリを付けた取締りを推進する。 

 ウ 駐車場対策の推進 

中心市街地における駐車場不足は、道路機能の低下、交通混雑、交通事故の発生、

商業活動の停滞等、都市活動に多大な影響を与える。このようなことから、駐車空

間確保や利便性向上等の駐車場対策を総合的、計画的に進める。また、引き続き、

駅周辺等の駐車スペースを確保するとともに、安全で安心して利用できる駐車場の

利用環境の改善を図る。 
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エ 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・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・団体と密接な連携を図り、地域交通安全推進委

員の積極的な活用等により、住民等の理解と協力を得ながら、駐車マナーの向上

や違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚を図る。 

(13) 交通安全に寄与する道路交通環境の整備  

ア 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、または交通の危険を防止するため、道路の破損、決壊又は

異常気象等により、通行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 年法津第 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。 

イ 子どもの遊び場等の確保 

(ｱ) 公園等の整備 

公園、児童広場、スポーツ広場、遊歩道等は、子どもたちが安心して遊ぶこと

のできる空間等になっており、路上遊戯などによる交通事故の防止に資すること

から、地域の子どもたちが安全で自由に遊べる公園等の整備に努める。 

(ｲ) 学校の施設開放 

学校の運動場等の施設を、土曜日や日曜日等の休日、平日の放課後、夏休み等

に、地域の実情等に基づいて引き続き開放できるよう努める。 

 

２  交通安全思想の普及徹底 

交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程に

合わせ、生涯にわたる学習を促進して市民一人ひとりが交通安全の確保を自らの

課題として捉えるよう意識の改革を促すことが重要である。また、「おもいやり 

ありがとう」の理念の下、人優先の交通安全思想を基本とし、高齢者、障害者等

の交通弱者に関する知識や思いやりの心を育むとともに、交通事故被害者等の痛

みを思いやり、交通事故の被害者にも加害者にもならない意識を育てることが重

要である。 

特に、高齢化が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るととも

に、他の世代に対しても高齢者の特性を知り、その上で高齢者を保護し、高齢者
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に配慮する意識を高めるための啓発指導を強化する。また、地域の見守り活動等

を通じ、地域ぐるみで高齢者の安全確保に取り組む。さらに、自転車を使用する

ことが多い小学生、中学生及び高校生に対しては、交通社会の一員であることを

考慮し、自転車運転者講習制度の施行も踏まえ、自転車利用に関する道路交通の

基礎知識、交通安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させる。 

特に若者を中心とする層に対しては、交通安全に関する効果的な情報提供によ

り交通安全意識の高揚を図るとともに、自らも主体的に交通安全の啓発活動等に

取り組むことができる環境の整備に努める。 

交通安全教育・普及啓発活動については、県、市、警察、関係機関・団体、家

庭、学校、職場が、互いに連携し、地域ぐるみの活動が推進されるよう促すとと

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。 

また、地域ぐるみの交通安全教育・普及啓発活動を効果的に推進するため、高

齢者を中心に、子ども、親の三世代が交通安全をテーマに交流する世代間交流の

促進に努めるなど、地域ぐるみの活動を推進する。 

(1) 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

ア 幼児に対する交通安全教育の推進 

(ｱ) 児童が、幼児期から交通安全に対する基本的習慣を身につけるため、家庭

及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、幼稚園・保育所・認定こど

も園等における日常教育・保育活動や、児童館活動の中で、視聴覚教材や紙芝

居の利用、親子での実習など、子どもの発達段階に応じた、分かりやすい指導

を実施する。 

また、保護者へは保護者会等で交通安全教育の協力を呼びかける。 

(ｲ) 幼児を指導する保育者に対して、交通事故発生状況等の情報提供を行い、

交通安全に対する意識啓発を図るとともに、指導力の向上及び教材、教具の整

備を推進し、各種研修会において資料（情報）の提供を行う。 

(ｳ) 幼児の事故防止のため、保護者を対象にしたチャイルドシートの着用方法

や幼児の手本となって安全に道路を通行することなどの交通安全講習会等を開

催するなど、家庭と一体となった交通安全活動を推進する。 
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イ 小学生に対する交通安全教育の推進 

小学生に対する交通安全教育は、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。 

(ｱ) 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、

体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の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、乗り物の安全な利用、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。このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材

等の作成・配布に努めるとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等

を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等の実施を図る。 

(ｲ) 関係機関・団体は、小学校において行われる交通安全教育の支援を行うと

ともに、児童に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。また、児童の保護

者が日常生活の中で模範的な行動をとり、歩行中、自転車乗用中等実際の交通

の場面で、児童に対し、基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保

護者を対象とした交通安全講習会等を開催する。 

ウ 中学生に対する交通安全教育の推進 

中学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、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。 

(ｱ) 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、

保健体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通

じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、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。このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等

の作成・配布に努めるとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を

対象とした心肺蘇生法の実技講習会等の実施を図る。 
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(ｲ) 関係機関・団体は、中学校において行われ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、地域において、

保護者対象の交通安全講習会や中学生に対する補完的な交通安全教育の推進を

図る。 

エ 高校生に対する交通安全教育の推進 

   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、自転車の利用者及び二輪車の運転者として安全に道路を通行するために、必

要な技能と知識を十分に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。 

(ｱ) 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、保健体育、総合的な学習の時間、特別活動など学校の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更に理解を深めるとともに、生徒の多くが、近い

将来、普通免許等を取得することが予想されることから、免許取得前の教育と

しての性格を重視した交通安全教育を行う。特に、二輪車・自動車の安全に関

する指導については、生徒の実態や地域の実情に応じて、安全運転を推進する

機関・団体やＰＴＡ等と連携しながら、安全運転に関する意識の高揚と実践力

の向上を図るとともに、実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を図る。

このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等の作

成・配布に努めるとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を対象

とした心肺蘇生法の実技講習会等の実施を図る。 

(ｲ) 関係機関・団体は、高等学校において行われ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、地域において、

高校生及び相当年齢者に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。 

オ 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、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。 
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(ｱ) 運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必要な技能

及び技術、特に危険予測・回避の能力の向上、交通事故被害者等の心情等交

通事故の悲惨さに対する理解及び交通安全意識・交通マナーの向上を目標と

し、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) 事業所においては、安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指導者向

けの研修会等への積極的な参加を促し、自主的な安全運転管理の適正化に努め

る。 

(ｳ) 社会人を対象とした学級・講座等においては、自転車の安全利用を含む交

通安全教育の促進を図るなど、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・専修学校生等に対しては、学生の自転車や二輪車・自動車の事

故・利用等の実態に応じ、関係機関・団体等が連携し、交通安全教育の充実に

努める。 

カ 高齢者等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、運転免許の有無等により、交通行動や危険認

識、交通ルール等の知識に差があることに留意しながら、加齢に伴う身体機能の

変化が歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響や、運転者側から見た歩

行者や自転車の危険行動を理解してもらうとともに、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を習得

することを目標とする。 

(ｱ) 高齢者に対する交通安全教育を推進するため、県・市は、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、教育手法に関するこれまでの調査研究の成果等も活用しながら、シ
※

ルバーポリス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) 関係団体、交通ボランティア、医療機関・福祉施設関係者等と連携して、

高齢者の交通安全教室等を開催するとともに、高齢者に対する社会教育活動・

福祉活動、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。 
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(ｳ) 運転免許を持たないなど、交通安全教育を受ける機会のなかった高齢者に

対しては、家庭訪問による個別指導、見守り活動等の高齢者と日常的に接する

機会を利用した助言等により、高齢者の移動の安全が地域ぐるみで確保される

ように努める。この場合、高齢者の自発性を促すことに留意しつつ、高齢者の

事故実態に応じた具体的な指導を行うこととし、反射材等の交通安全用品の普

及にも努める。 

(ｴ) 高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習における内容の充実に

努めるほか、関係機関・団体、自動車教習所等と連携して、個別に安全運転の

指導を行う講習会等を開催し、高齢運転者の受講機会の拡大を図るとともに、

その自発的な受講の促進に努める。 

(ｵ) 地域における高齢者の安全運転の普及を促進するため、シルバーポリス等

を対象とした安全運転教育を実施する。また、地域及び家庭において適切な助

言等が行われるよう、交通ボランティア等による啓発活動や、高齢者を中心に、

子ども、親の三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。 

キ 障害のある人に対する交通安全教育の推進 

   障害者に対しては、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、障害の程度に応じ、きめ細かい交通

安全教育を推進する。 

さらに、一人で外出することが困難な障害者に対しては、介護者等の障害者に

付き添う者を対象とした講習会等を開催する。 

ク 外国人に対する交通安全教育 

   外国人に対し、交通ルールに関する知識の普及による交通事故防止を目的とし

て交通安全教育を推進する。定住外国人に対しては、母国との交通ルールの違い

や交通安全に対する考え方の違いを理解してもらうなど、効果的な交通安全教育

に努めるとともに、外国人を雇用する企業等を通じ、外国人の講習会等への参加

を促進する。また、増加が見込まれる訪日外国人に対しても、外客誘致等に係る

関係機関・団体と連携し、各種広報媒体を活用した広報啓発活動を推進する。 
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(2) 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

ア 交通安全運動の推進 

  「おもいやり ありがとう」の理念の下、人優先の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市民運動として、

関係機関・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。 

年間を通じて実施する運動として、平成 28 年度からの５か年は、「安全を 

つなげて広げて 事故ゼロへ」をスローガンとする「あなたが主役の交通安全県

民運動」を市民総ぐるみの運動として実施し、その重点推進項目については、高

齢者と子どもの交通事故防止、歩行者の交通事故防止、自転車の交通事故防止、

追突・出会い頭の交通事故防止、飲酒運転の根絶と定め、また、交通安全運動の

重点として、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（特

に夕暮れ時）における交通事故防止等、交通情勢に即した事項を設定する。 

各季の交通安全運動は、国及び県の基本方針に基づき、焼津市交通安全対策協議会を構

成する各機関・団体の協力を得て、本市の実情に即した市民運動として展開する。実施に

あたっては、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・発展を図ると

ともに、自治会をはじめ、教育委員会、警察等関係機関・団体の緊密な連携・協

働を保つとともに、推進体制の強化･充実を図る。 

また、運動終了後も継続的・自主的な活動が展開されるよう、事故実態、市民

や交通事故被害者等のニーズ等を踏まえた実施に努める。 

イ 自転車の安全利用の推進 

自転車利用者に、自転車が「車両」であることを認識してもらい、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

してもらう。 

特に、自転車の歩道通行時におけるルールや、スマートフォン等の操作や画面

を注視しながらの乗車、イヤホン等を使用して安全な運転に必要な音が聞こえな

い状態での乗車の危険性等についての周知・徹底を図る。 

自転車は、車両であることから、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
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ら、歩行者優先意識を徹底するための意識の啓発を図るとともに、関係事業者の

協力を得つつ、損害賠償責任保険等への加入を促進する。 

また、自転車運転者講習制度を適切に運用し、危険な違反行為を繰り返す自転

車運転者に対する教育を推進する。 

夕暮れ時から夜間にかけて自転車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についての交通安全教育を実施するほか、やむを得ず幼児

を同乗させる場合においては、法令による安全要件を満たした幼
※

児二人同乗用自

転車の利用を勧めるとともに、シートベルトを備えている幼児用座席に幼児を乗

せるときは、シートベルトを着用するよう広報啓発活動を推進する。 

幼児・児童の保護者に対して、自転車乗車時の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、幼児・児童の着用の徹底を

図るほか、他の年齢層の自転車利用者に対し、ヘルメットの着用を促進する。 

    ウ 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

   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、後部座席を

含めたすべての座席におけるシートベルトの正しい着用と幼児・児童へのチャイ

ルドシートの着用の徹底を図る。 

（平成 27 年 10 月現在における県内の一般道のシートベルト着用率は、運転席

97.4％、助手席 92.1％、後部座席 41.3％で、高速道路のシートベルト着用率は、

運転席 99.1％、助手席 98.1％、後部座席 57.5％であった。警察庁と一般社団法

人日本自動車連盟の合同調査結果による。) 

このため、県・市、関係機関・団体等との協力の下、あらゆる機会・媒体を通

じて着用徹底の啓発活動等を推進する。 

エ 走行中における携帯電話等の危険性に関する広報啓発 

走行中の携帯電話の使用及びカーナビゲーション装置等の画像の注視の危険性

について、各種講習会や交通安全運動等の機会をとらえ、強く周知する。 

また、事業所の安全運転管理者、運行管理者等による運転者に対する指導が徹

底されるように努める。 
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オ 自発光式反射材用品等の普及促進 

   夕暮れ時から夜間における視認性を高め、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用品や自発光式反射材の普及を図る「ピカッと作

戦！」を、積極的に広報啓発を推進するとともに、自発光式反射材等の視認効果、

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

施を推進する。 

自発光式反射材等は、全年齢層を対象として普及を図る必要があるが、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。 

カ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

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

教室や広報啓発を引き続き推進するとともに、安全運転管理者や酒類提供飲食店

等の関係機関・団体等と連携して、ハン
 ※

ドルキーパー運動の普及啓発に努めるな

ど、地域、職域等における飲酒運転根絶の取組をさらに進め、「飲酒運転をしな

い、させない」という市民の規範意識の確立を図る。 

キ 効果的な広報の実施 

市民一人ひとりの交通安全に対する関心と意識を高め、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ため、関係機関･団体等が連携・協働して、家庭、学校、職場、

地域等に対し、日常生活に密着した内容の広報をあらゆる機会を通じて実施する。 

(ｱ) 広報紙等の活用                         

市や警察の広報紙により、交通安全運動や交通事故発生状況等を知らせるとともに、

必要に応じて、チラシ・パンフレット配布による広範なキャンペーンを積極的に行うこ

とにより、家庭、学校、職場、地域等と一体となった高齢者、若者の交通事故防止、交

差点の交通事故防止、自転車の交通事故防止、暴走運転の抑止等を図る。 

(ｲ) 関係団体・機関等による広報の実施 

交通安全運動期間や｢交通事故ゼロの日｣等において、交通安全指導員会や静岡県交通

安全協会焼津地区支部など関係団体・機関等により広報車で街頭広報を実施する。 ま

た、各組織の広報紙等により住民への啓発を推進する。 
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(ｳ) 情報等の提供 

民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため、交通の安全に関する資料、情

報等の提供を積極的に行う。 

ク その他の普及啓発活動の推進 

上記に掲げるもののほか、次のような普及啓発活動を推進する。 

(ｱ) 高齢者の交通事故防止に関する市民の意識の高揚を図るため、高齢
 ※

運転者標識（高齢 

者マーク）の積極的な普及・活用を図る。 

(ｲ) 薄暮から夜間における歩行者、自転車利用者等へ、反射材着用や視認性の高い服装の 

着用についての理解と普及を促進する。 

(ｳ) 自転車利用者のマナーの向上を図るとともに、基本的な通行ルールを周知するための 

啓発活動を推進する。 

(ｴ) 運転者及び歩行者が、日頃利用している道路の事故発生状況を認識できるよう事故多発地 

点及び事故の発生形態等の情報の提供に努める。 

(ｵ) 市内に在留する外国人については、在留者数が増加していることから、交通ルールに

関する知識の普及を図るための啓発活動を推進する。 

(3) 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の促進 

交通安全を積極的に推進する民間団体等については、交通安全指導者の養成等の事業及び

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、自治会や地域における団体等については、それぞれの立場に応じた

交通安全が地域の実情に即して効果的かつ積極的な活動となるようその充実に努める。 

ア 静岡県交通安全指導員 

交通安全教育活動を行う静岡県交通安全指導員に対して、交通安全に関する情報提供等

の支援を行うとともに、静岡県交通安全指導員と連携して、幼児、児童、生徒、保護者及

び高齢者等に対する交通安全教室の開催や、参加・体験・実践型の交通安全教育事業の活

動を推進する。 

イ 焼津市交通安全指導員会 

児童、園児を中心とした地域住民等の交通安全指導と交通安全思想の普及に携わる交通

安全指導員会の組織の運営や、資質･指導力の向上を図るための事業等に支援を行う。 
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ウ 上記以外の焼津市交通安全協議会加入団体 

静岡県交通安全協会焼津地区支部、焼津地区地域交通安全活動推進委員協議会、焼津地

区安全運転管理協会及びその他の関係機関・団体等が行う交通安全教育や啓発活動等の推

進について、その支援に努める。 

エ 交通安全リーダー 

小学校高学年児童を交通安全リーダーに指名し、リーダーワッペンとリーダー手帳を交

付して、下級生に対する交通マナーや交通ルールの指導を目的に活動しており、市、警察

及び関係団体等との意見交換会である｢交通安全リーダーと保護者と交通安全を語る会｣等

を開催し、さらなるリーダーとしての交通安全意識の高揚を図る。 

オ シルバーポリス 

各地区老人クラブ交通安全推進員を対象とした、警察署長が委嘱する「シルバーポリ

ス」制度の充実を図るとともに、自主的な交通安全活動に対する指導・助言を積極的に行

う。 

(4) 市民の参加・協働の推進 

交通の安全は、市民の安全意識により支えられることから、市民自らが交通安

全に関する自らの意識改革を進めることが重要である。 

このため、交通安全意識の普及徹底にあたっては、県、市、民間団体、企業等

と市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、市民の参加・協働を積極的に進める。 

 

３  安全運転の確保 

 (1) 運転者教育等の充実 

安全運転に必要な知識及び技能を身に付けた上で安全運転を実践できる運転者を育成す

るため、免許取得前から、安全意識を醸成する交通安全教育の充実を図るとともに、免許

取得時及び免許取得後においても、安全に運転する能力と安全に運転しようとする意識及

び態度の維持・向上の啓発に努める。 
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ア 二輪車安全運転対策の推進 

交通安全組織としての二輪車安全運転推進クラブに対し、交通安全に関する研修会、講

習会等の開催、各種の交通安全活動等への積極的参加、協力等自主的安全活動を促進し、

クラブ員が中核となった二輪車利用者への安全意識の高揚を図る。 

また、日常二輪車を利用する事業所等を対象に講習会を開催し、交通安全の知識や運転

技能の向上を図る。 

イ 若者運転者対策の推進  

著しい速度違反やハンドル操作不適等の運転技術の過信や危険軽視の行動等に起因する

若者事故を防止するため、危険体験等を取り入れた実体験型交通安全講習会等の開催を推

進する。 

ウ 高齢運転者対策の推進 

(ｱ) 高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者マークの積極的な使用の促進を

図る。 

(ｲ) 高齢者マークを取り付けた自動車への保護意識を高めるような交通安全教

育・広報啓発活動を推進する。 

また、自動車等の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証を返納しやすい環

境の整備を図るため、関係機関・団体と連携し、運転経歴証明書制度の周知、運

転免許証を自主返納した者に対する支援措置の充実に向けた研究、地域公共交通

の利便性の向上に努める。 

エ シートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの正しい着用の徹底 

シートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの着用については、関係機関・

団体と連携し、講習会、交通安全運動、街頭指導等のあらゆる機会を通じて、着用効果や

正しい着用についての啓発等の各種活動により推進を図る。 

(2) 安全運転管理の推進 

安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講習内容を充実し、安全運転管理者等の資

質の向上を図るとともに、未選任事業所の一掃を図り、安全運転管理体制を強化し、安全運

転管理業務の徹底を図る。 

また、使用者等の安全意識の向上を図り、効果的な安全運転管理を推進するため、事業主

研修会、安全運転コンクール、事業所訪問等の事業、安全活動に向けての行事を自主的かつ

積極的に推進する。 
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４ 車両の安全性の確保 

(1) 自転車の安全性の確保 

自転車利用者に対して、規格・基準に適合した自転車を利用し、定期的に自転車安全整備

店において点検整備を受けるよう呼び掛けるなど安全意識及び点検整備意識の向上を啓発等

により促進する。 

また、近年、自転車が加害者となる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあり、こう

した賠償責任を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、関係事業

者の協力を得つつ、損害賠償責任保険等への加入を促進する。 

さらに、夜間における交通事故の防止を図るため、灯火の徹底と反射器材装着の促進によ

り、自転車の被視認性の向上を図る。 

(2) 自動車の安全整備 

自動車の安全運行を確保するため、関係機関・自動車関連団体の協力を得て、街頭で車両

点検、排気ガス測定等を実施し、整備不良車両や改造車両の排除等を推進する。 

また、自動車運転者による保守点検や事業用車両の安全管理の徹底を啓発し、車両故障に

起因する事故の防止を図る。 

 

５ 道路交通秩序の維持 

交通ルール無視による交通事故を防止するためには、交通指導取締り、交通事故事件捜

査、暴走族取締り等を通じ、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指導取締りを強化するほか、交通ルールを守ると

いう規範意識の向上のための指導取締りを推進する。 

(1) 自動車等に対する交通の指導取締りの強化等 

交通事故実態の分析結果等を踏まえ、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、無免許運転、飲酒運転、速度超過、横断歩行者妨害、交差点

関連違反等の交通事故に直結する悪質性、危険性の高い違反、県民から取締り要

望の多い迷惑性の高い違反や携帯電話使用、座席ベルト非着用など容易に守られ

るべき違反に重点を置いた指導取締りを推進する。 
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(2）自転車利用者に対する指導取締りの推進 

          自転車利用者による無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止及び歩道通行者に

危険を及ぼす違反等に対しては、積極的に指導警告を行うとともに、歩行者に接触

し、若しくは転倒させ、又は他の車両に急ブレーキをかけさせ、若しくは急な進路

変更等の避譲措置をさせるなど、具体的に交通の危険を生じさせた場合や警察官の

指導警告に従わず違反行為を継続する自転車利用者に対する指導取締りを強化する。 

       (3) 暴走族対策の強化 

地域ぐるみの暴走族追放の気運を高めるため、広報活動を積極的に行い、家庭・学校・

地域・職場における青少年に対する適切な指導を実施する。 

また、地域における関係機関・団体が連携を強化し、暴走族が集まる場所とし

て利用されやすい施設等の管理の徹底を図り、暴走族を集まらせない環境づくり

を推進するとともに、暴走族に対する指導取締りの強化を図る。 

 

６ 救助・救急活動の充実 

(1) 救助・救急体制の整備 

交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるため、本市を管轄

する志太消防本部等の救助・救急体制の整備・拡充を図る。 

ア 救助・集団救急事故体制の整備 

多数の負傷者が発生する大規模道路交通事故等に対処するため、消防間における相互応

援協定による連絡体制の強化、高度救助用資機材等の整備拡充により救助・集団救急対策

を行う。 

イ 心肺そ生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 

交通事故等による負傷者の救命を図り、また、後遺障害等を軽減するため、事故現場に

居合せた関係者等により、負傷者に対する迅速・適切な応急手当等が広く行われるように

する必要がある。このため、市民への応急救護処置の知識や自動
 ※

体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）の使用も含めた応急手当の実技の普及向上を図るため、志太消防本部、医療機関等が

互いに連携を図りながら、パンフレット等の資料配布や講習会の開催等を実施していく。 
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ウ 救急救命士の養成・配置等の促進 

交通事故に起因する負傷者の救命率向上のため、高度な応急処置が実施できる救急救命

士の養成・配置等の促進により応急処置の充実を図る。 

エ 救助・救急用資機材の整備の推進 

救助体制を確立するため、救助工作車、救助資機材の整備を推進する。また、救急現場

及び搬送中に高度な応急処置を的確に実施するため、高規
 ※

格救急自動車、高度救命処置用

資機材等の整備を促進する。 

オ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実 

救助・救急業務を迅速かつ的確に遂行するために、各種災害を想定した訓練や図上訓練

の教育を充実するとともに、県消防学校、消防大学校並びに消防本部において教育訓練の

充実を図る。 

カ 高速自動車国道における救急業務実施体制の整備 

高速自動車国道における救急業務については、建設省（現国土交通省）、消防庁及び日

本道路公団（現分割民営化）との間で締結された「高速自動車国道における救急業務に関

する覚書」に基づく救急体制の実施とともに、消防連絡協議会などを通じて、さらに連携

を強化し、適切かつ効率的な救急体制業務の整備充実を推進する。 

キ 緊急通報システムの整備 

交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期かつ的確な救出及び事故処理

の迅速化のため、人工衛星を利用して位置を測定するＧＰＳ技術や、その位置を

地図表示させる技術、重症度合の判定に資する技術等を活用し、自動車乗車中の

事故発生時に車載装置・携帯電話を通じてその発生場所の位置情報や事故情報を

消防・警察等の通信司令室の地図画面に表示できるよう自動通報することなどに

より緊急車両の迅速な現場急行を可能にする緊急通報システム（ＨＥＬＰ：Help 

system for Emergency Life saving and Public safety）や事故自動通報システ

ム（ＡＣＮ：Automatic Collision Notification）の格段の普及と高度化を図る

ために必要な環境を整備する。 

(2)  救急関係機関の協力関係の確保等 

           救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関、消防機関等の関係

機関における密接な連携、協力関係の一層の強化を行う。 
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７ 被害者支援の充実と推進 

(1) 交通事故相談業務 

市民への交通事故相談業務の周知を図り、交通事故の被害者等を救済するため、被害者等

からの相談に応じ、これらの解決について指導助言を行う相談業務の体制の充実に努める。

また、相談内容の多様化・複雑化に対処するため研修会への参加等により、相談員の資質の

向上を図る。 

さらに、静岡県交通事故相談所及び弁護士会と連携をとりながら、交通事故相談業務の充

実を図る。 
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第２章  踏切道における交通の安全 
 【本章の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節  踏切事故のない社会を目指して 

全国の踏切事故（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、踏切道改良等の安全対策の推進により長期的には減少傾向にあるが、引き

続き踏切事故防止対策を総合的に推進し、踏切事故のない社会を目指す。 

 

Ⅰ 踏切事故の状況等 

 本市では、平成５年に起きた１件の踏切事故以降、平成 27 年まで踏切事故は発生し

ていない。 

 

Ⅱ 第 10 次焼津市交通安全計画における目標 

踏切事故は、長期的には減少傾向にある。しかし、一方では、踏切事故が発生する

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。こうした現状を踏ま

１ 踏切事故のない社会を目指して 

 踏切事故は、長期的には減少傾向にある

が、引き続き踏切事故防止対策を推進する。 

 

２ 第 10 次焼津市交通安全計画における目標 

無事故を目指す。  

３ 踏切道における交通の安全についての対策 

≪講じようとする施策≫  

① 踏切道の立体交差化及び構造の改良の促進 

 

② 踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置  
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えて、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もと、諸

施策を推進することにより、踏切事故の防止を図り、無事故を目指すものとする。 

 

第２節  講じようとする施策 

 

１  踏切道の立体交差化及び構造の改良の促進 

   道路の新設・改築にあたっては、極力踏切道の立体交差化を図るとともに、歩道

が狭小な踏切においては、踏切道内において歩行者と自動車等が錯綜することがな

いよう事故防止効果の高い構造の改良を促進する。 

 

２ 踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

  踏切道を通行する自動車等の運転者及び歩行者に対し、踏切事故防止キャンペー

ン等を通じ、踏切道通過時における安全意識の高揚、緊急時にとるべき措置の周知

などを図るとともに、安全かつ円滑な踏切道の確保及び踏切事故の防止を図る。                
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第３章 大規模地震に備えての交通の安全 
【本章の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 想定される事態と初動措置 

１ 東海地震注意情報発表時 

(1) 基本方針 

社会的混乱や大規模な交通渋滞等が発生した場合は、必要に応じて交通規制を

実施する。 

(2) 交通規制と予想される道路交通状況等 

不要不急の旅行や出張等を自粛するように呼びかけるとともに、警戒宣言が発

令された時の交通規制についての情報提供を行い、混乱防止に努める。また、警

戒宣言発令後及び地震発生後の必要な緊急ルートの選定作業を円滑に進めるため

に、道路管理者等との調整、工事等による通行規制箇所の把握や開放の判断等の

準備を行う。 

 

 

. 

１ 想定される事態と初動措置 

① 東海地震注意情報発表時  

② 警戒宣言発令時  

③  地震発生時  

２ 講じようとする施策 

① 緊急交通路等の確保  

② 警戒宣言発令時及び地震発生時における自動車運転者の執る  

べき措置の周知徹底  

③ 広報用放送施設の整備等  

④ 信号用電源付加装置及び移動式交通情報車等の整備  

⑤ その他の交通安全対策  
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２ 警戒宣言発令時 

(1) 基本方針 

警戒宣言発令時の陸上交通の混乱を防止し、避難の円滑な実施と地震防災応急

対策に係る緊急輸送を確保するため、車両又は歩行者に対し、必要な交通規制を

実施する。 

(2) 交通規制と予想される道路交通状況等 

強化地域内では、一般車両の通行を極力抑制するとともに、強化地域内への一

般車両の流入は極力制限する。東名・新東名高速道路については、一般車両の強

化地域内への流入を制限するほか、強化地域内におけるインターチェンジからの

流入を制限する。 

また、想定される地震津波から回避するため、地震情報に注視しながら海岸付

近道路への車両の通行を制限する。 

ア 東名・新東名高速道路 

  インターチェンジから一般道路へ流出する車両、インターチェンジを利用し

てＵターンで再び東名・新東名高速道路へ流入する車両、情報不足から東名・

新東名高速道路に流入しようとする車両等による混乱が予想される。東名・新

東名高速道路を走行中の車両には、低速走行に移行するよう呼びかけが行われ

る。 

イ 東名・新東名高速道路以外の幹線道路 

住民の行動は帰宅・買物・出迎え・避難等が活発化し、滞在中の観光客等の

帰宅行動も活発化する。住民が移動手段に自動車を使用し、あるいは公共輸送

機関利用者が、自家用自動車に転換するような不測の事態も起こらないとはい

えない。 

また、東名・新東名高速道路利用車両の幹線道路への乗入れによる交通量の

増大、車による移動をあきらめた放置車両の発生等により、各所に渋滞が発生

し大混乱が予想される。幹線道路を走行する車両には、低速走行に移行するよ

うに呼びかける。 

ウ その他の道路 

幹線道路を避けた自動車が裏道・生活道路等に集中し、幹線道路と同様の混

乱が予想される。また、帰宅・買物・出迎え・避難等の歩行者が、地震発生の
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危機に直面して、信号無視・車の直前直後の横断・車道の歩行など、無秩序で

危険な行動に移る場合には混乱は倍加する。 

このような異常な事態が起らないとしても、「従業員の帰宅」、「子どもの出

迎え・引取り」、「買物からの帰宅」等により一時的に交通量が増大し、警戒宣

言発令後数時間は大混乱が予想される。  

このため、防災関係機関等の行う地震防災応急対策・地域住民の避難・緊急

輸送車両の通行が円滑に行われないことも予想される。 

エ 鉄道・バス 

鉄道・バスについては、乗客等の安全を確保するために、静岡県地域防災計

画及び焼津市地域防災計画地震対策の巻に基づいて、運行規制等が行われる。 

  オ その他 

    警戒宣言が発令されると、通常の社会経済活動は抑制された状態となる。 

 

３ 地震発生時 

 (1) 基本方針 

災害応急対策を円滑に行うため、陸上交通機能の早期回復、混乱の防止等交通

を確保するための、必要な交通規制等を実施する。 

(2) 交通規制と予想される道路交通状況等 

    県公安委員会は、災害対策基本法第７６条第１項に基づき、災害応急対策の円

滑かつ的確な実施のために、一般車両の通行を禁止・制限する道路の区間または地

域を、緊急交通路として指定する。 

道路管理者は、道路の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認

められる場合は、区域を定めて道路の通行を禁止又は制限する。 

県公安委員会及び道路管理者は、相互に連絡を保ち交通規制の適切な運用を図

るとともに、道路の利用が早急かつ円滑にできるよう必要な措置を行う。 

(3) 警戒宣言発令後に発生した場合 

ア 警戒宣言発令後数時間以内に発生した場合 

自動車使用の自粛が徹底しない場合を考えると、交通渋滞に伴う混乱のピー

ク時に地震を迎えることとなり、その被害と混乱は地域に深刻な影響を与える

ことが予想される。 
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イ 警戒宣言発令後数時間以上経過後に発生した場合 

警戒宣言発令後に一時的に増大した自動車は、時間の経過とともに減少す

る。特に、緊急交通路はその機能を確保するため、原則として一般車両の通

行が禁止又は制限されることから、秩序ある交通が回復する。道路を走行す

る車両が必要最少限度の状態となった時に地震が発生した場合には、自動車

のもたらす被害と混乱は軽減されることが予想される。 

(4) 突然に発生した場合 

阪神・淡路大震災では、高速道路の高架部の落下や幹線道路の損壊により、

道路が大渋滞したことから、東海地震等の大震災時にも同様の状況が予想され

る。自動車運転者はハンドルをとられ運転は困難となり、追突・正面衝突等の

事故の発生や路上に散乱した落下物・倒壊物に乗り上げ転覆する車両も予想さ

れる。 

道路障害・信号機の機能停止、放置車両等の悪条件と負傷者の搬送、帰宅行

動、避難行動等が重なり、大混乱が生じ交通網が途絶し、救出・救助活動や消

火活動に支障を来たすことも予想される。 

 

第２節 講じようとする施策 

１ 緊急交通路等の確保 

(1) 緊急交通路等に対する迅速な交通規制 

災害発生時には、緊急輸送路及び避難路を確保し、市内の交通要点等に必要な

警察官を配置し、区域又は区間を指定して通行禁止等の交通規制を行い、災害応

急対策に従事する車両等の円滑な通行を確保する。 

(2) 緊急通行車両の事前届出の推進 

災害応急対策に従事する車両の円滑な通行を確保するため、緊急通行車両事前

届出の推進を図るとともに、変更に伴う再申請について周知徹底を図る。 

(3) 交通安全施設の整備 

  警戒宣言発令時及び地震発生時における適正な交通管理を行うため、交通監視

用カメラ、交通情報板等の交通情報の収集・提供装置の整備を図る。 

(4)  交通総量抑制対策の推進 

発災時における車両の使用の自粛についての広報啓発を推進する。 
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２ 警戒宣言発令時及び地震発生時における自動車運転者の執るべき措置の周知徹底 

警戒宣言発令時及び地震発生時における交通混乱を防止するため、各種講習会、

交通安全運動等のあらゆる機会を通じて、自動車運転者の執るべき措置の周知徹底

を図る。 

 

３ 同報系防災行政無線施設の整備等 

警戒宣言発令時及び地震発生時に適正な広報を行うため設置されている同報系

防災行政無線施設の整備･充実と適切な管理運用を図る。 

 

４ 信号用電源付加装置及び移動式交通情報車等の整備 

     地震発生時の停電に備えて設置されている信号用電源付加装置（発動発電機） 

 の整備・充実を図るとともに、警戒宣言発令時及び地震発生時に適切な広報を行 

 う移動式交通情報車等の整備に努める。 

 

５ その他の交通安全対策 

(1) 既存の道路橋の耐震補強等 

地震発生時の交通路確保を図るため、跨線橋、跨道橋や緊急輸送路上の橋梁な

どの耐震補強等を引き続き推進するとともに、関係機関へ働きかける。 

(2) 既存の鉄道構造物の耐震補強整備 

既存の鉄道構造物等の安全性を向上させるため、耐震性の強化を図るための補

強等の整備を推進するよう関係機関に働きかける。 

 (3) 避難路等の確保 

  緊急輸送路、避難路、避難地等の安全を確保するため、当該緊急輸送路等沿い

の既存建築物、建築物の落下対象物及びブロック塀等の耐震改修を促進する。 
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【用語の説明】 

【エスコートゾーン】 

  横断歩道の中央部に敷設した点字ブロック。視覚障害者が安全に車道を横断でき

る道筋を示すもの。 

 

【幹線道路】 

 自動車専用道や一般国道、主要地方道や市道で、車道の幅員が広く、通行量の多

い道路。 

 

【クロスマーク】 

  交差点での安全確保のために、交差点の存在と交差点の中央位置を示す十字また

はＴ字の路面表示。 

 

【ＴＤＭ（ Transportation Demand Management）交通需要マネジメント】  

   自動車の効率的利用や公共交通への利用転換など、交通行動の変更を促し

て、発生交通量の抑制や集中の平準化など、「交通需要の調整」を行うこと

により、道路交通混雑を緩和していく取組。   

 

【高規格救急自動車】  

人工呼吸器、半自動式除細動器等の高度な医療機器を積載し、心肺機能停止状態

の傷病者に対し救急救命士が医師の指示のもとに、薬剤を用いた静脈路確保のため

の輸液等の特定行為を車内で行うことができる車両。 

 

【交差点事故】 

   交差点内で発生した人身事故件数と、この事故から生じた全死傷者数をいう。な

お、交差点付近は含まない。 

 

【高視認性区画線】 

夜間や雨天時における視認性の確保や、居眠りや脇見による車線逸脱の防止のた

めに、ライン上にリブ部（突起）を設置したり通常よりも再帰反射効果の高いビー
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ズを使用したりする区画線、道路標示のこと。 

【高齢運転者標識（高齢者マーク）】  

高齢（70 歳以上）の自動車運転者が、車体の前後へつけることを努力義務とさ

れているマーク。 

 

【高齢者事故】 

  年齢 65 歳以上の者が第 1、第 2 及び第 3 以下の当事者となった事故件数と、高齢

者の死傷者数をいう。 

 

【コミュニティ道路】 

歩行者を優先するために、ハンプやクランクなどを組み合わせて、自動車の速度

を抑制し、自動車の通行を主たる目的とはしない道路。 

 

【自動体外式除細動器（ＡＥＤ）】  

  心室細動の際に機器が自動的に解析を行い、必要に応じて電気的なショッ

ク（除細動）を与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器。  

 

【自発光式一時停止標識】 

  太陽電池等により、夜間ＬＥＤ発光体が点滅をする一時停止規制標識。 

 

【シルバーポリス】 

  老人クラブ内はもとより、地域の交通安全活動を推進することにより、高齢者の

交通事故防止を図ることを目的とし、警察署長が委嘱する。構成員は各老人クラブ

交通安全推進員等。 

 

【生活道路】 

  その地域に生活する人が、住宅等から主要な道路に出るまでに利用する道のこと。 
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【ゾーン 30】 

市街地等における生活道路の安全対策として、地域を選定して、最高速度 30 ㎞ 

 の区域規制や路側帯の整備・拡幅等を実施する事業。 

 

【ハンドルキーパー運動】  

  自動車で飲食店に来て飲食する場合、飲まない人（ハンドルキーパー）を

決め、その人は酒を飲まず仲間を送り、飲酒運転を防止する運動。  

 

【ハンプ】 

  自動車を減速させるため、道路に設ける凸状の段差。 

 

【歩車共存道路】 

  通行空間の蛇行、狭さくやハンプ等を設置して自動車の交通量や速度を抑制する

ことで、歩行者などの安全性の向上を図り、車と歩行者との共存を図る道路。 

 

【幼児二人同乗用自転車】  

  平成 21 年 7 月の道路交通法施行規則の改正により、一定の要件を満たし

ており、自転車の安全性を示すマーク（ＢＡＡマークやＳＧマークなど）が

添付された幼児二人を同乗できる自転車。  

 「ＢＡＡマーク」  

（社）自転車協会が利用者の安全を第一に考え制定した自転車安全基準に  

適合した自転車に貼付されるマーク。  

 「ＳＧマーク」  

（財）製品安全協会が一定の日用品の安全性を保証するためのマークであ  

り、「対人賠償責任保険」が付いている。  
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