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（参考様式３） 

会  議  録  

会議の名 称 平成 30 年度 第 1回 東村山市交通安全対策会議 

開 催 日 時 平成 31 年 2 月 4 日（月）午後 2時 00 分～午後 3時 30 分 

開 催 場 所 市民センター2階 第 1会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

(委 員)渡部 尚会長・蛭間 浩之委員・森 純委員・平岡 和富委員・ 

粕谷 裕司委員・佐々木 静章委員・鴫原 健二委員・ 

肥沼 義則委員・山下 美都子委員・大堀 浩委員・ 

髙橋 照定委員 

(オブザーバー)警視庁東村山警察署 佐藤交通課長 

       東京消防庁東村山消防署 山田警防課長 

(事務局) 細淵環境安全部次長・島﨑地域安全課長・吉田交通安全対 

策係長・和久津交通安全対策係主事・中谷事務員 

●欠席者：菅原 英司委員、髙﨑 剛彦委員 

傍 聴 の 可 否 傍聴可能 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

 傍聴者数 ０名 

会 議 次 第 

１．開会 
 ○ 市長挨拶 
 ○ 委員自己紹介 
 ○ 事務局（環境安全部地域安全課職員）紹介 
２．会議の運営について 
 ○ 会議・名簿の公開について 
 ○ 傍聴希望者の確認 
３．報 告 
○ 市内における交通事故発生状況 
○ 第２次東村山市交通安全計画の推進状況 

４．議 題 
 ○ 第２次東村山市交通安全計画の推進について 

５．その他 
 ○ 今後のスケジュール等 
６．閉 会 

問い合わせ先 

環境安全部地域安全課 交通安全対策係 

 担当者 吉田・和久津 

 電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２４１４） 

ＦＡＸ番号 ０４２－３９３－６８４６ 

会  議  経  過 

１ 開会 
○事務局 

本日は大変お忙しい中、平成 30 年度第 1 回東村山市交通安全対策会議にご出席を

いただき、誠にありがとうございます。私は、本日事務局を担当しております、環

境安全部地域安全課長の島﨑です。どうぞよろしくお願いいたします。これ以降着
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座にて進行を務めさせていただきます。会議に先立ちまして配布資料の確認をさせ

ていただきたいと思います。 
・会議次第と座席表、委員名簿 

・資料１ 東村山市付属機関等の会議の公開に関する指針 

・資料２ 東村山市交通安全対策会議の傍聴に関する定め(案) 

・資料３ 平成 30 年中東村山市交通事故発生状況 

・資料４ 平成 30 年度東村山市交通安全計画の推進状況 

不足などございませんでしょうか。 

前回、去年の 2 月 8 日に実施いたしました平成 29 年度第 1 回交通安全対策会議以

降、人事異動があり、委員の変更もございましたので、会議に先立ちまして変更に

なりました委員のご紹介をさせていただきたいと思います。 
 

東村山市交通安全対策会議条例第 3 条第 5 項第 1 号に基づき 
●東京都北多摩北部建設事務所管理課長 蛭間浩之氏 

東村山市交通安全対策会議条例第 3 条第 5 項第 2 号に基づき 
●警視庁東村山警察署長 菅原英司氏 

欠席のためオブザーバーとして警視庁東村山警察署 佐藤交通課長が代理で出席

されております。 
東村山市交通安全対策会議条例第 3 条第 5 項第 7 号に基づき 

●東村山市小・中学校 PTA 連合協議会富士見小学校 PTA 会長 山下美都子氏 
●東村山市老人クラブ連合会会長 髙橋照定氏 

●東村山小・中学校校長会久米川小学校校長 大堀浩氏 

 

委員の任期につきましては、東村山市交通安全対策会議条例第 3 条第 6 項に基づ

きまして、前委員の残存任期である「平成 31 年 11 月 30 日まで」となっております

ので、よろしくお願いいたします。 
本来、議題を先に行ってから報告という形ではございますが、会議次第のとおり、

先に市内の現状についてご報告したのちに議題に移させていただきますのでご了承

いただきたいと思います。 
それでは平成 30 年度第 1 回東村山市交通安全対策会議を始めさせていただきま

す。 
初めに会長である渡部市長よりご挨拶がございます。よろしくお願いします。 

 
市長挨拶 

 

○会長 

  皆さんこんにちは、大変お忙しいところ本日平成 30 年度第 1回東村山市交通安全

対策会議のご案内をさせていただきましたところ委員の皆様にはご出席をいただき

まして誠にありがとうございます。ただいまご紹介がございましたように委員の何

名かは 4 月の人事異動等で交代をされているわけですが、東村山の交通安全対策が

前進できますよう新役員の皆様にはよろしくお願いしたいと思いますし、引き続き

の方々におかれましても引き続きよろしくお願い申し上げる次第でございます。後

ほど詳しくご説明がございますが、平成 30 年、残念ながら交通事故で亡くなられた

方が3名ということで、平成29年に比べますと1名増ということになっております。

改めて犠牲となられた方々のご冥福をお祈りさせていただく次第でございます。し
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かしながら全体的に発生件数についてはだいぶ減少したということで、これも警察

の方々を始め、多くの皆様のご尽力のおかげであり心より感謝を申し上げる次第で

ございます。これから年度末や新学期がはじまるわけですけども 1 件でも悲惨な交

通事故を減らしていきたいということで、報告をさせていただきますので、それぞ

れのお立場でアドバイスがありましたら積極的にご発言いただければとそのように

考えておりますのでよろしくお願い申し上げて市長としてのご挨拶に代えさせてい

ただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

委員、事務局自己紹介 
 各委員及び事務局の自己紹介を実施 

 
 会議成立要件の確認 

委員１３名中、出席者１１名、よって東村山市交通安全対策会議条例第４条第２

項の規定により会議の成立要件を満たしていることが確認された。 
 
 
 
 
２．会議の運営について 
 
〇 事務局 

市では、情報提供施策の一つとして付属機関等の会議を積極的に公開すること

により、市政への市民参加を推進し、市政の透明性、公平性の向上に努めている

ことから、本会議も「東村山市付属機関等の会議の公開に関する指針」に従って

運営していくこと、また会議の傍聴に関しても「東村山市交通安全対策会議の傍

聴に関する定め」に沿うことを確認。 

 

 会議録・名簿の公開についてと傍聴希望者の確認 

・会議録の公開 ：会議資料と合わせて情報コーナー及び図書館に配架 

         市ホームページ「東村山市交通安全対策会議」への掲載 

・会議録の作成 ：発言者の表記については「会長」・「委員」・「事務局」等と

標記（わかりやすい内容で表記することに努める） 

         事務局にて「案」を作成し、委員が発言内容を確認し確定 

・委員名簿の公開：市ホームページ「東村山市交通安全対策会議」へ委員名簿 

         を掲載 

・傍聴者の確認 ：傍聴希望者がいないことを確認 

 
（会長により現在傍聴希望者ゼロだが、この後希望者が来た場合は中に案内するとい

うこと、東村山市交通安全対策会議の公開に関しては、ただいま説明のあった内容で

執り行われることについての異論がないか確認したところ、異議がなかったため説明

通り決定された。） 

 
 
３．報 告 

 
 市内における交通事故発生状況  
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〇会長 
  次第「３.報告」事項に移らせていただきます。報告について事務局より「市内に

おける交通事故発生状況について」「第 2 次東村山市交通安全計画推進状況」につい

て説明お願いします。 
 
〇事務局 
  初めに「市内における交通事故発生状況について」になります。 
  警視庁の統計データをもとに、平成 30 年中の東村山市内の交通事故発生状況をま

とめさせていただきました。 
  これによりますと、平成 30 年の東京都内における交通事故は、発生件数 32.590
件、死者数 143 名でした。平成 29 年と比較すると、発生件数 173 件減少、死者数

21 名減少となっております。 
  市内の状況をみますと、発生件数 227 件、死者数 3 名となっており、平成 29 年

と比較すると、死者数は 1 名増加しましたが、事故発生件数は 83 件減少という結果

になっております。 
都内での死亡事故を当事者別にみますと、歩行中が一番多く、次いで二輪車、自

転車の事故となっており、負傷者数と併せて分析いたしますとこれら歩行者、自転

車、二輪車の事故は、結果が重大となることが多いことがみられます。市内では死

者については 3 名、いずれも歩行者でしたが、負傷者については四輪乗用中が最多

で、次いで自転車、歩行者と続き、これは都内負傷者数と同様の傾向を示していま

す。 
年齢別でみますと、都内では死者数は 65 歳以上の高齢者が一番多くなっており、

市内では交通事故の死者 3 名はそれぞれ 40 代・50 代・65 歳以上の高齢者でした。

負傷者数では最も多いのは都内、市内共に 40 歳代ですが、高齢者の負傷率を見てみ

ますと市内では 16.6 パーセントと平成 29 年中よりも減少し、都内平均 15.3 パーセ

ントより高い水準となっております。 
続きまして高齢者の関与する交通事故に関しましては市内での事故発生件数 227

件中、高齢者の絡む事故は 74 件。このうち自転車に乗った高齢者の事故は 21 件。

両当事者とも高齢者であった件数は 17 件と昨年よりも減少しております。 
高齢者の事故関与率 32.6 パーセントは昨年よりも減少し、都内の関与率 31.6 パ

ーセントよりも高い割合となりました。 
高齢者の事故は 74 件ですが、このうち死者 1 名、負傷者は、重傷者併せて 43 名、

死傷者 44 名中自転車に乗っていた方は 20 名でした。 
つづきまして自転車の関与する交通事故に関しましては、発生件数 227 件中、自

転車が絡む事故は 77 件。自転車同士の事故は 7 件発生し、昨年よりも減少しており

ます。自転車の事故関与率 33.9 パーセントは昨年よりも減少し、都内の関与率 36.1
パーセントよりも低い割合となりました。 
当事者の総数は 84 名おり、このうち交差点安全進行義務違反等、何らかの違反が

あったものが 46 名でした。 
自転車の死傷した方は 76 名、高齢者の 20 名を含みます。 
続きまして歩行中の関与する交通事故に関しましては、227 件中歩行者事故は 50

件。死傷者数は 51 名でした。件数より多いのは、1 件の事故で 2 名以上負傷したも

のがあるということになります。負傷した 51 名のうち交通違反をしている方は 3 名

でした。主な違反は横断に関する違反等になります。歩行中の死傷者のうち高齢者
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は 16 名 31.4 パーセントを占めております。歩行者の事故関与率 22.0 パーセントは、

都内の関与率 16.6 パーセントよりも高い割合となっております。 
続きまして子供の交通事故に関しましては、中学生以下の子供が当事者の事故は

14 件、昨年よりも 8 件減少しております。内訳としまして中学生 3 件、小学生 8 件、

幼児 3 件でした。他の車両等に乗車して負傷した場合もあるため、負傷者数は 22 名

となっており、中学生と幼児は増加し、小学生は減少となります。子供の事故関与

率 6.2 パーセントは都内の関与率 4.3 パーセントよりも多くなっております。 
続きまして二輪車の交通事故に関しましては、原付以上の二輪車を含む事故は 44

件。事故関与率は昨年より増加し、19.4 パーセントとなり、都内の関与率 18.3 パー

セントよりも若干高くなっております。 
続きまして飲酒運転事故に関しましては、飲酒運転による市内の人身事故は 0 件

でした。一方都内では、飲酒運転による事故が 177 件発生しており、関与率は 0.6
パーセントでした。なお発生件数については原付以上の車両事故発生件数となって

おります。 
市内における過去の交通事故発生状況の推移についてですが、平成 25 年から 29

年までの過去 5 年間の平均と、平成 30 年を比較いたしますと、発生件数と負傷者数

ともに最も低い件数となっておりますが、交通事故死者数については 3 名という結

果になっております。 
 
続きまして「第 2 次東村山市交通安全計画の推進状況」についてご報告になりま

す。 
第 1 章「道路交通環境の整備」では、安全安心な道路の構築といたしまして、道

路拡幅 4 件、道路改良 1 件とありますが、すでに工事が完了しているものと進行中

のものがございます。 
次に幹線道路における交通安全対策の推進に関しましても、本年度工事が完了す

る予定の部分、用地取得中の部分とありますが、いずれも計画的な事業完了を目指

しております。 
次に交通安全施設等の整備事業の推進では、都市計画道路 3・4・27 号線東村山秋

津線、通称さくら通りが全線開通した際には自転車専用通行帯、自転車レーンを延

伸する計画となっており、また既設部分につきましても平成 30 年度に全面カラー舗

装等の整備を行いまして、既に工事は完了しております。また、青葉町地区に設定

されたゾーン 30 区域内についてもカラー舗装を行いました。昨年 4 月に発生した交

通死亡事故現場である富士見町 1 丁目南台通りの交差点内の滑り止め舗装を一部行

い、来年度完了予定となっております。その他として市が管理するカーブミラーの

新設等の整備をしております。 
無電柱化事業の推進について平成 30 年中の完了工事はございませんでした。 
続きまして自転車利用環境の整備では駅前放置自転車クリーンキャンペーンを関

係所管と実施致しました。その他駐輪施設の補修を行い、施設利用の改善を講じて

おります。 
次に第 2 章「交通安全意識の啓発」について。 
幼稚園・保育園の交通安全教育では、今後の予定も含め昨年同様に市内保育園、

幼稚園で実施することとなります。 
小学校の交通安全教育では、新 1 年生に対する歩行訓練や学年別の講話、自転車

実技教室等を実施し、また、自転車実技教室の予定日が雨天の場合は講話に切り替

えるなどをして市内小学校に対し交通安全教育を実施いたしました。 
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中学校の交通安全教育では、関係機関と共にスケアード・ストレイト方式の交通

安全教室を第二、第四、第五中学校で行い、生徒のほか地域住民の方にもご参加い

ただきました。 
高等学校の交通安全教育では、東村山高等学校においては交通安全講話を例年実

施しておりますが、文化祭の機会を借りて自転車ヘルメットの普及啓発活動を実施

したほか、生徒自らが交差点に立って交通安全を呼び掛ける活動を交通安全運動期

間中に実施しております。 
高齢者に対する安全教育では、自転車のルールや道路横断時の注意事項、外出時

の服装や反射材の活用等についての講話を行い、反射材等の配布を実施しておりま

す。また、高齢者交通指導員等の協力のもと、主に高齢者を対象とした街頭キャン

ペーンを実施しております。 
運転者への安全教育では、主として春と秋の交通安全運動期間中に東村山交通安

全協会主催による市民交通安全講習会に多くの市民の方にご参加いただいておりま

す。また、例年実施している緑の祭典の際には自転車シミュレーターやシートベル

トコンビンサーを使用した体験型交通安全教室を実施しております。 
その他運転者対策として東村山警察署による事業所に対する講習会等を実施てお

り、また街頭での二輪車やトラック運転者に対する啓発活動も年間を通して実施し

ております。 
自転車の安全利用の促進については、各学校の授業での実技教室のほか、天王森

公園において、地域住民の方々も対象とした高齢者と子どもの自転車教室を実施い

たしました。また、市民産業まつりの際には、自転車シミュレーターを実施し、多

くの方に体験していただき、自転車安全運転利用宣言証を受講者の方に交付いたし

ました。 
二輪車の交通安全教育の推進では、交通安全運動の際に二輪車実技教室を実施い

たしました。また、野口橋交差点での二輪車ストップ作戦を行い、街頭での交通安

全指導を継続して実施しております。 
続きまして地域における交通安全意識の高揚となります。 
まず、地域の交通安全組織の拡大と育成について、昨年と同様に各学校や保護者、

交通安全協会等関係団体に日頃から積極的に街頭活動等をしていただいており、市

といたしても協力支援を行いながら、地域的な交通安全意識の高揚を図りました。 
地域・家庭における交通安全教育活動の推進では、こちらも学校や PTA 連合協議

会を通じて、保護者世代に対し家庭での継続的な交通安全教育の重要性を呼び掛け、

スケアード・ストレイトや自転車実技をはじめとした交通安全教室も積極的に参加

していただいております。 
地域ぐるみの交通安全運動等の推進では、春と秋の市民交通安全講習会をはじめ、

東村山市交通安全協会のほか、多くの関係機関による各種式典や街頭啓発活動が実

施されております。 
交差点アイコンタクト運動等の推進では、交差点における横断歩行者の交通事故

防止のため、交通安全教室など様々な機会を捉えアイコンタクト運動の啓発を行い

ました。 
交通安全に関する広報活動の充実・強化では市と警察・国・東京都など関係機関

が一体となり広報媒体を活用し交通安全に関する広報活動を推進したほか、交通安

全協会などと共に街頭における啓発活動を推進いたしました。 
飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立とシートベルト着用の推進につきましては

昨年と同様に関係機関などと共に啓発を続けております。 
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夜間及び薄暮時の交通安全対策の推進では、あらゆる機会に反射材の有効性を説

明しながら、反射材や自転車に取り付ける LED ライトなどを配布させていただいた

ほか、街頭で直接反射材を市民に貼り付ける活動をいたしました。 
第 3 章「道路交通秩序の維持」では、市として主に放置自転車クリーンキャンペ

ーン等の機会を捉えて道路交通秩序の維持を推進いたしました。 
本年度は久米川駅周辺において駐輪場の適正な利用、モラル向上を呼び掛けなが

ら放置自転車クリーンキャンペーンを行いました。これに伴い市内小学校の児童が

作成したポスターを東村山駅・久米川駅地下駐輪場に設置いたしました。ポスター

については、毎年実施しているものとなります。 
第 4 章「救助・救急体制と被害者の支援」の救助・救急体制等ですが、重大事故

発生時の救命率向上に向けて、早急に負傷者を救助するため、東村山消防署では、

救急救命士・救急標準課程修了者の配置など、体制の充実と日頃の訓練により、い

ざという時のために備えていただいております。さらに医療機関等と連携した効率

的な救急活動体制の充実強化を図り、各種訓練を実施しております。応急手当普及

活動に関しましても、数多くの講習を実施し、多くの方に受講していただいており

ます。 
被害救済制度の充実では、昨年同様、交通安全共済（ちょこっと共済）の加入促

進と各種安全教育などで自転車の個人賠償保険（自転車保険）について、パンフレ

ットなどにより広報活動を行ったほか、交通災害共済の申込みパンフレットについ

ては市内小・中学校の全児童・生徒分を配布いたしました。 
交通事故相談制度の充実については、昨年と同様に相談サービスの充実に努めま

した。 
第 5 章「災害に強い交通施設等の整備及び災害時の交通安全の確保」について、

道路橋等の耐震性の強化では、橋梁台帳を整理するとともに、他の橋梁についても

順次整備を進める予定となっており、併せて震災への備えや緊急通行路に関する広

報啓発を昨年同様に実施しております。 
次に「災害時の交通安全の確保と大規模事故等の関係機関の相互連携の確保」に

つきましても、東村山市地域防災計画に基づき連携、協力体制を確認、また昨年同

様東村山市総合震災訓練等において、関係機関・関係業界と連絡体制の確認を行う

とともに、多くの災害対応訓練を実施しております。 
最後に「鉄道及び踏切の交通安全についての推進状況」になります。「鉄道交通環

境の整備」については、エレベーター設置保守のほか、駅のホームの点字ブロック

設置工事を推進しております。 
最後に連続立体交差事業については逐次広報を行いながら計画的に事業を推進し

ております。また、久米川第 1 踏切（駅北側）の拡幅については、現在も協議検討

中となっております。 
以上で推進状況の報告を終わります。 
 

〇会長 
  ありがとうございました。平成 30 年度「市内における交通事故発生状況」「第二

次東村山交通安全計画の推進状況」について事務局よりご説明があったところでご

ざいます。これまでの報告につきまして皆様何かご意見ご質問ありますか。 
 
〇委員 

30 年中東村山市交通事故発生状況の中で、非常に残念なことですが 3 名の方がお
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亡くなりになられている、40 代、50 代、高齢者といずれも歩行中とありますがどの

ような状況だったのか教えていただきたいと思います。 
 

〇事務局 
  交通死亡事故の発生についてですが、1 件目は平成 30 年 4 月 20 日（金）午後 5
時 7 分東村山市富士見町 1 丁目 2 番地におきまして自家用軽自動車（甲）と歩行者

（乙）の事故で、（甲）が南台通りを進行中、横断歩道を横断していた（乙）の発見

が遅れ衝突した事故になります。 
  2 件目でございますが、平成 30 年 9 月 18 日（火）午後 1 時 40 東村山市多摩湖町

1 丁目 13 番におきまして自家用軽四貨物自動車（甲）と歩行者（乙）の事故で（甲）

が運転する車両を（乙）が誘導中に甲車と壁面に挟まれ亡くなった事故となります。 
  3 件目でございますが、平成 30 年 11 月 16 日（金）午前 10 時 32 分東村山市青

葉町 2 丁目 36 番地所沢街道（都道）におきまして、事業用軽貨物自動車（甲）と歩

行者（乙）の事故で、（甲）が東久留米市方向から秋津 3 丁目方向へ進行中、横断中

の（乙）と衝突した事故になります。 
  以上です。 
 
〇委員 
  3 件目は横断歩道を渡っている時ですか。 
 
〇事務局 
  横断歩道を横断中に衝突しております。 
 
〇会長 
  他にありますか。 
 
〇委員 
  昨年の自転車の関与する交通事故についてですが、何らかの違反をしていたもの

が 54.8 パーセントとありますが残りの 45.2 パーセントは違反をせず事故に遭われ

たということでしょうか。 
 
〇事務局 
  はい、そのとおりでございます。 
 
〇委員 
  安全管理委員会で毎年事故の内容については報告させていただいていますが、高

齢者と自転車の切り口の中で、ルールを守れたとか当たり前の話で、特に注意すべ

き点等あれば教えてください。 
 
〇事務局 
  高齢者の事故につきましては、身体的機能の低下ということで、周囲が高齢者に

注意しながら「アイコンタクト」等を、歩行者が居る場合は減速または徐行をして

事故に巻き込まないよう安全に努めていただくこととなります。自転車につきまし

ても自転車のルールを守り、道路環境について自転車レーンなど整備しているとこ

ろではございますが、歩道に関しまして自転車通行可能な歩道もございますが、自

転車レーンがあるところは例外を除き自転車は通行できません。13 歳未満または 70
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歳以上の方については歩道通行可能ですが、歩道は歩行者優先ですので歩行者に注

意していただきながら走行するということになります。以上になります。 
 
〇委員 
  高齢者に対して注意することはありませんか。 
 
〇事務局 
  車で運転していますと、車には人が見えなくなる死角があるので、横断する方に

してもしっかり運転手と「アイコンタクト」していただき、渡っていただく、たと

え横断歩道であっても事故になっていますので、相手に認識してもらうことが大切

だと思います。 
 
〇委員 

自転車は軽車両になりますが、車両という認識が低く、歩行者と同じ感覚なのが

一番の原因になります。特に自転車同士の出合い頭の事故が多く、道路の幅員も広

い狭いとありますが、道路には一時停止があり歩行者と同じ感覚で出てしまいぶつ

かってしまう。70 歳以上の方は歩道を自転車で通行できますが、これは歩行者優先

という大原則があり、それをお間違えになって歩行者と接触する事故も多発してい

ます。そういった意識的ルール、それと自転車は軽車両であり、事故によっては大

事故になってしまう、そういうところに気を付けていただければと思います。 
 
〇会長 
  ありがとうございました。他に皆様の方から昨年の事故状況についてご意見ご質

問ありますか。 
 
〇委員 
  天王森公園の所を通るとき道が狭いので危ないなと感じています、我々自転車を

乗る者としてはちょっと困ってしまいます。ですが道が狭いからこそ自動車は自転

車が障害になり速度を出せないので一つの安全対策になっているのかもしれません

ね。また車道と歩道に段差があるので無くなれば自転車がスムーズに歩道へ行ける

ようになればと、それから速度を出すバイクが多いので取り締まってほしいなと感

じました。 
 
〇会長 

ありがとうございました。ご要望ということでよろしいでしょうか。 
 

〇委員 
  はい。 
 
〇会長 
  他にございませんか。なければ報告事項については終了させていただいて、本日

の議題へ移らせていただきます。 
  本日の議題は「第 2 次東村山市交通安全計画の推進について」は事務局から説明

をさせていただいて、今後の交通安全計画の推進について皆様から機関、市民のお

立場からご指摘等ありましたらご指導いただければとそのように考えております。

よろしくお願いします。 
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〇事務局 
  先の交通事故状況報告にありましたように、昨年は市内において 40 代、50 代、

高齢者の 3 名が歩行中に亡くなられ、今回歩行者というところに注目いたしまして、

市内の交通人身事故発生件数 227 件中、当事者に歩行者を含む事故は 50 件、歩行

者の事故関与率は 22.0 パーセント（昨年比 7.2 パーセント増加）、東京都内平均 16.6
パーセント（昨年比 0.5 パーセント増加）、都内平均より高く、歩行中死傷者数 51
名のうち、高齢者は 16 名（昨年比±0）、全体の 31.4 パーセントとなることから、

高齢者及び歩行者に対する交通安全対策の充実を図っていく必要があると考えてお

ります。 
  高齢者や歩行者対策といたしまして、安全教育や街頭における各種キャンペーン

や反射材普及活動の施策を進めてきたところでございます。 
  高齢者及び歩行者が事故に遭わないためには、車両の運転手が安全確認などを確

実に行うことがポイントとなりますことから、歩行者の安全を確保しつつ、アイコ

ンタクト等で歩行者と意思疎通を図ることが重要かと思います。 
  高齢者及び歩行者に対する交通安全対策について、第 2 次東村山市交通安全計画

を効果的に推進していくためのご意見を頂きたいと思います。 
 
〇会長 
  ありがとうございました。事故状況を踏まえてこれまでは主に自転車に対して注

意喚起をすることに力を入れていたわけですが、先ほど報告させていただきました

ように昨年中の死亡事故は全て歩行者ということで、横断歩道を渡っていたにもか

かわらず車と接触しお亡くなりになってしまっていることから、自らの身を守るこ

とから歩行者、とくに高齢者に注意喚起を促す取り組みをしていきたいということ

でございますが、皆様の方から何か意見等ございますか。 
 
〇委員 
  安全協会の来年度の取り組みとしては 3 月 22 日に市民交通安全講習会を 19 時か

ら市民センター2 階におきまして開催させていただきます。また今回選挙もござい

ますので春の全国交通安全運動は 5 月に実施となります。安全協会としては 4 月に

新入生児童による通学路で交通安全活動をしていましたが、できなくなりますので

PTA の皆様にはひとつ交通安全の方よろしくお願いしたいと思います。 
交通安全協会としては昨年度の死亡事故 3 名を重く受け止めて広報車による広報

活動を市内全域で活動し、市民の皆様に交通安全活動を訴えていきたいと思います

ので、もし広報車を見かけた際には内容をお聞きしていただけたらと思います。交

通事故が 1 件でも少なくなるように活動していきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
 

〇会長 
  ありがとうございました。交通安全協会の皆様には日頃ボランティアとして交通

安全意識の啓発、街頭に立ってご指導していただいているところでございますが、

引き続き来年度もよろしくお願いいたします。 
 
〇委員 
  今後小学校でも新入児童の保護者説明会がございます。そういったところでも担

当の方々からいろいろとお話を伺うとともに学校としても、幼稚園、保育園では保
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護者が送り迎えをしていたわけですが、小学校へ入学しますと一人で登下校してい

くことになりますので、学校でも指導して参りたいと思います。また職員も地域に

参加しまして安全運動見守りを推進していますのでよろしくお願いいたします。 
 
〇委員 
  新一年生が入るということで、地域も保護者の方も毎日見守り活動をしています

が、保護者が立っていても危ないと思う場面があり、警察の方にご協力していただ

いていましてとても感謝しております。今後危ないところは皆で共有しながら報告

いたしますのでよろしくお願いいたします。 
 
〇委員 
  2 点程質問がございます。 
  1 点目は恩多街道にある野火止小入口交差点とヨークマート角の交差点にはそれ

ぞれ片側に歩行者用信号が設置されていますが、なぜ片側だけなのか教えてくださ

い。 
2 点目は隣に業務用スーパーがありまして、その前にポストコーンが 3 本 4 本立

っていて、歩行者、自転車がすれ違う際邪魔になってしまい危険と感じます、なぜ

そこだけ設置されているのか教えてください。 
  最後に要望になると思いますが、野火止小入口交差点のスクールゾーンについて、

7 時 30 分から 8 時 30 分、15 時から 16 時と規制時間があり標識や誘導等で注意し

て児童の安全を守っていますが、15 時から 16 時の間に恩多街道からスクールゾー

ンを無視して進入し、業務スーパーへ入っていく車が多く、違反ではと疑問もあり

ますが児童の安全を守るために自動車に対して何か対策は無いかということで、以

上になります。 
 
〇委員 
  2 点目のご質問の業務スーパー前のポールにつきましては、土地は都有地になっ

ております。見た目は歩道になっていますが道路の区域編入がまだ終らず正式に歩

道には現在なっていない状態です。また南側では現在東村山 3・4・5 号線が作られ

ていまして、恩多街道とすり付く時点で交差点改良しまして、正式に歩道として区

域編入となります。ポールを立てないと違法駐車されてしまったり、車両が進入し

てきてしまったりと、歩行者や自転車が非常に危険ということで、ご不便をおかけ

して申し訳ありませんがポールを設置させていただいております。平成 32 年度完了

予定なのでそれまでお待ちいただければと思います。 
 
〇委員 
  私の方も要望について答えさせていただきます。要望の所に関しましては取り締

まりをさせていただきます。啓発活動をさせていただいて周知をいたします。もう

一度通ってはいけないということを認知させた上で取り締まりを集中的に行いたい

と思います。 
  最初の信号機の設置の関係ですが、全国基準がございまして警察庁から示されて

いる信号機の設置基準の方針に従って警視庁も設置を行っており、5 つの必要条件

と 4 つの択一条件がございまして、5 つの必要条件を全て満たした上で、さらに択

一条件の環境であれば信号機を設置するということになります。あの道路は幅員が

かなり狭いところで、考え方としては路側帯に入らないで相互に通行が出来るとい

うことになります。路側帯に信号柱を付けますとそれを歩行者が避けて道路にはみ



- 12 - 

出てしまうので設置できないというような前提がありまして、道路の狭い所には設

置しないとなっております。 
 
〇委員 
  片一方に付いていて、もう一方に付いていないというのは非常に不自然に感じま

す。 
 
〇委員 
  そのように感じると思いますが、それを付けることによって歩行者が道路にはみ

出してしまう恐れがあると信号がつかないといった例だと思います。 
 
〇会長 
  ありがとうございました。まだまだ発言をされたい方がいらっしゃるかと思いま

すが、予定をしていた時間になりますので先程申し上げました通り、平成 31 年度に

つきましては歩行者及び高齢者の交通安全対策について重点的な取り組みをさせて

いただきたい。また、当然市役所だけでは出来ませんので警察、交通安全協会、各

学校、PTA、老人クラブ連合会の皆さんと連携しながら、歩行中での死亡事故が続

いておりますので注意喚起をして参りたいと考えておりますのでよろしくお願いい

たします。いずれにしましても当市でも東京都のお力をいただきながら道路ネット

ワークあるいは踏切の除却、そして歩道幅員がしっかり取れた道路の整備等は行っ

てはいるところではございますけども、全て一挙に市内の危険箇所の除却ができる

わけではないので、できるだけ子供達や高齢者も含めて交通安全の意識を高めて自

らの身は自らで守っていただくような意識を高めていくことが肝要かと思っており

ますので、是非平成 31 年度もそれぞれの機関、団体の皆様にもご理解とご協力を賜

れればと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
  それでは、「5.その他」ですが、今後の会議運営スケジュール等について、事務局

より説明お願いします。 
 
〇事務局 
  委員の皆様ありがとうございました。いろいろなご意見をいただきましたが、こ

の会議以外にも何かご意見等ありましたら事務局である当市の地域安全課にご連絡

をいただければと思います。 
  基本的には来年度も本年度同様に推進していきたいと思いますが、皆様の協力な

しでは交通安全は進まないものと認識しておりますので、来年度以降もよろしくお

願いいたします。 
  最後に、今後のスケジュールでございますが、交通安全対策会議は例年今頃の時

期にその年度の進捗状況や、進めてまいりました施策などの報告を皆様にさせてい

ただくことが大きな役割であると考えております。 
  来年度につきましても同じ時期に会議を開催させていただきたいと思います。ま

た、重大な事故等が起きた場合は緊急に皆様にお集まりいただき、会議を開催する

こともあるかと思いますが、通常であればこの時期に開催していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 
  本日は大変お忙しいところ長時間にわたり、ありがとうございました。 
 
〇会長 
  ただいま事務局より来年のスケジュールにつきまして説明させていただきました
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が、特段大きな事件や事故がなければ例年 2 月上旬あたりに開催ということでござ

いますので、各委員におかれましては引き続き来年度もよろしくお願いしたいと思

います。また、お気付きな点がございましたら地域安全課までご一報いただければ

と、また学校や PTA で交通安全等の催し物等を行いたい場合についても市役所や警

察へご連絡していただければと思います。 
  それでは本日の会議を閉会したいと思いますが、進行を事務局へお返しいたしま

す。 
 
〇事務局 
  それでは閉会ということで、職務代理の平岡委員よろしくお願いいたします。 
 
〇職務代理 
  本日は長時間にわたりまして様々なご議論をいただきましてありがとうございま

した。また、それぞれの立場から貴重なご意見をいただいたところでございますの

で、市としてこれらをしっかりと踏まえたうえで市内の交通安全対策に取り組んで

まいりたいと思いますので、引き続きご指導の程、お願い申し上げまして、閉会の

挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 
 
 


