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（参考様式３） 

会  議  録  

会議の名称 令和元年度 第１回 東村山市交通安全対策会議 

開 催 日 時 令和２年２月６日（木）午前１０時３０分～正午 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

(委 員)渡部 尚会長・蛭間 浩之委員・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・神山 悠紀委員・高橋 照定委員 

(代理出席)警視庁東村山警察署 長岡交通課長 

     東京消防庁東村山消防署 森川警防課長 

平島教育部次長 

(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・葛城交通安全対策係主事 

中谷事務員 

●欠席者：村木 尚生委員（開会時退席）、加藤 光二委員 

蛭田 芳則委員、新井 晶子委員 

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（環境安全部職員）紹介 

〇 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 吉田・葛城 

 電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２４１４） 

ＦＡＸ番号 ０４２－３９３－６８４６ 

 

会  議  経  過 



 

- 2 - 

１ 委任状交付 

○事務局 

本日は大変お忙しい中、令和元年度第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、本会議の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。 

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 令和元年度(平成３１年中)東村山市交通事故発生状況 

・資料４ 令和元年度 第２次東村山市交通安全計画の推進状況 

・議題資料 

不足などございませんでしょうか。 

会議に先立ちまして、令和元年度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 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 加藤光二氏 

欠席のため、代理出席の警視庁東村山警察署 長岡交通課長に委嘱状を交付 

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 蛭田芳則氏 

欠席のため、代理出席の東京消防庁東村山消防署 森川警防課長に委嘱状を交付 

東村山市交通安全対策会議条例第３条第５項第４号に基づき 

●東村山市教育委員会教育長 村木尚生氏 

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 平岡和富 環境安全部長 

●東村山市 粕谷裕司 まちづくり部長 

  東村山市交通安全対策会議条例第３条第５項第６号に基づき 

   ●佐々木 静章氏 

●鴫原 健二氏 

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 

   ●東村山交通安全協会 会長 肥沼義則氏 

●くめひが保護者の会 会長 神山悠紀氏 

●東村山市老人クラブ連合会 会長 高橋照定氏    

●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 新井晶子氏は欠席のため、委嘱状を本会議後、事務 

局より送付。 

 

〇事務局 

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
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きまして、前委員の残存任期である「令和３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 

〇事務局 

それでは令和元年度第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、本対策会議会長である渡部市長よりご挨拶を申しあげます。 

 

市長挨拶 

○会長 

  皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、交通安全対策会議に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２か年の任期を持ちます委嘱状を委員の

方々にお渡しさせていただきました。この２年間東村山市の交通安全対策の実効性

が上がるようにそれぞれのお立場からご指導ご協力を賜りますよう心より申し上げ

る次第です。当会議は、東村山市における交通安全対策や施策を協議し、実施する

機関でございます。昨年市内では交通事故発生件数が減少となっておりますが、残

念ながら３名の方が命を落とされているということで、今年についてはできるだけ

交通事故を減らし、死亡事故を１件でも減らすべく、また皆様と力を合わせて取り

組んで参りたいと考えておりますのでよろしく申し上げたいと思います。特に今年

につきましては再び東京でオリンピック、パラリンピックが開かれることもあり、

市内での車両の通行量も増えるのではないかと思われているところでございます。

また７月１４日には聖火リレーセレブレーションが東村山市でも行われるというこ

とで警察や交通安全協会あるいは消防署をはじめ各関係機関の皆様にご協力をいた

だいて安全かつ円滑に聖火リレーを行い、未来に向けて良きレガシーを残して参り

たいと考えておりますので皆様のご理解ご指導を賜りますようよろしくお願い申し

上げ、結びに、本日ご出席いただいておりますそれぞれの機関、団体の充実と発展、

委員各位のご健勝でのご活躍を祈念して、挨拶に代えさせていただきたいと思いま

す。限られた時間ですが活発なるご発言よろしくお願いいたします。 

 

委員自己紹介及び事務局紹介 

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９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。 

 

職務代理の指名 

○事務局 

  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
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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 

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及び傍聴希望者の確認 

・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 

（会長より現在傍聴希望者はいないが、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及び第２次東村山市交通安全計画の推進状況  

〇会長 

  次第「４.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説明をお

願いします。 

〇事務局 

「市内における交通事故発生状況について」ご報告いたします。 

はじめに、警視庁の交通事故統計データと消防庁の一部の統計データにつき

ましては、平成３１年１月から令和元年１２月までの年単位での集計報告とな

ります。その他については、平成３１年４月から令和２年３月までの年度集計

でのご報告となりますので、予めご了承ください。警視庁の統計データの集計

方法に習いまして、年単位でご説明をさせていただきます。令和元年中（平成

３１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。これによりま

すと、東京都内における交通事故は、発生件数が３万４６７件、昨年比マイナ

ス２，１２３件、死者数は１３３名でマイナス１０名となっております。市内

の状況をみますと、発生件数２２０件、昨年比マイナス７件、死者数３名昨年

比、変わらずプラスマイナスゼロという結果となっております。市内の死者に
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ついては３名、内訳については、自動二輪車が２名、自転車が１名でした。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、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、市内ではそれぞれ２０

代・４０代・５０代となっております。また、負傷者数については高齢者の負

傷率で見ますと市内は１９．４％と昨年中よりも若干増加しております。次に

個別の状況を分析いたします。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２２０件中、高齢者の絡む事故は７８件。このうち自転車に

乗った高齢者の事故は２３件。両当事者とも高齢者であった件数は１９件と昨

年よりも若干増加しております。また、高齢者の事故関与率３５．５％は昨年

よりも増加傾向にあります。自転車の関与する交通事故に関しましては発生件

数２２０件中、自転車の絡む事故は８６件。自転車の事故関与率３９．１％は

昨年よりも増加しております。当事者の総数は９４名おり、このうち安全不確

認など、何らかの違反があったものが５６名でした。歩行者の関与する交通事

故に関しましては２２０件中、歩行者事故は３８件で、死傷者数が３７名でし

た。歩行者の事故関与率は、１７．３％となっております。歩行中の死傷者の

うち高齢者は１３名で３５．１％を占めております。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１７件で昨年よりも３件増加して

おります。内訳といたしましては、中学生の自転車乗車中が７件、小学生の歩

行中が６件、同じく小学生の自転車乗車中が４件となります。また、子供の事

故関与率は７．７％となっております。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３６件。関与率は昨年より減少し、１６．４％とな

っております。市内の飲酒運転事故はございませんでした。過去の交通事故発

生状況の推移についてです。平成２７年から令和元年までの過去５年間の平均

と、令和元年のグラフを比較致しますと、平均よりも低い件数となっておりま

すが、死者数については、令和元年は３名という結果となっております。 

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」のご報告に

なります。 

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２件については、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。「幹線道路における交通安全

対策の推進」に関しては、画面はお手元にあるＡ３のカラー刷り資料の「都市

基盤整備計画図」と同じものになります。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。「交通安全施設等の整備事業の推進」では、さくら通りの全線開通に合わ

せて延伸部分の自転車専用通行帯（自転車レーン）も全面カラー舗装等の整備

がされました。今年度、富士見町１丁目地区がゾーン３０となり、カラー舗装

やすべり止め舗装を交通規制標識の設置に合わせて行い、今年度完了予定とな

ります。また、通学路の安全対策では、路側帯内カラー舗装（グリーンベルト）

を６か所、今年度中に設置予定となっております。その他としては、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

ついては、令和元年度中の完了予定事業はございません。「自転車利用環境の

総合的整備」では「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」を関係機関と実施

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。以上が第１章 道路交通環境の整備になります。 

第２章の交通安全意識の啓発についてです。 
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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実施する

こととなります。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、市内小学校に対して交通安全教

育を実施いたしました。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一・第三中学校で行い、生徒のほか

地域住民の方にもご参加いただきました。高校生に対しては、日体桜華中学・

高校および明法高校で交通安全講話を実施し、東村山高校では、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全国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

を対象に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―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。そのほ

か運転者対策として事業所に対する講習会や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他、天王森公園において、地域

住民の方々も対象とした「子どもと高齢者の自転車教室」を実施致しました。 

 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。 

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

施致しました。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、市といたしま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います。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

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。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。夜間及び薄暮時の交通安全対策の推進で

は、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２章につき

ましては以上になります。 
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第３章道路交通秩序の維持では市としては、本年度は東村山駅周辺において

放置自転車クリーンキャンペーンを行いました。また、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しております。 

第４章「救助・救急体制と被害者の支援」１、救助・救急体制の整備等です

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）の加入促進をし、申込みパンフレットは

市内小・中学校に全児童・生徒分を３月に配布予定となっております。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章の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となり

ます。道路橋等の耐震性の強化では、新秋津駅北側の宮前陸橋の整備を進める

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。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、また東村山市総合防災訓練等においても、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。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。 

次に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。最後に、連続立体交差事業に

ついては、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 

  報告が終わりましたが、ご質問ご意見等何かございますか。 

〇委員 

  交差点の横断歩道について質問ですが、さくら通りにある「生活クラブ」という

お店がありますが、そこの交差点には横断歩道が３か所設置されていますが、４か

所目はなぜ設置されていないのでしょうか。 

〇委員 

  信号機が設置されている交差点は、通常ですと４か所の横断歩道が設置されている

のが一般的ですが、法律や規定等で原則、道路形態や車両等が安全にすれ違う幅員

が確保できないなどの条件に当てはまらない場合には設置できない。交差点での車

両の交通量や横断する歩行者の数を考慮して横断歩道を設置していますが、むやみ

に横断歩道を設置すれば良いというわけではないので、道路状況や基準等を加味し

ながら設置する形となります。また、交差点ではなく道路に横断歩道を設置する場

合は、比較的にぎやかな市街地ですと２００ｍ以上の間隔で考えています。 

〇委員 

  いろいろなことが加味されて横断歩道を設置するとの話だと思いますが、私が先

ほど申し上げた「市民スポーツセンター」と「生活クラブ」の交差点には３か所し

か横断歩道が設置されていませんが、さくら通りの幅員は広く５ｍ以上あると思い
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ますし、横断歩道は４か所目を設置できないんでしょうか。 

〇委員 

  この場ですぐにお答えはできませんが、道路形態や基準等を加味することとなり

ます。 

〇委員 

  さくら通りでも信号機があっても横断歩道が３か所のところが複数あり、できれ

ば４か所設置していただければありがたいなと思っております。 

   

５.議 題 

第２次東村山市交通安全計画の推進について 

〇会長 

「５．第２次東村山市交通安全計画の推進について」 

ただ今、報告させていただいた令和元年度の取り組みを踏まえて、今後の交通安全

計画をどのように推進していくかということを議題とさせていただきます。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。事務局簡潔に説明をお願いし

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。 

資料左上の傾向１及び右上の課題 1をご覧ください。交通事故発生件数そのものは

減少しておりますが、高齢者、子供、自転車の事故件数が増加し、総件数が減って

いる中での件数増であるため事故関与率も増加傾向でございます。高齢者、子供、

自転車の関与事故を減らすことを課題ととらえ、子供と高齢者の自転車教室をより

充実させることを検討しております。令和２年度については東京都主催で実施して

いる高齢者の交通安全利用講習会の事業を利用し、内容の充実を図りたいと考えて

おります。場所や時期については未定ですが、すでに開催候補地に当市は立候補し

ており、東京都と調整中でございます。是非、令和３年度事業以降の内容について

は委員の皆様からもご意見を頂戴したいと考えておりますのでよろしくお願いいた

します。また、東京都の条例改正により令和２年４月１日より自転車利用者及び事

業者に対して、自転車の利用によって生じた他人の生命、身体又は財産の損害を賠

償することができるよう、当該損害を填補するための保険等への加入が義務付けら

れたことを受け、東村山交通安全協会協力のもと市民講習会開催チラシの裏面を活

用させていただき、加入状況チェックシートを印刷・配布する予定となっておりま

す。また、市報３月１日号でも周知させていただく予定でございまして、自転車の

安全で適正な利用が促進されることを期待しております。 

続きまして、資料左下の傾向２及び右下の課題２をご覧ください。令和元年は４

月１９日に東池袋にて高齢者がアクセルとブレーキを踏み間違えたことにより１２

人が死傷した痛ましい事故に象徴されるように、高齢運転者による交通事故が社会

問題化し多くの方の関心を呼んだ 1 年となりました。高齢運転者の事故を減らすこ

とを二つ目の課題ととらえ、免許返納については高齢者運転免許自主返納サポート

協議会等の特典一覧の周知、どうしても運転をしないと日常生活に影響をきたして

しまうような方には東京都高齢者安全運転支援装置設置促進事業等の周知をしてい

きます。 

以上の点を踏まえまして計画を効果的に推進していくためのご意見をいただきた

いと思います。 
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〇会長 

  令和２年度の取り組みについては、説明がありましたように市として、高齢者、

子供の自転車関与事故を減らすということで、東京都主催による自転車交通安全利

用講習会を活用して、より充実した自転車安全利用講習会を開催、自転車の賠償保

険の加入義務化の周知、高齢者運転者の事故を減らす取り組みとして免許返納した

場合の特典の周知、あるいは東京都が進めております高齢者の安全運転支援装置設

置の支援を市でも進めていきたいということでございます。 

  皆様から何かご意見ありますか。 

〇委員 

  高齢運転者自身の事故を減らすための啓発で、身内の高齢運転者をサポートする

家族側のアドバイスもいただきたいと思っております。 

〇事務局 

  東京都が行っている高齢者の安全運転支援装置の制度の説明だけさせていただき

たいと思います。趣味であったり生きがいであったり、あるいは仕事で使わざるを

得ないという形で運転をしたい方ももちろんいらっしゃるので、免許返納とは別に

運転をしたい。でも事故を減らしたい。踏み間違え等の装置を取り付けるための費

用を東京都で助成制度が昨年の７月３１日から始まっております。お近くの自動車

関連の販売店等へ行っていただきそこで安全装置を一割負担で設置できるという形

になっております。最大１０万円という上限はございまして、トータル額４万円か

ら５万円程度が多いと聞いておりますので、その１割負担といった形で、ペダルを

設置してくださいと言っていただければそのあとも少しでも安全に運転することが

できるのではないかなと考えます。 

〇委員 

  安全装置を使用した場合に、許容範囲を超えてしまわないかという不安もありま

す。 

〇事務局 

  免許を返納してほしいと子供や周りから言われても、自尊心が傷つけられ返納ま

で進まないというのが現実だと思います。お孫さんから言われた方が効果的である

とメディア等で聞いたことがあるが、決定的なものがないのが難しいところです。 

〇会長 

  事務局として全国の自治体等取り組みの事例を調査していただいて、ご本人をど

のように円滑にご理解していただけるか、家族が心配しても本人がその気ではなけ

ればならないので、警察のご指導をいただきなら研究していただければと思ってい

ます。現状ご家族の相談には対応はできておらず、今後については高齢ドライバー

が増えていきますので大きな課題と思っております。プライドを傷つけることなく、

円滑にご家族の方が返納したほうがよいのではないかという状況であればうまく促

すことのできるように研究させていただきたいと思います。 

〇委員 

  ４月から都の条例が変わるとお話で、賠償保険加入義務化以外に改正点はござい

ますか。 

〇事務局 

  改正点について、自転車事故を賠償できるような保険等に加入が義務付けされる。

個人に関して、未成年のお子様の場合は、その保護者が保険に入る義務がございま

す。また、事業者に関しましても保険の加入義務がでてきます。その事業で事業活

動において自転車を使用する場合はその事業中に起きた事故に対して賠償できるよ
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うな保険に加入することが義務付けされております。レンタサイクル等の事業者に

関しましても、その自転車に保険をかけることが義務付けされています。今まで努

力義務であったものが義務化されるということに関しましては以上になります。 

〇会長 

  未成年ということは、幼稚園児や保育園児、小学生は対象になるんでしょうか。 

〇事務局 

  東京都内で自転車を乗る場合は保護者が必ず加入しなければならない義務となっ

ております。 

〇委員 

  加入義務化とありますが、未加入の場合何か罰則的なものはあるのでしょうか。 

〇事務局 

  現状罰則規定はございません。 

〇会長 

  警察の方のお話ですと、自転車を運転している方の原因で事故が起きた際には、

運転していたのがお子さんでも賠償が何千万円ということもありましたので、万が

一のことに備えていただく必要があるのかなと、市としても広報等をして加入促進

を図っていくんですよね。 

〇事務局 

  はい。 

〇委員 

  お知らせが一つございまして、３月３０日（月曜日）午後７時から市民センター

２階にて「市民交通安全講習会」を開催いたします。その際にチラシ裏面のチェッ

クシートを見ていただき、周知や推進したいと思いますので是非参加をお願いした

いと思います。それとともに４月５日（日曜日）午後１時３０分から、さくら通り

にて「交通安全市民の集い」を今年も開催させていただきます。一日署長に「西崎 

緑」さんをお迎えして華々しく交通安全活動をしたいと思いますので、警察や市に

ご協力をいただきながら活動させていただき、交通安全の周知徹底をしたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の趣旨から、３月３０日「市民交通安全講習会」、

４月５日「交通安全市民の集い・パレード」は中止となりました。（２月２５日現在） 

 

〇会長 

  委員各位でご発言がなければ、事務局が説明させていただいたことを令和２年度

については、重点施策として交通安全対策に取り組んで参りたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。それぞれの団体でも是非交通安全意識を高めていただき

まして、市も交通安全対策と併せて道路整備も行っているところでございますが、

交通安全の向上に資するように取り組んで参りたいと思いますのでご理解とご協力

をお願いします 

 

６.その他 

 今後のスケジュール等 

〇会長 

それでは最後の「６.その他」について今後の会議運営スケジュール等について事

務局より説明を願いします。 
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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、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 

事務局から来年のスケジュールについて、来年の今頃に開催ということでしたの

で、よろしくお願いいたします。大きな重大事故が発生した場合お集まりしていた

だきますが、そのようなことが無いように力を合わせて交通安全対策を進めて参り

たいと考えておりますので是非皆様のご指導ご協力をお願い申し上げ、進行を事務

局にお返しします。 

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します。 

 

７．閉会 

〇職務代理 

本日は長時間に渡りまして各種様々なご意見、そして貴重なご意見をいただきま

してありがとうございました。市といたしましても、いただいたご意見を参考にそ

れらの意見を踏まえながら市として交通安全対策を推進して参りますので、今後と

もご指導のほどよろしくお願いいたします。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。 

 


