薩摩川内市交通安全計画（案）
～交通事故のない社会を目指して～
（平成１８年度～２２年度）

薩摩川内市交通安全対策会議
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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，交通安全対策基本法
（昭和 ４５ 年法律 第１１ ０号）に 基づき ，合併前の 各市町村 におい て昭和 ４６
年度以 降７ 次にわ たる交 通安全計 画を作 成し，それ ぞれの市 町村，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 きた。
市町 村合併 前後を 含む過 去１０年 間の交 通事故 発生 件数は，平成１ ３年を ピ
ークに 減少 傾向で あり，傷者 数につ いて も平成１２ 年をピ ークと して減少 傾向
となっ てい る。
特に ，平成１ ７年は 対前年 比二桁の 減少 を記録して １０年 間で最 小の数値 と
なって おり ，こ れは ，市，警察 ，関係機 関，関係 団体の みなら ず，市 民を挙 げ
た長年 にわ たる努 力がよ うやく実 りつつ あるものと 考えら れる。
しか しな がら，当 面の「くる ま社会」及び「高齢化 社会」の更 なる進 行を考
えれば ，再 び事故件 数が増 加に転 じる可 能性もあり ，決して 楽観視 できな い状
況にあ る。
また ，鉄道の 分野に おいても，事故発生 件数は僅少 であ る が，一たび 交通 事
故が発 生し た場合 には，多数 の死傷 者を 伴う重大な 事故と なるお それが常 にあ
る。
この よう な状況 から，交通 事故の 防止 は，従来にも 増して，国，県，市町村
及び関 係民 間団体，更には，市民一 人一 人が全力を 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，引き 続き，人命尊 重の理 念の下に，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 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 に基づ き，平成１ ８年度 から ２２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。
この 交通 安全計 画に基 づき，本 市にお いては，交 通の状況 や本市 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 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
我が国は ，本 格的な 人口減 少と超高 齢 化社会の到 来とい うかつ て経験し た

こ とのない 新たな 時代を 迎えよう として いる。本市も国・県 と同様 である が ，
こ のような 大きな 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。
その際，交通事故 による 被害者数 は災害 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 保も，安全で 安心な社 会
の 実現を図 って行 くため の重要な 要素で ある。した がって ，その重 要性が 認
識 され，様 々な対 策がと られてき たとこ ろであるが ，依然 として 交通事故 件
数 は高い水 準で推 移して おり，更 なる対 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 すべき である。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ない
が ，悲惨な交 通事故 の根絶 に向けて，今 ，新たな一歩 を踏み 出さな ければな
ら ない。
２

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。すべて の交通 に ついて，自動車 に対して 比較し て 弱
い 立場にあ る歩行 者，高 齢者 ，障害者 等 の交通弱者 の安全 を一層 確保する こ
と が必要と なる。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 。
３

施 策推 進に 当た って の基 本的 な考 え 方
本計画に おいて は，こ のよう な観点か ら，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 いくこと とする 。
具体的に は，交通社会 を構成 する人 間 と交通環境 という 二つの 要素につ い
て ，そ れ ら相互 の関連を 考慮し ながら ，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 。
第一に，人間に対 する安 全対策に つい ては，運転 する人間 の知 識・技能の
向 上，交 通安全意 識の徹 底，運 転の管 理 の改善を図 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
7

図 るものと する。
また，交通社 会に参加 する市 民一人 一人 が自ら交通 安全に 関する 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 充実さ せる。
第二に ，交通 環境に 係る安全 対策と し ては，機 能分担 された 道路網の 整 備 ，
交 通安全施 設等の 整備， 効果的な 交通規 制の推進を 図るも のとす る。ま た ，
交 通環境の 整備に 当たっ ては，人優先 の 考えの下 ，人間 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 のとする 。特に ，道路 交通に おいて
は ，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。
さらに，交通事故 が発生 した場合 に，その被害を 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 。特に ，犯罪 被 害
者 等基本法（平成１ ６年法 律第１ ６１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 るものとす る。
交通事故 防止の ために は，国，県及 び 市町村，関 係民間団 体等が 緊密な連
携 の下に施 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 ることか ら，国 ，県及び 市町村 の行う交 通の安 全 に
関 する施策 に計画 段階か ら市民の 参加で きる仕組み 作り ，市民 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 進する。
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第１部
第１章

道路交通の安全

道路交通事故のない社会を目指して

安全で安心な社会を実現するためには，高齢者，障害者等を含むすべての
人々が ，相互 理解と 思いやり をもっ て行 動する共生 の交通 社会の 形成を図 るこ
とが必 要で ある。
平成 １６年 度に実 施した 交通安全 に関す る国民の意 識調査（ 交通安 全意識 等
に関す るア ンケー ト調査）に よると，多 くの人が，道 路交通 事故をゼ ロにす べ
き，あ るいは，大 幅に減 少させ るべきと 考えている。また，多く の人が，交 通
情勢が より 悪化す る方向 に向かっ ている とも回答し ており，死者数が 減少す る
中で事 故件 数が増 加して いること が，こ のような国 民意識 につな がってい るも
のと推 測さ れる。
今後 は，死 者数の 一層の減 少に取 り組 むとともに，併せて，事 故その ものの
減少を も十 分考慮 した更 に積極的 な取組 が必要であ り，地域 の交通事 情等を 踏
まえた 上で ，それ ぞれの 地域にお ける活 動を強化し ていく ことが 重要であ る 。
特に 地方公 共団体 にあっ ては，交通 安全 に関する新 たな仕 組みづ くりや方 策
を生み 出し ていく など， その果た す役割 には大きな ものが あり， 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 求めら れる。更 に防犯 や防災 と併
せて，地域 の安全と して考 えてい くこと も，地域に おける取 組を進 める上 で有
効であ る。
第２章

道路交通安全についての目標

第１節

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
過 去１ ０年間 の（合併 前市町 村の集 計を含む）本市にお ける交 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) 発生件数は ，平成 １３年 の８０１ 件 をピークに ，そ の後平 成１４ 年は７
３０件に減 少し，平成１７ 年は過 去１０ 年間の最小 値の６ ３７件 となっ て
いる。
(2) 傷者数は，平 成１２ 年の９ ９ ９件を ピークに， その後 減少傾 向に転 じ ，
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平 成１７年 は過去 １０年 間の最小 値の７ ８９件とな ってい る。
(3) 死者数は，最大 １２名（ 平成８年），最小６名（平 成１０ 年）で，毎 年
１ ０名前後 を推移 し，平 均で９． ３名と なっている 。
(4) 全 死 傷 者 中 の 高 齢 者 比 率 は 最 小 １ ２ ％ か ら 最 大 １ ８ ％ の 間 を 推 移 し て
お り，全体 として 微増傾 向にある 。
(5) 死者中の高齢 者比率 は各年ば らつき があるが，平均す ると毎 年４．７ 人
で 約半数（５０ ．１ ％）を高齢 者が占め ている 。また ，平成 １６ ，１７ 年
の ２年間で は全死 者中の ８８％が 高齢者 となってい る。
(6) 免許保有者数 は，平 成１６年 まで右 肩上がりに 増加し てきた が，平成 １
７ 年に初め て減少 に転じ ている。し かし ，免許人口比 は漸増 してお り，し
ば らくはこ の傾向 が続く ものと思 われる 。
近年，交通事 故が減 少して いる理由 とし ては，道路交 通環境 の整備，交通
安 全思想の 普及徹 底，安全 運転の確 保，車両の安全 性の確 保，道路 交通秩序
の 維持，救 助・救 急活動の 充実等 の諸対 策が効果を 発揮し ている ものと考 え
ら れる。
【参考

1

事故発生状況，高齢死傷者数，運転免許保有者数・高齢者人口の推移】

事故発生状況
H８
年次

H９

H１０

H１１

H１２

発生件数
689
695
747
726
779
傷者数
874
864
893
859
999
死者数
12
11
6
11
10
死傷者合計
886
875
899
870
1009
（県警察本部交通部交通企画課：交通事故統計分析表による）

2

高齢死傷者数
H８
年次

H９

H１０

H１１

H１２

H１３

801
983
7
990

H１３

高齢傷者数
高齢死者数

113
114
104
131
134
129
6
4
1
6
6
2
高齢死傷者合計数
119
118
105
137
140
131
死者中高齢者比率
50%
36%
17%
55%
60%
29%
死傷者中高齢者比率
13%
13%
12%
16%
14%
13%
（県警察本部：市町村別交通事故実態，川内警察署：交通白書等による）

3

運転免許保有者数･高齢者人口
H８
H９
H１０
年次

H１１

H１２

人口推移
免許保有者
免許人口比
高齢者数

H１３

106496 106365
105707
105364
105464
105361
59831 60914
61935
62634
63313
64118
56%
57%
59%
59%
60%
61%
23830 24383
24975
25250
25606
25923
高齢者人口比
22%
23%
24%
24%
24%
25%
（人口推移は平成12年・17年は国勢調査，その外は10月1日の推計人口）
（免許人口は，毎年12月31日現在数）

２

H１４

730
921
10
931

H１４

146
5
151
50%
16%

H１４

104798
64826
62%
26277
25%

H１５

740
920
10
930

H１５

139
3
142
30%
15%

H１５

H１６

731
883
8
891

H１６

157
7
164
88%
18%

H１６

H１７

637
789
8
797

H１７

121
7
128
88%
16%

H１７

104021 103412 102370
65559 66150 66103
63%
64%
65%
26493 26601 26702
25%
26%
26%

道 路交 通事 故の 見通 し
将来の交 通事 故 の状況 について は，正 確に見極め 難いと ころで あるが ，さ

ら なる高齢 化社会 の進行 により ，死傷 者 中死亡比率 の高い 高齢者 人口が増 加
す ることは 明白で ある。また ，運転免 許 保有者数に 占める 高齢者 の増加に 伴
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い ，高 齢 運転者 が第 1 当事者と なる事 故 が増加する ことは 明らか で，道 路 交
通 にも大き な影響 を与え るものと 考えら れる。
第２節

交 通安 全計 画に おけ る目 標

交通 事故 のない 社会を 達成する ことが 究極の目標 である が，中期的 には平 成
１５年 初め に国が 設定し た「１０ 年間で 交通事故死 者数を 半減し，世界一 安全
な道路 交通 の実現 を目指 す」という 目標 を受けて本 市でも その実 現を図る こと
とし，具体 的な数 値目標 として，本計画 の 計画期間で ある平 成２２ 年までに は ，
年間の 死者 数を６ 人以下（ 平成１ ７年の ２割削減）にするこ とを目 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 かかる 死者数 の減少で ある
が，今 後は さらに ，死者数 減少を 始めと す る交通安全 対策を 実施す るにあた り ，
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２２ 年
までに 発生 件数を 年間５ ００件以 下，死 傷者数を年 間６３ ０人以 下とする こと
を目指 すも のとす る。（ 平成１７ 年の２ 割以上削減 ）
その ため，本市は，市 民の理 解と協力 の下，第３章 に掲げ た諸施策 を総合 的
かつ強 力に 推進す る。
第３章

道路交通安全についての対策

第１節

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負傷者数が減少してきていることにかんがみる
と，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。この ため，従来 の交通安全 対策を 基本と しつつ，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 れる新規施 策を推 進 する ため，今 後の
交通情 勢等 を踏ま え，特に，次のよ うな 視点を重視 して対 策の推 進を図っ てい
くべき であ る。
◎

最 重点

１

少 子高 齢社 会へ の対 応
本市は交通事故による死者の中で高齢者の占める割合が極めて高いこと
（平 成１７ ，１８年の 事故死 者中８ ８％ が高齢者 ），また ，今 後におい ても
本市 の高齢 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，高齢者 が主と して歩行 及び自 転車，電動車イス 等を交 通手段 として利 用
5

する 場合と，自動車 を運転 する場合 のそ 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 が喫緊 の課題で ある。
ま た，高齢者が 交通社 会に参 加する ことを可能 にする ため，バ リアフ リー
化さ れた道 路交通 環境の 形成を図 るとと もに，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交通安全活動を実施していくこ
とや ，地域に おける 生活に 密着した 交通 安全活動を 充実さ せるこ とも重要 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 もを事 故から 守る必 要性が一 層求め られ，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 る。
◎

重点

１

歩 行者 の安 全確 保
安全で安心な 社会の 実現を図 るため には，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 ，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 ある。

２

市 民自 らの 意識 改革
交 通社 会に参 加する すべての 市民が ，交通事故 のない社 会を目 指し，交 通
事故 を起こ さない ，交通 事故にあ わない という意識 を再認 識すべ きであ る 。
そ のた めには，交通安全 教育や 交通 安全に関す る広報 啓発活 動を一層 充実
すべ きであ るが，一 方的な 情報提供 や呼 び掛けでは 効果は 限定的 であるこ と
から ，多くの 市民が 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 持つよ うにな ることが 重要で ある。
こ のた め，住民 が，身近な 地域や団 体において，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かか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 ある。
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第２節
１

講 じよ うと する 施策

高齢者 交通 安全 対策 の充 実・ 強化
本 市の高齢 化率は ２５．７ ％と高 水準で ある。また，本計画 期間内 におけ

る 高齢者人 口，高齢免 許保有 者数とも に 更に増加す ること が予想 されるこ と
か ら，高 齢者が 被害者と なる交 通事故 や ，高齢 運 転者が 第１当事 者とな る 交
通 事故も増 加する ことが 懸念され るため ，本市に おいて は，高 齢者の 交通事
故 防止を最 重要課 題とし て捉え ，以下 に 述べる施策 の中で ，バリ アフリ ー 化
な ど道路交 通環境 の整備 や，地 域に密 着 した交通安 全活動 の推進 ，高齢 者 交
通 安全指導 者の養 成等特 に高齢者 に配慮 した施策を 重点的 に推進 し，高齢者
が 安全にか つ安心 して移 動できる 交通社 会を形成す る。
２

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 るが，今後はさ らに ，身
近な生活道路を始めとして人優先の道路交通環境整備の強化を図っていく
必要 がある 。
道 路交 通事故 につい ては，道 路種別 ，沿道条件 ，道路 構造， 交通状況 等 ，
発生 地点付 近の道 路交通 環境が大 きく影 響している ものと 考えら れるた め，
高規格幹線道路から生活道路に至る適切に機能分担された安全な道路交通
網の 体系的 整備を 進め，緊 急に交通 の安 全を確保す る必要 がある 道路にお い
て，交通安 全施設 等の整備 ，効果的 な交 通規制の推 進等に より安 全な道路 交
通環 境を形 成する ことと する。
交 通安 全施設 等の整 備に当た っては ，事故が多発 してい るなど 現 に問題 が
生じ ている 箇所に 対して 重点的に 実施す ることとし，当該箇 所にお ける事 故
の特 性や発 生要因 につい て分析を 行い，その結果を 踏まえ て対策 を立案・実
施す る。
道路交通の 安全の 確保は，道 路を利 用す る人々の日 常の生 活，経済・社 会
活動 と密接 に関係 するこ とから ，地 域住 民や職業運 転者等 の意見 を道路交 通
環境 の整備 に反映 させる とともに ，身近 な道路の交 通安全 対策の 立案に地 域
住民 等が主 体的に 参加で きる機会 を充実 するととも に，進捗 状況，効 果等 に
つい て公表 を行う ことと する。

(1) 人優先の安全 ・安心 な歩行空 間の整 備
これまで一 定 の成 果を挙 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 分とは言 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
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て 深刻であ る。こ のため ，身近 な生活道 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 の推進
小学校 ，幼稚 園，保 育所及 び児童館 等 に通う児童 や幼児 の通行 の安全

を確保する ため ，通学路 等の歩 道整備 や ガードレー ルの設 置等を 積極的
に推進する 。
イ

生活道 路にお ける交 通安全対 策の推 進
死傷事 故発生 率が 高い住 居系 地区又 は商 業系地 区で， その 外縁を 幹線

道路が構成 するあ んしん 歩行エリ ア（向 田・平佐地 区，大小 路地区の ２
カ所）につ いて，警 察及び道 路管理 者が 連携して，面的かつ 総合的 な事
故抑止対策 を実施 する。
警察におい 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 するこ ととし ，道路 管 理者におい ては ，外周 幹線道 路
の通行を円 滑化し ，エリア 内への 通過車 両の流入を 抑制す るため の対策
を進めるほ か，エリア 内での ハンプ（車 道の一部を 盛り上 げる 。），ク
ランク（ 車道を ジグザグ にする 。）等を 設定し，歩行者 や自転車 の通行
を優先する区画や歩道の整備，歩行空間のバリアフリー化等を推進す
る。
また，あ んしん 歩行エ リア以外 の生活 道 路において も，警察と 道路管
理者が連携 し，自動車の 速度の 抑制，道 路の形状や 交差点 の存在 の運転
者への明示 ，歩 車それぞ れの通 行区分 の 明示等を進 め，歩車が共 存する
安全で安心 な道路 空間を 創出する ための 取組を推進 する。
ウ

バリア フリー 化を始 めとする 歩行空 間等の整備

(ｱ) 歩 行 者 及 び 自 転 車 の 交 通 事 故 が 発 生 す る 危 険 性 の 高 い 区 間 等 に つ い
て，改築 事業等 による整 備と併 せて歩 道 及び自転車 道等の 整備を 引き続
き重点 的に 実施す 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 ，コミュ ニティ道路（歩車 分離を 図る と
ともに，クラン クやハン プ等自 動車の 走 行速度を低 減させ る道路 構造を
採用するこ とで，安 全で快 適な歩 行空間 の形成を図 った道 路），歩車 共
存道路（ 歩道等の 設置が 困難な 場合にお いて，ハ ンプや狭 さく等 を組 み
合わせるこ とによ り車の 速度を抑 制し ，歩行者の安 全な通 行を確 保する
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・可
変化・自 発光化 ，標示 板の共 架，設置場 所の統合 ・改善 ，道路 表示の 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
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分かりやす い道路 標識・ 道路標示 とする など視認性 の向上 を図る 。
(ｲ) 高齢者，障害 者等の 自立した 日常生 活及び社会 生活を 確保す るた め ，
ユニバーサルデザイン（誰にでも使いやすい設計）の考え方に
基づき， 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，バ リアフ リー対応 型信号機（道路横 断時の 安全 を
確保する機 能を付 加した もの），歩行者 用休憩施設 ，自転 車駐車 場，障
害者用駐車 ます等 を有す る自動車 駐車場 等を整備す るとと もに，改築 事
業 等と併せ た無電 柱化を 推進する 。あわ せて，信号 灯器のＬ ＥＤ化，道
路標識の高 輝度化 等を推 進する。
特に，交通バ リアフリ ー法に 基づき ，重 点整備地区 に定め られた 駅の
周辺地区等（ＪＲ 川内駅 周辺）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，各種 整備が 面的か つネットワ ークと して行 われる
よう配慮す る。
(2) 道路ネットワ ークの 整備と規 格の高 い道路の利 用促進
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 。また，一 般道路 に比べ て安全性 が高 い高規格幹 線道路 ，地域高 規格道
路 等の利用 促進を 図る。
ア

適切に 機能分 担され た道路網 の整備

(ｱ) 自動車，自転車，歩行者 等の異種 交 通を分離し，交通流 の純化 を促進
するため ，高規 格幹線道 路から 生活内 道 路に至るネ ットワ ークを 体系的
に整備する ととも に，自 転車・歩行者 専 用道路等の 整備を 積極的 に推進
する。
(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 ，
地域高規格 道路等 の整備 を推進し，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 る。
(ｳ) 通過交通と域 内交通 の効果的 な分散 により，都市部に おける 道路の 著
しい混雑 ，交通 事故の 多発等の 防止を 図 るため，バイパ ス等の 整備を推
進する。
(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 ，区画道 路にお けるコ ミュニテ
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ィ道路や歩 車共存 道路等 の交通安 全施設 の整備等を 総合的 に実施 す る 。
(ｵ) 市民 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，２環状８ 放
射道路網の 整備，空港への アクセ ス道路（川内宮之 城道路）の地域 高規
格化道路へ の格上 げ，南九州 西回り 自動 車道の整備 に合わ せたイ ンター
チェンジ周 辺及び アクセ ス道路の 整備等 を実施する。甑島地 区にあっ て
は，藺牟田 ・瀬戸 架橋の 整備に合 わせた 甑島縦貫道 の整備 を促進 する 。
※２環状８放射道路網
内環状道路～中心市街地を内側で環状に取り巻く道路
外環状道路～中心市街地を外側で環状に取り巻 く道路
放射道路～

国道３号，国道３号バイパス，国道２６７号，主要地方道川内・郡山線，主要
地 方 道 川 内・加 治 木 線 ，主 要 地 方 道 川 内・串 木 野 線 ，主 要 地 方 道 京 泊・大 小 路 線 ，
一般県道山崎・川内線

イ

改築に よる道 路交通 環境の整 備
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 の改築事 業を強 力に推進す る。
(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
を設置する ための 既存道 路の拡幅 ，小 規 模バイパス の建設 と併せ た道路
空間の再配 分，自転車の 通行を 歩行者 や 車両と分 離 するた めの自 転車道
の設置など ，道 路交通の 安全に 寄与す る 道路の改築 事業を 積極的 に推進
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 コンパ クト化， 立体交 差化等を推 進する 。
(ｳ) 一般道路の新 設・改築 に当た っては ，交通安全 施設に ついても 併せて
整備するこ ととし ，道 路標識 ，中央 帯，車両停車帯 ，道 路照明 ，防護 さ
く等の整備 を図る 。
(ｴ) 道 路 の 機 能 と 沿 道 の 土 地 利 用 を 含 め た 道 路 の 利 用 実 態 と の 調 和 を 図
ることが交 通の安 全の確 保に資す ること から，交 通流の 実態を踏 まえ つ
つ，沿道か らのアク セスを 考慮し た副道 等の整備，植樹帯の 設置，路 上
駐停車対策 等の推 進を図 る。
(ｵ) 商 業 系 地 区 等 に お け る 歩 行 者 及 び 自 転 車 利 用 者 の 安 全 で 快 適 な 通 行
空間を確保 するた め，こ れらの 者の交通 量や通行の 状況に 即して ，幅 の
広い歩道 ，自転車 道，コ ミュニ ティ道路 ，歩車共 存道路，車両の 通行 を
禁止又は制 限した ショッ ピングモ ール（ 買い物散歩 道）等 の整備 を推 進
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する。
(ｶ) 甑島等の山間 部にあ っては ，車両同 士の衝突事 故を防 止する ため，道
路の拡幅に よる離 合困難 な狭路の 解消 ，カーブの婉 曲化 ，急勾 配の改善
を図る。
(ｷ) 交通混雑が 著 しい都 心地区 ，鉄道駅 周辺地区等 におい て，人 と車の 交
通を体系的 に分離 すると ともに ，歩行 者 空間の拡大 を図る ため ，地区周
辺の幹線道 路，交 通広場 等の総合 的な整 備を推進す る。
(ｸ) 歴史的街 並み や史 跡等 卓越 した 歴史 的環境 の残 る地 区に おい て， 地区
内の交通と 観光交 通，通 過交通 を適切に 分離するた め，歴 史的地 区へ の
誘導路，地区内の 生活道 路，歴 史的み ち すじ等の整 備を体 系的に 推進す
る。
(3) 交通安全施設 等整備 事業の推 進
特に交通の 安全を 確保す る必要が ある道 路について，警察及 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 により計 画的か
つ 重点的に 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。
ア

歩行者 等の安 全通行 の確保
死傷事故発 生割合 の高い 地区をあ んしん 歩行エリア として 指定の 上 ，

面的かつ総 合的な 事故抑 止対策を 実施し ，エリア内 の死傷 事故の抑 止を
図る。また ，交通 バリア フリー法 の特定 経路を構成 する道 路にお い て ，
バリアフリ ー対応 型信号 機の整備 や歩道 の段差，勾 配等の 改善等歩 行空
間のバリア フリー 化を推 進する。
イ

幹線道 路等に おける 交通の安 全と円 滑の確保
死傷事故発 生 率が 高く ，又は 死傷事 故が 多発してい る交差 点・単路を

事故危険箇 所（交 通事故 多発地点 ）とし て選定の上 ，集中 的に交 通安全
施設等を整 備し， 対策実 施箇所の 死傷事 故の抑止を 図る。
(4) 効果的な交通 規制の 推進
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 ，効 果的な 交通規制 を
行 う。
ア

地域の 特性に 応じた 交通規制
主として 通 過交通 の用に 供される 道路に ついては，交通流 を整序 化す
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るための交 通規制 を，また ，主と して地 域交通の用 に供さ れる道 路につ
いては，通 過交通 の流入 を抑制す るため の交通規制 を，さ らに，主 とし
て歩行者及 び自転 車利用 者の用に 供され る道路につ いては ，歩行者 及び
自転車利用 者の安 全を確 保するた めの交 通規制を強 化する 。
特に，生活の 場である 住居系 地区等 にお いては ，スク ールゾー ンにお
ける車の進入規制など歩行者等の安全の確保に重点を置いた交通規制
を実施し， 安全安 心な歩 行エリア の形成 を図る。
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
い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 図る。
ウ

高速道 路にお ける交 通規制
新規供用の 高速道 路につ 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。ま た，交通事故 ，異常 気象等 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 迅速かつ 的 確に実施し ，二次障害 の防止 を
図る。
(5) 地域住民等 と 一体と なった道 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 たって 地域住 民や 道路利用者 の意見 を十分 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 利用の 実態及 び交通の
状況が異なることから，地域の実情を踏まえた道路交通環境の整備を行
う。
ア

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積極的に推進
する。
また，交通 安全対 策に関 して住民 が計画 段階から実 施全般 にわた り積
極的に参加 できる ような 仕組みを つくり ，行政と市 民の連 携による 交通
安全対策を 推進す るとと もに ，事業の 進 捗状況 ，効果 等につい て積極 的
に公表する 。
(6) 効果的で重点 的な事 故対策の 推進
12

特に交通の 安全を 確保す る必要が ある道 路について，社会資 本整備重 点
計 画に基づ き，交通安 全施設等 を重点 的 に整備する ことと し，安全かつ 円
滑 ・快適な 交通環 境の確 立を図る 。
ア

事故危 険箇所 （事故 多発地点 ）対策 の推進
死傷事故率 が高く ，又 は死傷 事故が 多発 している交 差点・単路 を指定

した「事故 多発地 点」につ いて，警察及 び道路管理 者が連 携して 集中的
な事故防止 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，歩 車分離 式信号 の運用， 道路標 識の高輝度 化等， 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 護さく ，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 。また，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 による夜 間事故 対策を推進 する。
イ

地域に 応 じた 安全の 確保
交通の安全 は ，地域に 根ざし た課題 であ ることにか んがみ ，沿 道の地

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。
また，冬期 の安全 な道路 交通を確 保する ため，冬期 積雪・ 凍結路 面対
策として適 時適切 な除雪 や凍結防 止剤散 布の実施を 推進す る。
ウ

交通事 故多発 地域に 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，最高 速度の 指定，追越

しのための右側部分はみ出し通行禁止等の効果的な交通規制を重点的
に実施する 。
エ

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 。
(7)

南九州西回り自動車道の整備にむけた事故防止対策の推進
安全で円滑 な自動 車交通 を確保す るため ，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
いない二車 線の区 間（暫 定供用区 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（簡易分離施
設）の 設置 ，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
等分離対策 の強化 を図る 。ま た，逆走に よる事故防 止のた めの標 識や路
13

面標示の整 備を図 るとと もに広報 紙等に よる啓発を 図るな ど，総合 的な
事故防止対 策を推 進する 。
(8) 円滑・快適で 安全な 道路交通 環境の 整備
道路を円滑・快適 に利用 するた め，休 憩 場所の提供 や分か 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 を推進 する 。
ア

円滑・ 快適で 安全な 道路交通 環境の 整備

(ｱ) 過労運転に伴 う事故 防止や近 年の高 齢運転者等 の増加 に対 応 して ，都
市間の一般 道路に おいて 追越しの ための 付加車線や「道の 駅」な どの 休
暇施設等の 整備を 積極的 に推進す る。
(ｲ) 分かりやすく 使いや すい道路 交通環 境を整備し，安全で 円滑な 交通の
確保を図る ため ，利用者 のニー ズに即 し た系統的で 分かり やすい 案内標
識等の整備 を推進 する。
イ

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 用及び占有 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 ，実態把握 ，強力
な指導取締 により その排 除を行い ，特 に 違法広告物 につい ては ，屋外 広
告物法に基づく簡易除去等を実施するなど重点的にその是正を実施す
る。さ らに ，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
して積極的 に行い ，道路 の愛護思 想の普 及を図る。
(ｳ) 道路の掘り返 しの規 制等
道路の掘り 返しを 行う占 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 事前に 調整す
る。さ らに ，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。
ウ

自転車 利用環 境の総 合的整備

(ｱ) 自転車や歩行 者，自動車の 交通量 に 応じて歩行 者，自動車 とも分離 さ
れた自転車 専用道 路等，自転車 が走行可 能な幅の広 い歩道 である 自転 車
歩行者道 ，路肩の カラー 舗装化 や縁石の 設置等によ り自転 車走行 空間 を
整備する。
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(ｲ) 自転車等の駐 車対策 について は ，自 転車の安全 利用の 促進及 び自転車
等の駐車対 策の総 合的推 進に関す る法律（昭和 55 年法律第 87 号）に よ
る施策を総 合的に 推進し ， さらに ，自転 車駐車場 の 整備と あいま っ て，
自転車等利用者の通行の安全を確保するための計画的な交通規制を実
施する。
(ｳ) 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，自治
体，道路 管理者 ，警 察，鉄 道事業 者等が 適切な協力 関係を 保持す る。ま
た，効率 的・総合 的な自 転車駐 車場の整 備を推進す るとと もに，地域 の
状況に応じ ，条例 の制定 等によ る駅前広 場及び道路 に放置 されて いる 自
転車等の整 理・撤 去等の 推進を図 る。
(9) 総合的な駐車 対策の 推進
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 じた総 合的な駐車 対策を 推進す る。
ア

秩序あ る駐車 の推進
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 化と，道 路の区 間ごと の交通 環境や道路 構造の 特性等 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 配慮し 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 。
イ

駐車場 等の整 備
路上におけ る無秩 序な駐 車を抑制 し，安 全かつ円滑 な道路 交通を 確保

するため ，駐 車規制及 び違法 駐車の取 締 りの推進と 併せ ，駐車 場の整 備
と有効利用 を推進 するた めに，大 規模な 建築物に対 しては 駐車場 の整備
を 義務付け るとと もに ，各種 補助制度 ，融資制度や 税制上 の優遇 措置等
を活用した 民間駐 車場の 整備を促 進する 。
また，交通 結節点 等重点的 に駐車 場の整 備を図るべ き地域 におい て は ，
交通安全施 設等整 備事業 や有料融 資事業（無利子 貸付制 度）等 を活用 し
た公共駐車 場の整 備を積 極的に推 進する 。
ウ

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 ，
住民の理解と協力を得ながら違法駐車締め出し気運の醸成・高揚を図
る。
(10)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
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豪雨・豪雪，地震，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 するた め，橋梁 の耐震 補強，津波浸 水
域を回避す る高規 格幹線 道路等の 整備 ，法面補強等 の防災 対策整 備を推
進する。
また，地震 ・津波等 の災害 発生時 に，避 難場所等と なる「道の 駅」 に
ついて防災 拠点と しての 活用を推 進する 。
イ

災害発 生時に おける 交通規制
災害発生時 は ，必要に 応じて 緊急交 通路 を確保し ，そ れに伴う 混乱を

最小限に抑 えるた め，被災 地への 車両の 流入抑制等 の交通 規制を 迅速か
つ的確に実 施する 。
また，災害 対策基 本法（ 昭和 36 年法律 第 223 号）によ る通行 禁止等
の交通規制 を的確 かつ迅 速に行う ため，信号制御に より被 災地へ の車両
の流入を抑 制する ととも に，迂 回指示 ・広報を行い ，あ わせて ，災害 の
状況や交通規制等に関する情報を提供する交通情報板等の整備を推進
する。
(11)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，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。
イ

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 防止に

資するとと もに ，都市 におけ る良好な 生 活環境づく り等を 図るた め，社
会資本整備 重点計 画等に 基づき， 公園等 の整備を推 進する 。
さらに，公 立の小 学校，中学校及 び高等 学校の校庭 及び体 育施設 ，社
会福祉施設 の園庭 等の開 放の促進 を図る 。
ウ

無電柱 化の推 進
安全で快適 な通行 空間の 確保，都 市景観 の向上，都 市災害 の 防止 ，情

報通信ネットワークの信頼性の向上等の観点から無電柱化を一層推進
するため ，「 無電柱化 推進計 画」に 基づ き，まち なかの 幹線道路 だけで
なく，主要 な非幹 線道路 も含めて ，面的 に無電柱化 を推進 する。
３

交 通安 全思 想の 普及 徹底
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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 ，交 通安全 教育
指 針（平成 10 年国家公 安委員 会告示第 15 号）等を活用し，幼児か ら成人 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 ととも に，普 及啓発活 動にあたっ ては，自治体 ，警察 ，学
校 ，関係民 間団体，地域社会 及び家 庭が それぞれの 特性を 生かし，互いに 連
携 を取りな がら地 域ぐる みの活動 が推進 されるよう 促すこ ととす 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
幼児に対す る交通 安全教 育は ，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 。
幼稚園・保育所 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 ，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 ，紙
芝居や視聴 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，指導資料 の 作成，教職員 の指導力 の向上 及
び教材・教 具の整 備を推 進する。
児童館及び 児童ク ラブに おいては ，主と して幼児を 対象に ，遊 びによ
る生活指導 の一環 として ，交通安 全に関 する指導を 推進す るとと もに ，
母親クラブ 等の組 織化を 促進し， その活 動の強化を 図る。
関係機関・団 体は ，幼児 の心身の 発達や 交通状況等 の地域 の実情 を踏
まえた幅広 い教材 ・教具 ・情 報の提供 等 を行 うこと により ，幼稚 園・ 保
育所等にお いて行 われる 交通安全 教育の 支援を行う ととも に，幼児 の保
護者が常に 幼児の 手本と なって安 全に道 路を通行す るなど ，家庭に おい
て適切な指導ができるよう保護者に対する交通安全講習会等の実施に
努める。
また，交通 ボラン ティア による幼 児に対 する通園時 の安全 な行動 の指
導，保護者 を対象 とした 交通安全 講習会 等の開催を 促進す る。
イ

児童・ 生徒に 対する 交通安全 教育
小学校児童 に対す る交通 安全教育 は，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 し，中
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学・高 校生に 対する交 通安全 教育は ，自 転車及び二 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 。
小学校にお いては ，学級 活動・児 童会活 動・学校行 事等の 特別活 動 ，
総合的な学 習の時 間等を 中心に ，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 ，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。
また，交通少 年団の 結成を 促進し，児 童自 らの交通安 全意識 を高め る 。
中学校にお いては ，学校 教育活動 全体を 通じて，上 記に加 え，自 動車
等の特性 ，標 識等の意 味，応急手 当等に ついても交 通安全 教育を 実施す
る。
高等学校においては，上記の事柄について更に理解を深めるととも
に，二輪免 許取得 者に対す る実技 指導等 を含む実践 的な交 通安全 教育の
充実を図る 。ま た，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，将来の 運転者 として備え ておく べき安 全意識
を醸成する ための 参加・ 体験・実 践型の 交通安全教 育を推 進する 。
これらの小 ・中・ 高等学 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 料等を作成・配布す 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 た心
肺蘇生法も 含めた 研修会 ，交通安 全教育 実践地域事 業等を 実施す る 。
また，関係 機関・ 団体に あっては ，各学 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 児童・ 生徒に
対する補完 的な交 通安全 教育を推 進し，交通安全活 動への 積極的 な参加
を促す。
ウ

成人に 対する 交通安 全教育
成人に対す る交通 安全教 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 能力の 向上，交 通事
故の悲惨さ に対す る理解，交 通安全 意識・交通マナー の向上 を目標 と し ，
県公安委員 会が行 う各種 講習，自 動車教 習所が行う 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
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通安全 教育 を中心 として 行う。
事業所にお いては ，自 主的な 安全運 転管 理を徹底す るため ，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
加させる。
また，社会人 を対象と した学 級・講座な どにおける 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
動を推進す る。
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・ 団体と 連携し ，交通安 全教育 の充実に努 める。
エ

高齢者 に対す る交通 安全教 育
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

又は運転者 として の行動 に及ぼす 影響を 理解させる ととも に，必要 な実
践的技能及 び交通 ルール 等の知識 を習得 させること を目標 とする 。
高齢者に対 する交 通安全 教育を推 進する ため，県及び 市町村は ，シル
バーリーダ ー（ 高齢者交 通安全 指導員 ）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 とともに，自治会 に対して 交通
安全いきい きクラ ブの結 成を働き かける 。
高齢歩行者 に対し ては ，交通 安全協 会が 主催する「シ ルバーナ イトス
クール」や当 市の事業 として 警察，自動 車 学校と連携 して行 ってい る「 高
齢者交通安 全いき いきス クール」 への参 加を積極的 に呼び かける ほ か ，
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 。電動 車いすを利 用する 高齢者 に対し
ては，電動 車いす の販売 会社等と 連携し て，購入時 の指導・助言を 徹底
するととも に ，随時 ，電動 車イス 講習会 を開催して 安全利 用に向 けた交
通安全教育 の促進 に努め る。
交通安全教育を受ける機会が少ない高齢者や老人クラブ未加入者に
対しては ，民 生委員や シルバ ーサポー ト 隊，交 通安全 母の会に よる家 庭
訪問による 個別指 導の他，自治会 長等を 中心とした 地域ぐ るみの 指導が
行われるよ うに努 める。
また，高 齢運転 者に対 しては ，当市 の事 業として関 係機関 ・団 体，自
動車教習所 等と連 携して 行ってい る「高 齢者ゆうゆ うドラ イビン グスク
ール」の積極 的な広報 に努め ，高 齢運転 者の受講機 会の拡 大を図 るとと
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もに，更新時 講習の適 性検査 の充実強 化 を図り ，認知 症の疑い のある 運
転者の把握 に努め ると共 に，個々 の運転 適性に応じ て運転 継続の 可否を
よりきめ細 かく判 断でき るように する必 要が ある。
さらに ，地域 及び家庭 におい て適切 な助 言等が行わ れるよ う，ＰＴＡ
や交通安全 母の会 ，高齢 者クラブ 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 。
オ

障害者 に対す る交通 安全教育
障害者に対 しては ，地域 における 福祉活 動の場を利 用する などし て ，

交通安全教 育を推 進する 。
(2) 効果的な交通 安全教 育の推進
交通安全教 育を行 うに当 たっては ，参加・体験・実 践型の教 育方法 を積
極 的に活用 し ，受講者 が安全 に道路 を通 行するため に必要 な技能 や知識を
習 得できる ように 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 ，
相 互の連携 を図り ながら 交通安全 教育を 推進する。
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。
(3) 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
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 ，
関係する機 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 。
交通安全運 動の重 点施策 としては ，高齢 者の交通事 故防止 ，子 どもの
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，夜 間（ 特に薄暮 時）におけ る交通事 故防止 ，二輪車 ・自 転車の 安全
利用の推進 ，飲酒運転 の根絶 等，全市的 な交通情勢 に即し た事項 を設定
する。
また，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 く住民に周 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。
さらに ，効果 的な運動 を実施 するた め，必要により 地域の 実態に 応じ
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た運動重点 を定め ，事 故実態 ，住 民のニ ーズ等を踏 まえた 実施に 努める
とともに，地域に 密着した きめ細 かい活 動が期待で きる民 間団体 及び交
通ボランテ ィアの 参加促 進を図り ，参加・体験・実 践型の 交通安全 教室
の開催等に より，交通事故 を身近 なもの として意識 させる 交通安 全活動
を促進する 。
イ

自転車 の安全 利用の 推進
自転車は，本来車 両であ ること，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。
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 り付け を促進 する。
ウ

後部座 席等に おける シートベ ルト着 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 を深め ，後

部座席を含 めた着 用の推 進を図る 。（平 成１７年１ ０月現 在にお ける一
般道の シー トベル ト着用 率は，運 転席９ ２．４％， 助手席 ８０． ３％ ，
後部座席８ ．１ ％（鹿 児島県 は９６ ．２ ％，警察 庁と社 団法人日 本自動
車連盟の合 同調査 による 。））
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。
エ

チャイ ルドシ ートの 正しい着 用の徹 底
チャイルド シート の着用 効果及び 正しい 着用方法に ついて ，着用 推進

シンボルマ ーク等 を活用 しつつ，幼稚園・保育所，病院等 と連携し た保
護者に対す る効果 的な広 報啓発・指 導に 努め，正しい 着用の 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１７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 ４ ９ ．
１％，５歳児 ３０ ．４％（な お，本県は ４２．０％ ，警察 庁と社 団法人
日本自動車 連盟の 合同調 査による 。）） 。
また，本市 で実施 してい る購入助 成制度 や交通安全 協会の 実施し てい
るレンタル 制度に ついて 広報に努 め，チ ャイルドシ ートを 購入 ，利用 し
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やすい環境 づくり を促進 する。
オ

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。
反射材の普 及に際 しては ，特 定の年 齢層 に偏ること なく全 年齢層 を対
象とし，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 。
カ

効果的 な広報 の実施
交通安全に 関する 広報に ついては ，それ ぞれの場に 応じた 広報媒 体を

活用し ，交通 事故等の 実態を 踏まえ ，日 常生活に密 着した 具体的 な内容
の広報を実 施する ことと する 。特に ，家 庭向け広報 媒体に ついて は積極
的に活用し ，家庭 に浸透 するきめ 細かな 広報の充実 に努め る。
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
も積極的に 行うこ とによ り，子ども ，高 齢者等を交 通事故 から守 るとと
もに，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 ，暴走 運
転，無謀運 転，飲 酒運転 ，違法駐 車の排 除を図る。
また，民間団 体の交通 安全に 関する 広報 活動を援助 するた め，県及び
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。
キ

その他 の普及 啓発活 動の推進

(ｱ) 高齢者の交通 事故防 止に関す る市民 の意識を高 めるた め，高齢 者交通
安全マーク の普及・活用 を図り ，他の 年 齢層に対し ては高 齢者の 特性の
理解促進と ，高齢運 転者標 識（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 ように 努める。
(ｲ) 薄 暮 の 時 間 帯 か ら 夜 間 に か け て 重 大 事 故 が 多 発 す る 傾 向 に あ る こ と
から，夜 間の重 大事故 の主原因 となっ て いる最高速 度違反 ，飲 酒運転等
による事故 実態・ 危険性 等を広く 周知し ，これら違 反の防 止を図 る 。
また，季節 や気象 の変 化 ，地域の 実態等 に応じ，交 通情報 板等を 活用
するなどし て自動 車の前 照灯の早 期点灯 を促す。
(ｳ) 市民が，交通 事故の 発生状 況を認識 し，交通 事故防止 に関す る意識 の
啓発等を図 ること ができ るよう，事 故デ ータ及び事 故多発 地点に 関する
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情報の提供 に努め る。
(4) 交通の安全に 関する 民間団体 等の主 体的活動の 推進等
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 ，全
国 交通安全 運動等 の機会 を利用し て働き 掛けを行う 。
(5) 市民の参加・ 協働の 推進
市民自らが 交通安 全に関 する自ら の意識 改革を進め るため ，交通 安全 思
想 の普及徹 底に当 たって は，行政，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 。
４

安 全運 転の 確保
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の

他 ，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 等の行う 運行管 理の充 実，交通安全 労 働災害の防 止等を 図るた めの取組 が
求 められる 。
(1) 運転者 に対 する再 教育等の 充実
各種講習に より運 転者に 対する再 教育が 効果的に行 われる よう，講習 内
容 ，講習方 法の充 実等に 努める。
また，教育 効果を高 めるた め実車 による 参加・体験・実践型の 運転者 教
育 及びその 施設・ 資機材 の充実を 図る。
さらに，自動車教 習所に ついて は，既 に 運転免許を 取得し た者に 対する
再 教育も実 施する など，地域の 交通安全 教育センタ ーとし ての機 能の充 実
に 努める。
(2) 二輪車安全運 転対策 の推進
取得時講習 のほか ，自動 二輪車 安全運 転 講習及び原 付等安 全講習 推進に
努 める。また，指 定自動 車教習 所におけ る交通安全 教育体 制の整 備等を 促
進 し，二輪 車運転 者に対 する教育 の充実 強化に努め る。
また，自動二 輪車の 二人乗り につい て，参加・体験・実践 型安全 教育 を
推 進する。
(3) シートベルト ，チ ャイル ドシート 及 び乗車用ヘ ルメッ トの正 しい着用 の
徹底
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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 正しい 着用の
徹 底を図る ため，関 係機関・団 体と連携 し，各種講習・交 通安全 運動等 あ
ら ゆる機会 を通じ て，着 用効果 の啓発等 着用推進キ ャンペ ーンを 積極的 に
行 う。
(4) 道路交通に関 する情 報の充実
道路交通に 影響を 及ぼす 自然現象 を的確 に把握し， 気象警 報・注 意 報 ・
予 報及び津 波警報・注意報 並びに台 風，大雨，地震，津 波に関 する情報 の
質 的向上と 適時・適切な発 表及び 迅速な 伝達に努め る。ま た，道路 の降雪
状 況や路面 状況等 を収集 し，道路利 用者 に提供する 道路情 報提供 装置等の
整 備を推進 する。
さらに，気 象，地 震，津 波等に関 する観 測施設を適 切に整 備・配 置 し ，
維 持すると ともに ，防 災関係 機関等 との 間の情報の 共有や ＩＴを 活用した
観 測・監 視体制 の強化 を図るも のとす る 。このほ か広報 や講習 会等を通 じ
て 気象知識 の普及 に努め る。
５

道 路交 通秩 序の 維持

(1) 暴走族対策の 強化
悪質・凶 悪化す る暴走族 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
が 連携し， 次の暴 走族対 策を強力 に推進 する。
ア

暴走族追放気 運の高 揚及び家 庭，学 校等におけ る青少 年の指 導の充 実
暴走族追放 の気運 を高揚 させるた め，家 庭，学校 ，職 場，地 域等に お

いて，青少 年育成 団体等 との連携 を図り ながら ，青 少年に 対し，暴 走族
に加入しな いよう 適切な 指導等を 促進す る。
イ

暴走行為をさ せない ための環 境づく り
暴走族及びこれに伴う群衆のい集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 等をい集 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 道路環 境づくりを 積極的 に行う 。
ウ

車両の 不正改 造の防 止
暴走行為を 助長す るよう な車両の 不正な 改造を防止 するよ う，ま た ，

車両の部品 等が不 正な改 造に使用 される ことがない よう，広報活動 の推
進及 び企業 ，関係 団体等 に対する 指導を 積極的に行 う。
６

救 助・ 救急 活動 の充 実
交通事故に よる負 傷者の 救命を図 りなが ら，社会 復帰でき ること を目標 と
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し た，より高 度な救 命処置 を施し，被 害 を最小限に とどめ るため の救急・救
助 体制の整 備を図 る。
(1) 救急体制の整 備
「早い１１ ９番通 報」「早い応急 処置 」「早い救急処置」「早 い医療 処
置」の救命の連鎖が確実にスムーズに実施されるための環境整備に努め
る。
ア

早い１１９番 通報及 び早い応 急処置
交通事故を 目撃し た市民 が一刻も 早く通 報し，勇気 をもっ て応急 処置

ができるようにするため，普通救命講習の受講率を上げる方策を講じ
る。
イ

早い救急処置
救急隊員に よる ，的確 な救急処 置を実 施 できるよう に，日ごろ から計

画的なシミ ュレー ション 訓練を実 施する 。
また，北 薩救急 業務高 度化協議 会が実 施 する，救 急活動 事後検 証の一
環である症 例検討 会の結 果を全て の救急 隊員へ伝達 し，より確 実な救 急
処置の習熟 に努め る。
ウ

早い医 療処置
医師との連 携を密 にしな がら，負 傷者を より早く医 療機関 へ搬送 でき

る体制を構 築する 。
(2) 救助 体制の整 備
最新の救助 資機材 を駆使 した救助 体制を 構築し，安 全，確実 ，迅速な 救
助 活動 が実 施でき るよう な訓練を 定期的 に実施する 。
・

交通事 故によ る救出 訓練
切断，展 張等の 資機材の 取り扱 いに習 熟 し，器材 の特性 を生かし た 訓

練を定期的 に実施 し，救 助隊員の 資質の 向上を図る 。
７

被害者 支援 の推 進
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 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 。
(1) 交通事故相談 活動の 推進
県の交通事 故相談 所等を 活用し，地 域に おける交通 事 故相 談活動 を推進
す る。
ア

交通事 故相談 所等に おける円 滑かつ 適正な相談 活動を 推進す るた め ，
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交通事故相 談所等 は，日弁連交 通事故 相 談センター ，交 通事故 紛争処理
センターそ の他民 間の犯 罪被害者 支援団 体等の関係 機関，団 体等との 連
絡協調を図 る。
イ

交通事 故被害 者等の 心情に配 慮した 相談業務の 推進を 図ると とも に ，

相談内容の 多様化・複雑化 に対処 するた め，研修等 を通じ て，相談 員の
資質の向上 を図る 。
ウ

交通事 故相談 所等に おいて各 種の広 報を行うほ か，県 及び市 の広報 誌

の積極的な 活用等 により 交通事故 相談活 動の周知徹 底を図 り，交通事 故
当事者に対 し広く 相談の 機会を提 供する 。
(2) 交通事故被害 者支援 の充実強 化
・

自動車事故被 害者等 に対する 援助措 置の充実
被害者救済 対策事 業等に ついては ，今後 も各事業の 内容の 見直し を図

りつつ，社 会的必 要性の 高い事業 を充実 していく。
また，交通災 害共済へ の加入 促進に 加え ，自動 車事故 対策機構 が行う
交通遺児等 に対す る生活 資金貸付 け，交 通遺児育成 基金の 行う交 通遺児
育成のための基金事業及び県の行う高等学校等交通遺児等授業料減免
事業や，交 通被災 者たすけ あい協 会の行 う交通遺児 の支援 活動等 の充実
を図る。
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第２部

鉄道交通・踏切道における交通の安全

第１章

鉄 道 事 故 ･踏 切 事 故 の な い 社 会 を 目 指 し て

第１節

鉄 道事 故・ 踏切 事故 の状 況等

１

本市に おけ る鉄 道の 状況
本市におけ る鉄道 交通は ，平成１ ６年３ 月に九州新 幹線が 一部開 業した こ

と から，同 開業に 伴い，並 行在来 線は従 来のＪＲ九 州１社 のみの 営業から 同
社 と肥薩お れんじ 鉄道の ２社によ り営業 ・管理され ること となっ た。今 後 ，
九 州新幹線 の全線 開業に 伴い，在 来線の 新たな需要 も予想 される が，乗客 の
増 加，運行 本数の 増加と 同時に鉄 道事故 ・踏切事故 の増加 が懸念 される 。
鉄道事故・踏 切事故 につい ては，長期 的 には減少傾 向にあ り，県内 の鉄道
に おける平 成１７ 年中の 運転事故 は，発 生件数１３ 件，死 傷者数 ６名とな っ
て いる。踏 切事故 につい ては，発 生件数 ６件で死傷 者数が ２名で ある。
本市内にお いては，過去１ ０年間で 踏切 事故が５件（ うち２ 件死亡）と件
数 は僅少で ，平成 １５年 ９月を最 後に発 生は無い。
２

近年の 鉄道 事故 の特 徴
近年の鉄道 事故の 特徴と しては，踏切障 害事故及び 人身障 害事故 で鉄道 運

転 事故の９ ０％近 くを占 めている 。
また，原因 別で見 ると，トリコ（ 踏切内 における停 車等）による ものが 半
数 以上を占 めて お り，ま た，衝撃 物別で は乗用車と 衝撃し たもの が半数以 上
を 占めてい る。踏切 道の種 類別にみ ると ，発生件数で は第１ 種踏切 道（昼夜
を通じて踏切警手が遮断機を操作している踏切道又は自動遮断機が設置さ
れ ている踏 切道） が最も 多く発生 してい る。
第２節

交 通安 全計 画に おけ る目 標

鉄道 事故・踏 切事故は ，長期的に は減少 傾向にある が ，１７年 ４月の ＪＲ 西
日本福知山線や同年１２月のＪＲ東日本羽越線の列車脱線事故を例にするま
でもな く ，鉄 道事故・踏切 事故が ひとた び発生すれ ば ，数多く の死傷 者が出 る
大惨事 とな る恐れ を内包 している ことか ら ，各 種安全対 策を推 進して いく必 要
がある 。
特に ，踏切 事故につ いては 鉄道事 故の約 半数を占め ，まだ改 良すべ き踏切 道
がなお 残さ れてい る現状 であるこ とから ，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，第 ２章に掲げ る諸施 策を総 合的かつ 積極
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的に推 進す ること により，平成１７ 年度 と同様に，本 市にお ける踏 切事故ゼ ロ
を今後 も継 続して いくこ とを目指 すもの とする。
第２章

鉄道交通・踏切道の安全についての対策

第１節

講 じよ うと する 施策

１

鉄 道 交通 の安 全に 関す る知 識の 普及
列車及び線 路内へ の置石 ，投 石 等の鉄 道 妨害，線 路内立 入り等 の外部要 因

に よる事故 を防止 するた めに ，踏切道 の 安全通行や 鉄道事 故防止 に関する 知
識 を児童・生徒を中 心とす る市民 に広く 普及するた めに，学 校，沿線 住民等
を 対象とし て，全国交通 安全運 動等の 機 会をとらえ て，これまで 実施し て き
ている脱輪等により踏切内に停止した時の脱出訓練やチラシ類の配布等に
よ る広報活 動を実 施する 。
２

踏 切道 ・踏 切保 安設 備の 整備

(1) 踏切道の立体 交差化，構造の 改良及 び歩行者等 立体横 断施設 の整備の 促
進
交通安全上 危険な 踏切等 について ，構造 改良に取り 組む。ま た，歩道 が
狭隘な踏切等における歩行者安全対策のための構造改良を強力に推進す
る 。遮断 時間が長 い踏切 や，主 要な道路 との交差に かかる もの等 につい て
は ，立体交差 化等に より，踏 切道の除 却を 促進すると ともに，道路の 新 設・
改 築及び鉄 道の新 線建設 に当たっ ても， 極力立体交 差化を 図る。
(2) 踏切道の統廃 合の促 進
踏切道の立 体交差 化，構造改良 等の事 業 の実施に併 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 に特に
支 障を及ぼ さない と認め られるも のにつ いて，統廃 合を進 めると とも に ，
こ れら近接 踏切道 以外の 踏切道に つ いて も同様に統 廃合を 促進す る。
(3) 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 ，トリ コ，落 輪等に起 因する ものが多い ことに かんが み て ，
自 動車運転 者や歩 行者等 の踏切道 通行者 に対し，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 報活動等 を強化 する。
３

救助・ 救急 活動 の充 実
鉄道の重大 事故等 の発生 に対して ，避難 活動，救助・救急活 動を迅 速かつ

的 確に行う ため， 主要駅 における 防災訓 練の充実や 鉄道事 業者と 消防機 関 ，
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医 療機関そ の他の 関係機 関との連 携・協 力体制 の強 化を促 進する 。
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