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会 議 次 第 

 

1. 開会 

〇会長挨拶 

〇代理人紹介 

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 

３.第３次東村山市交通安全計画の審議 

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２回「東村山市交通安全対策会議」次第 

・ 第３次東村山市交通安全計画（中間案） 

・ 【資料１】追加・修正案 

・ 【資料２】第３次東村山市交通安全計画（中間案）に関する意見募集（パブ

リックコメント）の結果（案） 

・ 【資料３】ゾーン３０追加案 

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９名出席。欠席者４名）。 

事務局が開会を宣言。 

 

〇 会長挨拶 

皆様お忙しいところ第２回交通安全対策会議にご出席賜りまして誠にありがとうご

ざいます。また委員の皆様には日頃より交通安全行政はじめ、市政全般に渡りますご

指導ご協力を頂き、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。コロナ禍で対策をと

りながら対面での審議を行うところではありますが、おかげ様で前回の交通安全対策

会議で第３次の当初の素案からご意見いただいたのち、市民の皆様にパブリックコメ

ントを行うことができました。本日はそのパブリックコメントの結果とともに、一部

追加修正を行わせていただいたことを踏まえてご審議を頂き、第３次の交通安全計画

のご承認を頂ければと思っております。限られた時間ですが、より良い議論を深めて

頂きまして、当市の交通安全がさらに向上いたしますようお願い申し上げて開会の挨

拶とさせて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇 代理人紹介 

 

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：０名 

 

３．第３次東村山市交通安全計画原案の審議 

≪事務局≫ 

【資料１】中間案から追加・修正する案について説明。 

・ ５ページの（２）運転免許保有者の状況の市内運転免許証保有者については

令和２年版警視庁交通年鑑により統計結果が確定したため追加。 

・ 26 ページの「４ 自転車利用環境の総合的整備」について八坂駐輪場の有料 

化に伴い「有料 18か所、無料３か所」と修正。 

  ・ 43、44ページの付属資料１「第３次東村山市交通安全計画（中間案）」に対す

る意見の概要について市ホームページ並びに市情報コーナーへ設置する運用の



ため削除。 

≪会長≫ 

途中から傍聴希望者が１名あり。 

（傍聴者の入室について委員確認後 1名入室。） 

≪会長≫ 

【資料１】追加・修正案について意見を確認。 

≪委員≫ 

異議なし 

≪会長≫ 

【資料１】追加・修正案について決定。 

≪事務局≫ 

【資料２】第３次東村山市交通安全計画（中間案）に関する意見募集の結果につい

て報告と説明。 

・ 「第３次東村山市交通安全計画（中間案）」に関する意見募集を９月１日から

９月２１日までの間で行った。 

・ 意見については市ホームページや各施設、郵送等で受付を行い、その結果５

名の方から５件の意見があった。 

・ それぞれご意見については計画の該当部分と計画の考え方を示すため案を記

載しているので審議してほしい。 

・ 計画の考え方についてはあくまでも意見に対する計画においての回答を示し

ているので、計画においてはという内容で記載。 

 意見募集結果について説明する。事前に資料を送付しているため、要約して説明。 

  ・ １はゾーン 30 の指定状況がわかる地図など資料を添付すべきというご意見。

【資料３】ゾーン 30追加案で、第 1章道路交通環境の整備の１安全安心な生活

道路の構築の部分にゾーン 30 についての説明と市内全域図にゾーン 30 の表記

を追加した案を作成。計画の考え方の案としてはわかりやすい資料として地図

を掲載する旨を記載。 

  ・ ２は本年 6月 28日に千葉県八街市で発生した児童が犠牲となった交通事故か

ら、通学路や生活道路の安全対策を重点施策として取り組んでもらいたいとい

う意見。計画の考え方の案としては、重視すべき視点として子供の交通安全の

確保を設定しており、通学路等の安全確保のため必要な対策を推進する旨を記

載。 

  ・ ３は自転車がスピードを出したり、スマホを操作しながら走行する危険行為

に対してどのように周知していくかということと、「サイクリングロード」を利

用してもらうよう努力してもらいたいという意見。サイクリングロードについ

ては自転車専用通行帯等ととらえ計画の考え方の案としては、自転車の安全利

用のため各種広報媒体を活用した交通安全思想の普及浸透を図る旨を記載。 

  ・ ４は踏切の通行量を減らすことによって踏切の事故を減らすことができるの

で、秋津駅に南北自由通路を設けることと南北自由通路ができるまで北口の希

望者に低額の通行券を発行してもらいたいという要望を西武鉄道へしてほしい

という意見。東村山市議会で「秋津駅構内の南北通行券等の検討を求める」陳

情として採択され、市から回答をしている。また、計画の考え方の案は踏切の

交通安全のためには、連続立体交差事業と踏切改良等を推進する旨を記載。 

  ・ ５は栄町 1 丁目交差点で新青梅街道を横断する際、歩行者用信号機が青にな

って渡り始めても車が走ってきて危ないという意見。栄町 1 丁目交差点は歩車



分離制御の方式となっていて、すべての方向の自動車等を同時に停止させてい

る間、すべての歩行者等を同時に横断させる方式で、右左折を含めて歩行者等

の横断中自動車等は停止している。しかしながら、右折の自動車等が信号の変

わり目で強引に交差点に入った場合、歩行車と接触する恐れがある。計画の考

え方としては、信号機等の整備・高度化の推進と交差点違反等重大交通事故の

原因となっている違反の指導取締りを推進する旨を記載。 

以上で意見募集結果の報告と説明を終わる。 

≪会長≫ 

【資料２】【資料３】等について、質問や意見を確認。 

≪委員≫ 

パブリックコメントの３番について市報ひがしむらやまの活用と交通安全の啓発を

行なったらいいということだが、今日朝日新聞の神社仏閣のＰＲの欄にも自転車のル

ールを守って安全に走ろうと掲載されていた。市報ひがしむらやまの１１月号では交

通安全をＰＲに関する記事が見受けられなかった。交通事故をなくす為には交通ルー

ルのマナーを守っていただくことが大切なので、もっと市報等の広報媒体を利用して

毎回しつこいくらいに交通安全に関するＰＲをしてほしい。 

≪会長≫ 

パブリックコメント３番に関する意見であるが、計画の内容ついては変更なしでよ

ろしいか。 

≪委員≫ 

異議なし 

≪会長≫ 

市報を活用してＰＲしてほしいという指摘であるので受け止めて、交通安全運動前

などは市報に掲載できるよう検討してほしい。 

≪事務局≫ 

 市報への掲載については、春・秋の交通安全運動前やこれから始まるＴＯＫＹＯ交

通安全キャンペーン等で自転車のマナーについて積極的に実施していきたい。 

≪会長≫ 

他の意見について確認。 

≪委員≫ 

自転車レーンの意見について、高齢者と子供が歩道を走ってもいいというルールが

あったと思うが、さくら通りを最近見ていると若者や高齢者というほどでもない方た

ちが歩道を走っているという状況があり、徹底されていないようなら徹底してほしい。

ルールが変わっているわけではないか。 

≪事務局≫ 

 歩道通行可の標識があれば歩道を自転車が走ることができるが、さくら通りは標識

がないので歩道を走れる方の例として１３歳未満、７０歳以上の方が挙げられる。 

≪会長≫ 

 変更はないが、子供や高齢者以外の方の歩道で自転車を乗っているということなの

で、更に徹底するため市報等を活用して徹底できるように事務局で考えてほしい。 

≪会長≫ 

 その他の意見について確認。 

≪委員≫ 

資料３のゾーン３０について、私が住んでいる地区にゾーン３０があるが良いアイ

デアだと思う。市内のゾーン３０というのは非常に有益だと思う。ついでに申し上げ



るなら、道路の脇線に自転車はここを通りなさいという自転車のマークが書いてある

が、幅の狭いところは自転車を乗っている者としても車と接触しそうで危険だが、他

市では自転車のマークと青いラインが引いてあるが車道が狭く感じるが運転側として

みたらこれは良いと感じた。 

≪会長≫ 

２点の意見で、ゾーン３０はお住いの地域でも非常に良いことなので進めてほしい

という趣旨の意見と、歩車道分離してない道路についてできるだけ色分けをしたほう

が良いのではという趣旨の指摘。 

≪事務局≫ 

 ２件目の自転車通行空間の関係は、さくら通りのように幅員が広い場所に関しては

現在設置されているような自転車専用通行帯が設置できるが、幅員が無い場所に関し

ては、自転車ナビマークが目安として書いてあり、自転車がそこを走りやすい、もし

くは車の方に対してここは自転車が走るというような注意喚起で設置している。 

≪会長≫ 

歩車分離されていない通学路等では、路側帯に青ではなく緑色を塗ってドライバー

に対して、ここは通学路だから子供たちが歩くということがわかりやすくなる対策も

進めていきたい。ゾーン３０については警察との協議、地域の皆さんのご理解が必要

になるので、今後警察と協議をしながら進めていきたい。 

他に意見等はないか。 

≪委員≫ 

 意見なし 

≪会長≫ 

【資料２】と【資料３】のとおりで異議はないか。 

≪委員≫ 

異議なし 

≪会長≫ 

【資料２】【資料３】の案のとおり決定。 

最後に中間案に【資料２】【資料３】の内容を追加修正して完成版とさせていただく

が意見はないか。 

≪委員≫ 

異議なし 

≪会長≫ 

審議内容を反映させたもので、第３次東村山市交通安全計画を本会議で決定する。 

４．その他 

〇今後のスケジュール等 

≪事務局≫ 

 本日審議した結果を反映させた計画並びに意見募集の結果を公表する。スケジュー

ルとしては１２月中に公表予定で、市ホームページ並びに市情報コーナー等、有償販

売により閲覧可能となる。 

５．閉会 

≪会長≫ 

第３次東村山市交通安全計画に基づいて、警察、消防署、安協等関係各位と連携を

しながら東村山市の交通安全、交通事故ゼロを目指す。 

本日の会議は以上で閉会する。 

 


