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会 議 次 第 

 

1. 開会 

〇会長挨拶 

〇新任委員・代理人紹介 

〇事務局紹介 

２.会議の運営について  

 〇会議・名簿等の公開について 

 〇傍聴希望者の確認 

 〇会長職務代理の指名 

３.第３次東村山市交通安全計画原案の審議 

４.その他 

〇今後のスケジュール 

５.閉会 

問い合わせ先 

まちづくり部 交通課 交通安全係 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２７３４） 

Ｆ Ａ Ｘ ０４２－３９３－６８４６ 

会  議  経  過  

１ 開会 

 

資料の確認 

・令和３年度第 1回「東村山市交通安全対策会議」次第 

・意見への対応 

・第３次東村山市交通安全計画原案 

・【資料１】東村山市交通安全対策会議条例 

・【資料２】東村山市付属機関等の会議の公開に関する指針 



・【資料３】東村山市交通安全対策会議の傍聴に関する定め 

・【資料４】修正箇所対照表 

出席状況の確認。「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、本 

会議の成立していることを報告（１３名中８名出席。欠席者５名）。 

事務局が開会を宣言。 

 

〇 会長挨拶 

第１回東村山市交通安全対策会議にご出席を賜りまして誠にありがとうございま

す。委員の皆様におかれましては常日頃、交通安全対策の推進にあたりご理解とご協

力をいただきこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。委員の方の中には新任の方

もいらっしゃいますので、任期期間中どうぞよろしくお願いいたします。本交通安全

対策会議は交通安全対策基本法に基づいて当市の交通安全計画を定めまして、その計

画に沿って事業を推進し、ご検証していただく機関でございます。これまでの取り組

みと皆さま方のご指導をいただいた結果、市内の交通事故総件数はかなり減っており、

昨年につきましては死亡事故ゼロということで、各関係機関の皆様のご指導、また市

民の皆さまのご理解ご協力をいただき感謝しております。しかしながら、交通事故が

全くないわけではなく、現在年間２００件を超える事故件数で下げ止まりという状況

です。また、千葉県八街市で児童が多数巻き込まれ死亡するような大変悲惨な事故が

発生しており、国から通学路の点検をするように指示が出されているところでござい

ます。そういった中で当市におきましては、第３次東村山市交通安全計画を委員の皆

様のご意見を頂いて策定していきたいと考えておりますので、限られたお時間ですが

よろしくお願いいたします。 

 

〇 新任委員等紹介 

 

〇 事務局紹介 

 

２.会議の運営について 

〇 会議・名簿等の公開について 

≪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

「東村山市附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及び傍聴者の確認 

  ・会議録の公開 ：会議資料と併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」等と表

記（わかりやすい内容で表記することに努める） 

  ・傍聴者の確認 ：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 

 

 

 



〇 傍聴希望者の確認 

傍聴希望者：１名 

（傍聴者の入室について委員に確認後傍聴者 1名入室。） 

 

〇 会長職務代理の指名 

≪会長≫ 

本会議の会長については、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いる。会長の職務代理については、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いる

ので本会議を所管している、まちづくり部長都市計画担当の山下委員を指名する。 

 

３．第３次東村山市交通安全計画原案の審議 

≪会長≫ 

これより計画原案を審議し、本会議において中間案の決定をしていきたい。事務局

より事前に皆様へ意見照会させてもらっているので、２つに分けて審議する。資料に

ある「意見への対応」とその他計画全体の中での意見でこれより事務局から計画の概

要と意見への対応について説明する。 

≪事務局≫ 

原案の修正について報告。（【資料４】修正箇所対照表に沿って報告） 

  ・ 16 ページの（９）踏切事故の状況１から３行目の踏切事故の件数を統計確認

の誤りで踏切事故はありませんでしたと修正。 

  ・ 19ページの「子供の交通安全の確保」のための関連施策と 21ページ「二輪車

の安全対策の推進」のための施策内の鉄道踏切の交通安全が記載誤りのため

修正。 

  ・ 30ページのページ数が 31ページと修正。 

  ・ 45ページの委員名簿内の東村山市小・中学校 PTA連合協議会が委員改選のた

め PTA野火止会会長大塚栄子委員へ変更。 

 

第３次東村山市交通安全計画の概要等について説明。（第３次東村山市交通安全計画

原案に沿って説明） 

・ 第１部１ページ、第１章はじめにについて、東村山市交通安全計画は市内の

交通安全に関する取り組みをわかりやすくするため、交通安全対策基本法に基

づく東村山市交通安全対策会議において策定する。計画の内容は、東京都交通

安全計画に基づき市内の陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策大綱

を定めるものとし、計画の期間は令和３年度から令和７年度までの５年間であ

る。 

・ ３～４ページ、１第２次東村山市交通安全計画の取り組みと成果について、

第２次計画では重点課題として、「高齢者の交通安全の確保」「自転車の安全利

用の推進」「二輪車事故の防止」「「飲酒運転の根絶」の４点掲げ各種交通安全

対策を推進した結果、第２次計画期間中、市内交通人身事故発生件数は２６４

件から２１８件と大きく減少している。重点課題ごとの死傷者数は(1)から(4)

のとおりそれぞれ死傷者数は減少しているが、高齢者・自転車・二輪車につい

て依然として対策が必要な状況であり、飲酒運転についても先月千葉県八街市

において飲酒運転のトラックが小学生を巻き込む痛ましい事故があったよう

に、引き続き対策が必要である。 



・ 14 ページの子供事故関与率について、第２次計画の重点課題以外の特徴とし

て、子供の事故関与率が高くなっており、子供の交通事故に関する割合が都内

平均を上回っている状況が続いている。 

・ 18ページから 22ページについて、第２次計画の取り組みと成果を踏まえた上

で、近年の技術革新や新型コロナウィルス感染症の影響で生活様式の変化に対

応していかなくてはならないことなどを加味し、本計画においては、重視すべ

き視点として前計画の高齢者・自転車・二輪車・飲酒運転の４つの重点課題に、

「１として高齢者に子供を追加した交通安全の確保」「５として先端技術の活

用」「６として「新しい日常」に対応した交通安全対策の推進」の子供と２つの

視点を追加し、各種施策に取り組む。 

・ 23 ページ以降の第２部について、本計画の重視すべき視点を踏まえて講じよ

うとする施策として第１編で道路交通の安全、第２編では鉄道踏切の交通安全

について記載している。 

 

委員からの意見に基づき作成した、「意見への対応」について説明。（意見への対応

に沿って第３次東村山市交通安全計画原案を使用して説明） 

・ ①②では表紙の副題についての意見として、①は第１、２次計画と同じ「交

通事故ゼロを目指して」を引き続き設定するものと②は「あなたの心づかいで

守れる命」という新たな意見が出ている。計画の副題については、第１次計画

策定時に目標の設定がないことから設定したという経緯があり、本計画は目標

設定を行っているので、副題については二つの意見と共に副題なしについても

検討する。 

・ ③④については１７ページ第３章第３次東村山市交通安全計画の目標の部分

で、③は１行目の交通事故のない社会を交通事故のない東村山市とする意見で

ある。④は数字目標を掲げるという意見で、案として前計画の５年間平均の３

０％減の１８０件と交通事故死ゼロを目指すという内容である。事務局におい

て、２つの意見を踏まえた案を作成した。数字目標については、近年の交通事

故死傷者数の減少割合の変化から数値として目標を設定することが困難な中、

第２次計画期間中の交通事故死傷者数の最小値を更新する趣旨の内容としてい

ることに加え、交通事故死者数ゼロという目標を案として提示している。 

・ ⑤と⑥については第４章重視すべき視点に対する意見である。⑤のご意見に

ついては１８ページ 1 番の２段落目からの「生活道路の安全対策」についての

部分と１９ページ文章の２段落目から「子供の生活道路の安全対策と、通学路

等の安全対策」の題目についての部分で対応している。 ⑥の意見について、１

９ページ文章の３段落目からの「交通安全教育の充実」についての部分と２０

ページの「２自転車の安全利用の推進」２段落目から「自転車の安全利用」に

ついての部分で対応している。 

・ ⑦の意見については、２３ページ表題の「第２部講じようとする施策」の題

目に対する意見で、本計画は第１１次東京都交通安全計画に基づいているため

同一の題目として設定している。 

  ・ ⑧⑨については第２部第１編第１章道路交通環境の整備に対する意見である。

⑧の意見については、まず２４ページ 1 番の１段落目から「生活道路を、安全

で安心して通行できるよう整備、通学路の安全点検」についての部分と２６ペ

ージ３番の 1 段落目から「交通安全施設の改修、新設、規制標識等の信号機等

の整備」についての部分で対応している。⑨の意見については、２４ページ１



番全体で対応している。 

・ ⑩のご意見については、第２部第１編第２章交通安全意識の啓発に対しての

意見である。２７ページ１番の（１）の３段落目からは「保育園・幼稚園」４

段落目からは「小学校」での交通安全教育と保護者に対する交通安全の情報発

信についての部分と３０ページ２番の（２）の２段落目から「家庭への情報の

提供」についての部分で対応している。 

・ ⑪⑫については、第２部第２編第２章踏切の交通安全に対しての意見である。

⑪の意見については４１ページ第２章１連続立体交差事業の推進と２踏切改良

等の推進という部分で対応。⑫の意見についても同じ部分で対応している。 

≪会長≫ 

ただ今説明した内容について質問等はないか。 

≪委員≫ 

④番はわたくしが意見を述べたが、目標を掲げるのであれば数字をいれた方がいい

のではないかと考え、数字は昨年比３０％減、もしくは計画期間中の交通死亡者数ゼ

ロと案を出した。第１次東村山市交通安全計画は目標が入ってなく、その時目標はな

いという話の中でこの副題が出てきて決まったので、今回目標を入れるのであれば数

字を入れたほうがわかりやすいのではないかと思ったが、これにこだわる訳ではない

ので案の書き方でよいと思う。 

≪事務局≫ 

数値目標ということで、昨年新型コロナウィルスの影響で都内全体がかなり交通事

故の件数が減っている状況がある。その状況からさらに件数を減らしていくという表

現でより事故自体を減らすという高い目標ということで設定した。 

≪委員≫ 

平成２３年に東村山市交通安全対策会議ができる前は交通事故が年間６００件以上

あった。第１次期間中に４００件になって第２次期間中は２００件、この流れから第

３次は２００件ずつでゼロになるのではないかとも思ったが、ここまで落ちてからが

大変なのかなと思う。 

≪会長≫ 

事務局のほうから説明したが、具体的に削減の数値を掲げるのが２００件というの

は多いのではないかと言える一方で、具体的に何パーセントというような形では困難

なため、第２次計画期間中より減らすということと、ご提案があった死者をゼロにす

るということで理解いただければ案で対応させてもらう。 

≪委員≫ 

異議なし。 

≪会長≫ 

他にはないか。 

≪委員≫ 

副題についてはどちらかになるということか。 

≪会長≫ 

副題については、事前に頂いた意見の中で①②については③④の目標を整理したう

えで副題を決めていきたいと思うが、目標は案でよろしいか。 

≪委員≫ 

 異議なし。 

≪会長≫ 

これを踏まえて副題について、今までの前例に従う「交通事故ゼロを目指して」と



いう意見と、「あなたの心づかいで守れる命」という意見を頂いているが、皆様の意見

で決定したいと思う。 

≪委員≫ 

私は今までの「交通事故ゼロを目指して」を引き続き副題としていきたい。 

≪委員≫ 

私も第１次東村山市交通安全計画に決まった経緯をこだわりたい。 

≪会長≫ 

副題についてはあくまでも究極目標ということで交通事故ゼロを目指すということ

を入れたほうがいいという意見だがよろしいか。 

≪委員≫ 

 異議なし。 

≪会長≫ 

目標と若干ずれてしまう可能性もあるが、あくまでも副題については究極の目標だ

ということで当面５年間の目標としては第２次の計画期間中より事故を減らすことと

死者をゼロにするということを具体的な５年間の目標として掲げ、副題については第

１次、第２次計画の副題を踏襲する「交通事故ゼロを目指して」でよろしいか。 

≪委員≫ 

 異議なし。 

≪会長≫ 

それでは副題については①とします。⑤以降については、皆様から意見をいただい

ているが、事務局としてはすでに計画の中に一定程度考え方を盛られているのではな

いかということである。特段意見がなければ、⑤以降についても事務局の対応とさせ

ていただきたいと思うが意見はないか。 

≪委員≫ 

 異議なし。 

≪会長≫ 

以上で皆様から頂いた意見についてまとまったので、次は計画全体の方で改めて意

見等あれば承りたい。 

≪委員≫ 

消えている白線や一時停止や止まれの道路標示が消えている箇所があるのがそうい

った場合はどこに対応を求めればいいのか。 

≪事務局≫ 

白線の種類にもよるが、例えば横断歩道とかそういった交通規制にかかるものであ

れば警察署が管轄で、道路の外側線等に関しては市道であれば市の道路河川課、都の

道路は都の道路の管理者にご連絡していただくような形になる。 

≪会長≫ 

市民の方からはどこが管轄しているのかわかりづらいと思うので、もしわからない

ときには交通課のほうに問い合わせしても結構である。計画そのものでなくても結構

なので、何か意見・質問はあるか。 

≪委員≫ 

 意見なし。 

≪会長≫ 

それでは今日の議題である第３次東村山交通安全計画については先ほど頂いた意見

の通り、副題については「交通事故ゼロを目指して」と、目標については、案の「交

通事故のない東村山市を最終目標として各種対策を推進し、本計画期間中の交通事故



を第２次計画期間中より減らすとともに、死者を０にすることを目指します。」でとり

まとめさせていただく。 

本日で中間案として決定をさせていただき、中間案と会議録については作成次第各

委員の皆様に送付させていただく。 

 

４．その他 

 

〇 今後のスケジュール 

≪事務局≫ 

今後、中間案の市民意見募集を市の広報誌・ホームページ等を活用し、９月頃実施

する。募集した意見から最終案を作成し、委員の皆様に送付する。本年度第２回交通

安全対策会議において最終案の審議を行い、計画の決定を行う。第２回交通安全対策

会議は１１月下旬ころの開催を予定しており、日程が決定したら別途連絡する。 

≪会長≫ 

その他交通安全対策関係でご意見ご質問何かあるか。 

≪委員≫ 

踏切の立体計画を立てているというところで、⑪番の踏切内の歩行者と区切りがな

い件だが、立体になるまでの間は何か対策はできないのか。１番は久米川駅で結構歩

行者が多くて、車の方まで人があふれているので危ないなと感じている。この辺の計

画がどうなっているのか。 

≪委員≫ 

久米川駅の交番近くの踏切は立体にはならないが、東村山市として問題意識を持っ

ており対策に取り組んでいる。道路管理者である東京都に安全対策を進めたいという

ことを東村山市で調査して相談している。話が進んでいけば西武鉄道と協議を整えて、

駅側の歩道を広げつつ交番側も併せて広げられるように継続して取り組んでいく。 

≪会長≫ 

何年までにはと明確に申し上げられないが、踏切自体を広げ歩道部分も広げるため

に踏切全体を広げることを東京都と西武鉄道で協議をしている状況である。 

≪会長≫ 

他にはないか。 

≪委員≫ 

久米川駅東側の踏切も同じようで、幅が狭い状況である。 

≪会長≫ 

久米川駅南側の萩山、野火止用水のところであると思うが、通学路として歩道橋を

子供たちが通学していて、今年度歩道橋の橋脚部分の改修する予定になっている。確

かに危ないが広げられるという計画が今のところない。 

５．閉会 

≪会長≫ 

今後とも皆様と交通事故を無くしていくための取り組みを進めて参りたいと考えて

おります。今ご指摘があったような交通安全対策はハード整備基盤の部分もあるので、

これからも安全安心なまちづくりを進めていくということで取り組んでまいりたいと

思っております。それでは以上で令和３年度第１回交通安全対策会議閉会とさせてい

ただきます。本日お忙しい所ご出席いただきましてありがとうございました。 

 


