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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２９年度 第１回 東村山市交通安全対策会議 

開 催 日 時 平成３０年２月８日（木）午後１時３０分～午後２時５５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・中西 宏委員・森純委員・粕谷 裕司委員・ 

平岡 和富委員・佐々木 静章委員・鴫原 健二委員・ 

肥沼 義則委員・髙木 由香委員・飯塚岩雄委員 

(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・亀谷係長・和久津主事・中谷事務員 

●欠席者：中根 康太郎委員・髙﨑 剛彦委員・齋藤 健二委員 

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 委嘱状交付 

２ 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 

 ○ 職務代理の指名 

３ 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 

４ 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 

５ 議 題 

 ○ 第２次東村山市交通安全計画の推進について 

６ その他 

 ○ 今後のスケジュール等 

７ 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 亀谷・和久津 

 電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２４１４） 

ＦＡＸ番号 ０４２－３９３－６８４６ 

会  議  経  過 

１ 委嘱状交付 

○事務局 

  本日は大変お忙しい中、平成２９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。 
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  私は、本会議の事務局を担当しております、環境安全部次長 兼 地域安全課長の 

 細淵です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、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。 

  ・会議次第と席次表、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２９年中 東村山市交通事故発生状況 

  ・資料４ 平成２９年度 第２次東村山市交通安全計画推進状況 

  ・ パワーポイント画面資料 

  ・ 議題資料 

  「不足などございませんでしょうか。」 

  はじめに、平成２９年１１月３０日をもちまして委員の方々の任期が満了となり、 

 新たに委員に就任していただきましたことから、ここで、会長である渡部市長より 

 委員の皆様に委嘱状を交付させていただきたいと思います。 

 

    ～以下の委員に対して委嘱状を会長である市長が交付～ 

 

 東村山市交通安全対策会議条例第３条第５項第４号に基づき 

  ● 東村山市 教育委員会 教育長 森 純（もり じゅん）氏 

 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、 

  ● 東京都建設局北多摩北部建設事務所管理課長中西 宏（なかにし ひろし）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 中根 康太郎（なかね こうたろう）氏 

 欠席のため、オブザーバーとして出席の警視庁東村山警察署 佐藤交通課長 に代理

として委嘱状を交付。 

 東村山市交通安全対策会議条例第３条第５項第３号に基づき 

  ● 東京消防庁 東村山消防署長 髙﨑 剛彦（たかさき たけひこ）氏 

 欠席のためオブザーバーとして出席の東京消防庁東村山消防署山田警防課長に代理

として委嘱状を交付。 

 東村山市交通安全対策会議条例第３条第５項第５号に基づき 

  ● 東村山市粕谷 裕司（かすや ゆうじ）まちづくり部長 

  ● 東村山市 平岡 和富（ひらおか かずとみ）環境安全部長 

 東村山市交通安全対策会議条例第３条第５項第６号に基づく市民委員として 

  ● 鴫原 健二（しぎはら けんじ）氏 

  ● 佐々木 静章（ささき しずあき）氏 

 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 

  ● 東村山市老人クラブ連合会 会長 飯塚 岩雄（いいづか いわお）氏 

  ● 東村山市小・中学校ＰＴＡ連合協議会の代表 

    東村山市立化成小学校ＰＴＡ会長髙木 由香（たかぎ ゆか）氏 

  ● 東村山交通安全協会 会長 肥沼 義則（こいぬま よしのり）氏 

 

 東村山市交通安全対策会議条例第３条第５項第７号に基づく、東村山市小・中学校

校長会の代表 

  ● 東村山市立久米川小学校長齋藤 健二（さいとう けんじ）氏 

 欠席のため、委嘱状は本会議後、事務局より送付。 
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○事務局 

  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、「平成３１年１１月３０日までの２か年」となっておりますのでよろしくお願い 

 いたします。 

 

２ 開会 

 

○事務局 

  それでは、平成２９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。 

  はじめに本会議会長である渡部会長からご挨拶を頂きたいと思います。 

 

市長挨拶 

 

○会長 

  改めて皆さんこんにちは。 

  本年度第１回東村山市交通安全対策会議に公私ともお忙しいところご出席をいた 

 だきまして誠にありがとうございます。 

  ただ今２年間の任期を持ちます委嘱状を交付させていただきました。 

  本対策協議会は法律、並びに条令に基づく会議体で、皆さまお忙しいところ恐縮 

 ですが本会議の主旨をご理解いただきまして２年間、大所高所からご指導ご協力を  

 賜れればと思います。 

  平成２９年の交通安全の実態等については、事務局からお話をさせていただく予 

 定で、取り組みについても併せてご報告をさせていただく予定となっています。 

  平成２９年の市内の交通事故発生件数は３１０件ということで、２８年と比べる 

 と若干増えている状況となります。 

  皆さまそれぞれの立場で交通安全にご尽力いただいているところでありますが、 

高齢者、自転車を中心として二輪の事故が増加傾向にあるということで、市として 

もその対策を講じているところであります。 

  今後、一件でも交通事故の発生を抑制できるように努力して参りたいと考えてお 

 りますので、警察、交通安全協会の皆さまをはじめ、関係各機関の皆さまと連絡を 

 密にしながら、引き続き市民の安全安心のために尽力して参る所存ですので、皆様 

 のご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げさせていただき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、１０名の出席で、会議の成立要件が満たされていることが確認

された。 

  

職務代理の指名 

○事務局 
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  次に、本会議の会長につきましては、東村山市交通安全対策会議条例第３条第２

項に基づき、市長をもって充てることとなっております。 

  会長の職務代理につきましては、東村山市交通安全対策会議条例第３条第４項に

基づき、あらかじめ会長が指名することとなっておりますので、会長より指名をお

願いいたします。 

○会長 

  会長の職務代理については、本対策会議を所管しております環境安全部部長の平

岡委員を指名いたします。 

○事務局 

  ただ今、会長より平岡委員への指名がありましたので、平岡委員を会長の職務代

理といたします。平岡委員よろしくお願いいたします。 

  これより渡部会長に進行をお願いいたします。 

 

３．会議の運営について 

  

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。） 

 

４ 報 告 

 

市内における交通事故発生状況  

 

○会長 

  「４ 報告」について、事務局より願います。 

○事務局 

  報告については２つありまして続けて報告させていただきたいと思いますので前  

 のスクリーンをご覧いただきたいと思います。 
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【スライド１】 

○事務局  

  はじめに、「市内における交通事故発生状況について」報告いたします。 

  資料３をもとにスライドを作成しましたのでスクリーンで説明させていただきま 

 す。 

【スライド２】 

  警視庁の統計データをもとに、平成２９年中の交通事故発生状況をまとめさせて 

 いただきました。 

  これによると、平成２９年の東京都内における交通事故は、発生件数が３万２千 

 ７６３件で、死者数が１６４名でした。平成２８年と比較すると、発生件数はプラ 

 ス３５１件、死者数はプラス５名となっております。 

  市内の状況をみますと、発生件数３１０件、死者数２名となっており、死者数は 

 増減ないものの、発生件数は増加という結果になりました。 

【スライド３】 

  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すると、これら歩行者、自転車、   

 二輪車の事故は、発生した場合、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２名とも自転車乗用中の方でしたが、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。 

【スライド４】 

  年齢別でみますと、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 

 も交通事故の死亡者２名はいずれも高齢者でした。負傷者数では最も多いのは都内、 

 市内共に４０歳代ですが、高齢者の死傷率で見ますと市内は１８．４％と平成２８ 

年中よりも増加し、都内平均１４.６％よりも高い水準となっております。 

  次に市内での状況を分析いたします。 

【スライド５】 

  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３１０件中、 

 高齢者の絡む事故は１１２件。このうち自転車に乗った高齢者の事故は２６件。両 

 当事者とも高齢者であった件数も１８件と昨年よりも増加しております。 

 高齢者の事故関与率３６．１％は昨年よりも増加し、都内の関与率３０．６％より  

 も高い割合となりました。 

  発生件数は１１２件ですが、このうち死者２名、負傷者は、重軽傷併せて６６名 

 で、死傷者のうち自転車に乗っていた方は死者２名を含む２５名でした。 

【スライド６】 

  自転車の関与する交通事故に関しましては、発生件数３１０件中、自転車の絡む 

 事故は１２１件。自転車同士の事故は８件発生し昨年よりも増加しております。自 

 転車の事故関与率３９．０％は昨年と同じものの、都内の関与率３３．４％よりも 

 高い割合となりました。 

  当事者の総数は１２９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６７名でした。 

  自転車で死傷した方は１１９名で、さきほども説明したように高齢者の２５名を 

 含みます。 
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【スライド７】 

  歩行者の関与する交通事故に関しましては、３１０件中、歩行者事故は４６件。 

 負傷者数が５３名で、件数よりも多いのは、１件の事故で２名以上負傷したものが 

 あることとなります。 

  負傷した５３名のうち交通違反をしている方は７名でした。主な違反は横断に関 

 する違反などになります。 

  歩行中の負傷者のうち高齢者は１６名で、歩行中負傷者の３０．２％を占めまし 

 た。 

  歩行者の事故関与率１４．８％は、都内の関与率１６．１％よりも低い割合とな 

 っております。 

【スライド８】 

  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２２件で昨 

 年よりも１件減少しております。内訳としては、中学生２件、小学生１７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２６名となっており 

 中学生、幼児で減少、小学生が増加となります。 

  子供関与率７．１％は、都内の関与率４．５％よりも多くなっております。 

【スライド９】 

  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５９件。関与 

 率は昨年より増加し、１９．０％となり、都内の関与率１８．９％よりも若干高く  

 なりました。 

  飲酒運転事故に関しましては、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１７４件発生しており、関与率は０．６％ 

 でした。 

  なお発生件数は原付以上の事故発生件数となっております。 

【スライド１０】 

  過去の交通事故発生状況の推移についてはご覧の通りとなっており、過去五年平 

 均よりも件数、負傷者数は下回っているものの、平成２７年から件数、負傷者数と   

 もに増加傾向を示しております。 

  市内における交通事故発生状況の報告については以上になります。 

【スライド１１】 

  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」の報告になりま 

 す。 

  こちらも資料４に基づいてスライドを作成いたしましたので、これをもとに簡潔  

 に説明させていただきます。 

【スライド１２】 

  まず、第１章として道路交通環境の整備になります。 

  「安全安心な生活道路の構築」といたしまして、道路拡幅３件、道路改良３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。 

  次の「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。 

【スライド１３】 

  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号東 
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 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、既設部分についても補修などを行う予定とな 

 っています。 

  また、萩山町地区と青葉町地区に設定されたゾーン３０区域内についてカラー舗 

 装などの整備を推進する予定となっております。 

  その他としては、市道の街路灯・カーブミラーの新設等の整備をしております。   

  スライド写真は萩山地区のゾーン３０の状況となります。 

【スライド１４】 

  「無電柱化事業の推進」について、平成２９年中の完了事業はありませんでした。 

  続きまして、「自転車利用環境の整備」では、駐輪場の利用促進に関する周知を行 

 ったほか、本年度は秋津地区の自転車利用環境整備のため秋津地区では最大規模と  

 なる新秋津駅第５駐輪場を開設いたしました。 

  以上が第１章 道路交通環境の整備になります。 

【スライド１５】 

  次に第２章の交通安全意識の啓発についてです。 

  幼稚園・保育園での交通安全教育は、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。スライドは実施状況となります。 

【スライド１６】 

  小学校で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 

 車実技教室などを実施し、また、自転車実技教室予定日が雨天の場合は講話に切り  

 替えるなどし、市内全１５校に対して交通安全教育を実施いたしました。 

  スライドは実施状況となります。 

【スライド１７】 

  中学校で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 

 通安全教室を第六・第七中学校で行い、生徒のほか多くの地域住民の方に参加いた 

 だきました。スライドはその実施状況です。 

【スライド１８】 

  高校生に対しては、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、今年度は新たにスケアード・ストレイト方式の交通安全教育、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に実施しております。 

【スライド１９】 

  高齢者に対する安全教育では、老人クラブ等からの要望を受け、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、交通安全協会等のボランティア団体の協力のもと、主に高齢者を対象にし  

 た街頭キャンペーンを実施しております。スライドはその状況です。 

【スライド２０】 

  運転者への安全教育については、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。スライドはその状況です。 

  そのほか運転者対策として東村山警察による事業所に対する講習会等を実施して 

 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  



- 8 - 

 実施しております。 

【スライド２１】 

  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他、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  

 して多くの住民の方に参加していただいております。 

  また、市民産業まつりの際には、自転車シミュレータを実施し、多くの方に体験  

 していただき、自転車安全運転宣言証を受講者の方に交付いたしました。 

  スライドはその状況と自転車安全運転宣言証の見本となります。 

【スライド２２】 

  二輪車の交通安全教育の推進では例年春と秋の交通安全運動の際に実技教室を実 

 施するところ、平成２９年度は天候不順の為実施することが出来ませんでした。 し 

 かし、先にお話したように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。 

【スライド２３】 

  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。 

【スライド２４】 

  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。 

【スライド２５】 

  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、 

 東村山交通安全協会のほか、多くのボランティア団体による各種式典や、街頭啓発  

 活動が実施されています。 

【スライド２６】 

  交差点アイコンタクト運動等の推進では、交差点での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。 

  スライドは啓発に活用したチラシの一例です。 

【スライド２７】 

  交通安全に関する広報啓発活動の充実・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。スライドの写真  

 は啓発に活用したポスター類と、交通少年団による広報車での広報活動となります。 

【スライド２８】 

  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。 

  スライドは飲食店に対して飲酒運転根絶の協力依頼の状況とシートベルト着用啓 

 発の状況です。 

【スライド２９】 

  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 
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 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２章につきましては以上になります。 

【スライド３０】 

  第３章道路交通秩序の維持では市としては、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。 

  本年度は武蔵大和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５校（化成・回田・南台・富士見・萩山小学校）の生徒が 

 作成したポスターを武蔵大和駅周辺に設置いたしました。 

  この小学生作成のポスターは訴求力も高く毎年実施しているものとなります。 

  スライドはクリーンキャンペーンの啓発状況と盗難防止の警告ポスター、路面に 

 貼り付ける警告表示の状況と小学生が作成したポスターとなります。 

【スライド３１】 

  続きまして、第４章「救助・救急体制と救済制度」の１、救助・救急体制の整備 

 等ですが、（１）（２）にありますように、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、救助資器材の充実や救急救命士・ 

 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、（３）のとおり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。 

【スライド３２】 

  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。 

【スライド３３】 

  被害者救済制度の充実では、昨年同様、交通災害共済（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・中学校に全児童・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。 

【スライド３４】 

  続きまして第５章の災害に強い交通施設等の整備となります。 

  道路橋等の耐震性の強化では、橋梁台帳を整備するとともに、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、合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。スライド写真は現在施工中の笹塚橋の  

 ものと震災に備える広報啓発の資料、緊急通行路の地図となります。 

【スライド３５】 

  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、東村山防災会議において、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いました。 

  総合震災訓練では災害対策本部設置訓練、その他東村山消防署では多くの訓練を 

 実施していただきました。 

【スライド３６】 

  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。 
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【スライド３７】 

  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、駅ホームの点字  

 ブロック設置工事を推進しております。 

【スライド３８】 

  最後に連続立体交差事業の推進では、連続立体交差事業の前段として、東村山第 

 １踏切（通称大踏切）について、道路改良工事が平成２８年度に工事完了したこと  

 に伴い、横断歩道が新設されました。 

  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。 

○会長 

  ただ今事務局より報告がありましたが皆様の方からなにかございますか。 

 

〇委員 

  まず１点目は資料３の裏面に高齢者の死者が２名、これは自転車によるものと説

明されていましたが、もう少し詳しく「自転車」と「自転車」、「自転車」と「自動

車」、「自転車」と「歩行者」等分かりましたら教えて下さい。 

  ２点目は全自転車事故の中で、何らかの交通違反をしていた者のパーセンテージ

が５１．９％、つまり約半分は交通違反をしていないとなりますが、交通違反をし

ていない事故はどのようなものなのか教えていただきたいと思います。 

  ３点目は資料４の道路の拡幅についてはわかりますが、道路の改良３件について

どのような改良を行ったのか教えてください。 

  最後に資料４の交通事故相談制度の充実とありますが、実際に交通事故に関する

相談があったのか、また相談があった場合どのような内容なのか教えてください。 

  以上４点お願いします。 

〇委員 

  １点目の高齢者死者数の詳細について１件目は「自転車」と「普通乗用車」、２件

目は自転車単独の転倒となります。 

〇事務局 

  続きまして２点目の違反をしていない者が半数事故にあったということですが、

もらい事故。一時停止等守ったが相手がスピードを出していたため事故になった。

また、相手が一時停止を無視したため事故になった等のケースの場合、違反なしに

なります。 

〇委員 

  ３点目の道路改良の内容について説明させていただきたいと思います。 

  「市道第４７０号線１」につきましては、青葉町の野火止通りの車道が荒れてい

ましたので舗装、砂利層を打ち替えました。続きまして「市道第６８３号線１」に

つきましては、東大和市との境目になりますが、こちらにつきましては舗装の打ち

替えのみとなっています。最後に「市道第５４号線７」につきましては平成３０年

度施工する予定になりますが、浄水場周りの車道の改良工事となります。以上です。 

〇事務局 

  ４点目につきましては交通事故に関する相談ということですが、こちらは市民相

談・交流課が窓口を設けております。その他地域安全課にも相談があります、例え
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ば交通事故に遭った場合その後どのような手続きが必要か。損害賠償の手続きはど

のようになっているか。手続に関することや、稀に免許や罰金についても相談が寄

せられています。 

〇委員 

  相談の件数はわかりますか。 

〇事務局 

  総件数については、把握しておりません。 

〇会長 

  他にご質問ご意見ございますか。 

〇委員 

  交通事故の件ですが、子どもの自転車事故で子どもが加害者になり賠償問題があ

ると思いますが、こちらでは子供が加害者になったケースはあるのでしょうか。 

〇事務局 

  それについて地域安全課では把握はしておりません。 

〇委員 

市民の方となりますが、数年前に小学校の門を横切ろうとしたときに児童が自転

車で門から飛び出してきたため転倒して骨折したということがございました。その

方は足の骨折だけで済んでよかったですが、そのような危険な状況もあるようです。 

〇会長 

  他に皆さんからご質問、ご意見ございますか。 

（質問なし） 

無いようですので、続きまして議案の「第２次東村山市交通安全計画の推進につ

いて」入らせていただきます。 

 

５ 議 題  

  第２次東村山市交通安全計画の推進について 

○会長 

  ただ今、報告させていただいた施策を踏まえまして、今後、特に平成３０年度の 

 交通安全計画をどのように推進していくかということが議題となっております。 

  これについて、現在の課題について事務局から説明をさせていただき、今後の交 

 通安全計画の推進についてご意見をいただければと思います。 

 事務局説明をお願いします。 

〇事務局 

それでは説明をさせていただきます。議題資料と共にご説明いたします。 

先の交通事故状況報告にありましたように昨年は高齢者の方が２名ともに自転車

乗車中になくなられ、また、高齢者と自転車の事故関与率も東京都内平均よりも高

いということで、高齢者と自転車利用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。 

高齢者対策につきましては繰り返しとなりますが、報道などで高齢者の交通事故

がクローズアップされている中、高齢者への安全教育のほか、街頭における各種キ

ャンペーンや反射材普及活動について、平成２９年度も施策を進めてきたほか、前

回会議でご意見いただきました運転免許証の自主返納制度の周知についても、推進

してきたところでございます。 

 しかし、高齢者の人口割合が年々増加していく中、高齢者関与事故の歯止めがか

からず、有効な対策について模索していく中、なかなか効果的な施策を見出すこと
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が出来ていない状況であります。 

 先に報告させていただいた高齢者の交通事故関与率は３６．１％で、これは、都

内２３区、２６市合計４９自治体中８位と高いものでありますが、関与件数１１２

件は順位として３４位でありますので、１件の減少が目に見える成果としてあらわ

れるものと思われます。 

 また、自転車対策につきましては、小・中学生及び高齢者の自転車事故について

は減少傾向を示しており、これまでの施策が功を奏して来ているものと感じていま

すが、自転車事故総数が増加しているうえ、事故当事者の違反割合が増加している

ことから、いわゆる保護者の世代に対して自転車も車両であることの意識や、正し

いルール等、自転車安全利用に関する意識づけをいかにしていくかが重要になって

くるのではないかと感じております。 

 自転車の関与率３９．０％は都内順位１５位でありますが、こちらも関与件数１

２１件は３４位となっていることから同じく対策の成果が表れやすいものと思われ

ます。 

 以上の点を踏まえまして、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。 

 以上です。 

○会長 

ただいま事務局より「第２次東村山市交通安全計画の推進について」高齢者、自

転車対策をポイントとして今後も推進させていきたい旨の説明がございましたが、

皆様からのご意見などございますか。 

○委員 

  伺いたいのですが、先ほどの資料４の８ページに「高齢者と子どもの自転車教室」 

とありますが、子どもが来るという事は保護者も居ますよね、その子どものお爺さ

んやお婆さんが参加するということで啓発活動する上で非常に効果があると思いま

すが、成果としてどのようなものがあったのか教えてください。 

〇事務局 

  成果といたしまして、参加された方のご意見や反響になりますが、初めて参加さ

れた保護者の方からは「自転車に細かいルールがあるとは知らなかった」、「自転車

も車両という認識が無かったので気を付けて運転していきたい」等ご意見いただき

ました。 

〇委員 

  子どもと高齢者が一緒にやることについて意見は。 

〇事務局 

  子どもと高齢者が一緒にやることについてご意見等は特にありませんでした。 

〇会長 

  高齢者と子どもの自転車教室は、駐車場安全協力会が主催して毎年天王森公園で

開催していただいていますが、残念ながら私の見た感じでは児童と高齢者の参加が

それほど多くは無いと若干否めないところがあります。 

  高齢者についてはどうしても開催場所の本町地域周辺の老人クラブの方々が中心

なので、今後は関係団体とも協力しながらより高齢者と子どもたち一緒に参加する

ことによる効果を高めることも少し検討する必要があるのかなと、あるいは学校等

の協力をいただいて、また子ども達も場所が自分の学校ではないとなかなか参加し

ない傾向があるのではないかと感じたところでございます。 
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〇事務局 

  実は３年ほど前に化成小学校にお願いし実施したことがありますが、主催者側が

移動等大変ということで、また天王森公園になった経緯がございますので、できれ

ば市内を回っていける形で提案をこれからもさせていただこうかと考えておりま

す。以上です。 

〇会長 

  他になにかありますか。 

  高齢者ということでしたが、いかがでしょうか。 

〇委員 

  電柱に「通学路」ってありますが、あれは非常に良いですよね。大人から見ても  

 そう思います。それに今東村山市内の電柱に広告が無くなっています。広告が無く 

なって「通学路」が東村山市のいたるところにあり、スッキリして良いと思います。 

  東電で広告をある程度制限してやっているのかわかりませんが、帰りに見てもら

うとわかると思いますが、広告がほとんどありませんね。前は建売住宅の広告や不

動産の広告がありましたが、今はありませんね。 

〇事務局 

  お褒めいただきありがとうございます。教育委員会と協力いたしまして地域安全

課で「通学路標示」を東電と提携をさせていただきまして管理を委託する形で付け

させていただきました。今後もそのことを含め、子どもに対してわかりやすい、車

等にも目立つように電柱を活用させていただいている状況です。以上です。 

〇会長 

  ありがとうございました。通学路とありましたが、保護者の方の事故も増えてい

るということですが、いかがでしょうか。 

〇委員 

  私自身の話しになってしまいますが、２歳くらいの子どもにヘルメットを被らせ

て自転車の前に乗せていたとき、小学生が前から飛び出してきたのでそれを避けよ

うとして転倒したことがあります、子供が頭をぶつけてしまいヘルメットをしてい

て良かったと凄く感じました。 

資料４で幼稚園や保育園で歩行訓練など実施していると書いてありますが、私の

子どもが幼稚園のときも確かに歩行訓練をやっていました。今見るとこのような目

的でやっていたのだとわかりますが、実際やっているときに保護者の立場としては

保護者参観のような感覚でビデオを撮りながら見ているだけの状態でしたので、も

う少し踏み込んで、その場で保護者向けに重要性等伝えていけば保護者の認識も変

わるんじゃないのかなと思いました。小学校は児童自身学んでいく機会なので保護

者がそこまで参加はしていませんが、幼稚園や保育園は保護者も良く足を運んでい

たのでその時もっと話をしていただけたら認識が変わったのかなと思います。 

以上です。 

〇会長 

  ありがとうございました。幼稚園、保育園は参観というような形で保護者がいら

っしゃるようだということでした。 

  保護者向けの啓発も今後警察の皆さんと連携しながら強化をしていってはどうか

ということでございましたので、事務局の方何かあればお願いします。 

〇事務局 

  まさしくその通りで、保護者に対してルール等知っていただくことがテーマにな

っていますのでこれからも努力して行っていきたいと思いますので、よろしくお願
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いします。 

〇委員 

  高齢者と自転車ということで、私は職場の安全委員をしていまして、作業中起き

た事故や怪我等で昨年１年間自転車に関するのは１件だけでした。運転中左折する

時滑って転んだものでした。その２、３年前は自転車で怪我をする人が続いており、

車道から歩道に上がる際に傾斜のところで上がりきれず滑って転んでしまったりし

たもので、その後、全会員に対して注意喚起と事故防止を呼び掛けたところ類似事

故の発生はなくなってきたところです。 

〇会長 

  職場での取り組みについて、それぞれの団体、地域で交通安全の意識啓発を取り

組んでいただくことが極めて大事なのかなと思っているところですので、何かあり

ましたら事務局に申し付けをいただければと考えております。 

  その他いかがでしょうか。 

〇委員 

  お手元のチラシをご覧ください。市民安全講習会が３月２２日（木）市民センタ

ー２階におきまして午後７時から開催をいたします、これを機に４月６日から１５

日まで「春の全国交通安全運動」が行われ、それまでの間東村山警察署の公民館に

おける市民安全講習会もございます。またさくら通りで「交通安全市民のつどい」

が４月８日に行われる段取りですが、安全協会は１年間のべ１２０日ほど活動し、

のべ約１５００名ほどで交通安全に取り組んでいますが、まだまだ取り組みが足り

ないのか事故発生件数が増えているような状況でございます。皆さんにご指導いた

だきながら今後交通安全対策会議で皆さんと共に、事故が無いよう進んでいければ

と思いますのでよろしくお願いします。 

〇会長 

  ありがとうございました。交通安全協会さんのほうでも３月２２日に「交通安全

講習会」開催していただき、新年度になりましたら春の全国交通安全運動期間とい

うことでさまざまな取り組みをされるご紹介いただいたところでございます。 

  行政機関の皆様から何か今後の取り組み等についてご指摘、ご指導よろしいでし

ょうか。 

〇委員 

  所管としましては、自転車での事故というものが結構あったと認識しております、

雨の日のちょっとした段差で滑って転んでしまうことと取締りをやっていただいて

いました雨の日の傘差し運転、これについては非常に危険でありますので、職員含

め啓発をさらに進めていければと考えております。今後ともよろしくお願いします。 

〇会長 

  ありがとうございました。 

  引き続き先ほど申し上げましたとおりそれぞれの団体、地域で啓発活動をしてい

ただくとともに市役所、警察署の皆さん、交通安全協会の皆さんと連携をとらせて

いただきながら出来る限り啓発あるいは交通安全対策を進めていきたいと考えてお

りますので、引き続きよろしくお願いします。 

  特に無ければ次に進めさせていただきます。 

 

６ その他 

  今後のスケジュール等 

○会長 



- 15 - 

  「６．その他」ですが、今後の会議の運営スケジュール等について、事務局より 

 説明を願います。 

○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、ま 

 た、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。 

○会長 

  年に１回の開催ではございますが、逆に年１回の開催になるように願っていると

ころでございます。 

  皆様からその他として特に無ければ最後に職務代理から閉会のご挨拶をいただい

て、締めさせていただきたいと思います。 

 

７ 閉 会 

 

〇職務代理 

  本日は大変お忙しい中ご出席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きましたので、これらを踏まえて市とし

てもしっかりと交通安全に取り組んでいきたいと思いますので、引き続きご指導の

ほどお願いいたします。 

  これをもちまして、本日の会議を閉会させていただきます。本日はありがとうご

ざいました。 

 


