
 

【資料１】 

追 加 ・ 修 正 案 

 

 第３次東村山市交通安全計画（中間案）から変更する部分の追加・修正案の対照表です。

「  」が変更箇所となります。 

 

 

ページ・ 

項目・行 

修  正  

後 

修  正  

前 
理  由 

Ｐ５ 

（２）運転免許保有者

の状況 

市内運転免許証保有者 

令和２年  

合計 88,688 

男性 50,094 

女性 38,594 

令和２年 

なし 

令和２年版警

視庁交通年鑑

により統計結

果を追記 

Ｐ２６ 

４ 自転車利用環境の

総合的整備 

有料 18か所、

無料３か所 

有料 17か所、

無料 4か所 

八坂駐輪場有

料化のため 

Ｐ４３・４４ 

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 

削除 中間案のとお

り 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．案件名 第３次東村山市交通安全計画（中間案） 

２．担当所管 

（１）名称 東村山市まちづくり部交通課 

（２）所在地 〒189-8501 東村山市本町 1-2-3 本庁舎 4階 

（３）電話番号 042-393-5111（代表） 内線 2734 

３．概要 

（１）意見募集期間 令和 3年 9月 1日（水）～令和 3年 9月 21日（火） 

（２）周知方法 東村山市ホームページ、市報ひがしむらやま令和 3年 9月 1日号、資料設置場所で

のポスター掲示 

（３）資料等の設置場所 情報コーナー（本庁舎１階）、いきいきプラザ１階総合相談窓口、各公民館、

中央図書館、富士見図書館、ふるさと歴史館、市民スポーツセンター、各ふれあ

いセンター、青葉地域センター、美住リサイクルショップ、社会福祉センター、

サンパルネ内「地域サービス窓口」（ワンズタワー２階）、子育て総合支援セン

ター「ころころの森」 

４．ご意見をお寄せいただいた人数 
計５名 

（内訳：各施設での提出２名、郵送での提出１名、市ホームページでの提出２名） 

５．お寄せいただいたご意見の数 ５件 

６．お寄せいただいたご意見の内容と計画の考え方 別紙のとおり（ご意見は可能な限り原文のまま記載しております） 



 

【資料２】 
No. ご意見 計画の該当部分 計画の考え方 

１ １ 安全安心な生活道路の構築『市内の多くを占める生活道路を、安全で

安心して通行できるよう整備を進め、歩行者及び自転車利用者を当事者と

する交通事故防止のため、最高速度 30キロメートル毎時の区域規制等を実

施するゾーン 30の整備を推進します。』とＰ２４に記載がありますが、市内

における「ゾーン３０」の指定状況がわかる地図など、どのように指定され

ているかわかる資料を添付するべきです。その状況からゾーン３０の現状

分析などから、整備推進すべき方向性が見えてくると思います。可能であれ

ばＰ25〈道路・交通網整備方針図〉にゾーン３０の指定個所を記載してはい

かがでしょうか。 

第２部 講じようとする施策 

第１編 道路交通の安全 

第１章 道路交通環境の整備 

１ 安全安心な生活道路の構築 

 本計画に市内のゾーン 30 整備地区

についての地図を掲載いたしました。 

２ 2021年 6月 28日千葉県八街市で酒を飲んで運転のトラックが、徒歩で下

校中の児童の列に突っ込み 2人の児童がなくなり、3人は重傷という痛まし

い事故が起きました。菅総理大臣も視察に来ました。さて、東村山市にも通

学路や生活道路にも危険な所は相当あると思います。市民を日常十分注意

していかなければなりません。第一章に「道路交通環境の整備」の対象が挙

げられてます。この章の 1「安全安心な生活道路の構築」中にも「必要な対

策を推進します」と宣言されています。痛ましい事故をなくすために、通学

路や生活道路の安全対策を重点施策として取りくんで頂きたいと思いま

す。 

第１部 総論 

第４章 重視すべき視点 

１ 高齢者及び子供の交通安全の確保 

第２部 講じようとする施策 

第１編 道路交通の安全 

第１章 道路交通環境の整備 

１ 安全安心な生活道路の構築 

３ 交通安全施設等整備事業の推進 

 本計画で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い

ます。通学路等の安全確保のため、安

全点検や交通安全施設等整備事業の

推進等の悲惨な交通事故をなくすた

め必要な対策を推進します。 

 

３ 東村山駅周辺（判読不明文字）市役所周辺に通りがあるが、自転車が走行

中にスピードをあげたりスマホを操作しながら走行するのは危険行為であ

り、東村山市は市民の方々に周知をするのはもちろんだが、市報ひがしむら

やまの活用や SNS の活用をしていく必要があります。東村山警察署との協

力していくことが重要だと思いますが、東村山市はどのように周知をして

いきますか。 ・東村山駅周辺にある、「サイクリングロード」を設けてい

ますが、活用されていない気がします。地元川越市をはじめ、所沢市の市民

の方々にはご利用していただているのに、なぜ、東村山市民の方々には「サ

イクリングロード」を利用しないでしょうか。もったいない気がしました。

第 1部 総論 

第４章 重視すべき視点 

２ 自転車の安全利用の推進 

第２部 講じようとする施策 

第１編 道路交通の安全 

第２章 交通安全意識の啓発 

３ 交通安全に関する広報啓発活動の

充実・強化 

本計画では重視すべき視点として、

自転車の安全利用の推進を設定して

います。自転車専用通行帯等の自転車

の交通ルールの遵守と正しい交通マ

ナーの実践のため、各種広報媒体を活

用した交通安全思想の普及浸透を図

ります。 



 

【資料２】 
私は聴覚障害と斜視に障害があるので歩行者の通路に来るのが怖くて仕方

がない。もう少し、「サイクリングロード」の周知や、東村山警察署との協

力し、市民の方々にサイクリングロードを利用してもらうよう努力してい

ただきたい。以上。 

４ 私は、「秋津駅南北自由通路」と「自由通行券発行」に大きな関心を持っ

ているものです。この２件は、秋津駅北口直近の住民からかつて市議会に

「陳情」が出され、「自由通路」は駅舎の改修が必要なため、直ぐには難し

いとして「不採択」、しかし「南北自由通行券」は検討されるべき、として

「採択」となったものです。 

しかしながら東村山市は 

①「他駅の実例はすべて駅舎改修で自由通路が完成するまでの措置で、秋津

駅は改修計画がない」のでできない。 

②「2019年に実施した地域福祉計画のアンケートにこの要求はなかった」 

③北部地域包括支援センターに聞いたが、その要求はないとの回答であっ

た」 

④「西武鉄道もラッシュ時などの危険が増すので、難しいと言われた」 

⑤「市役所の関係部局の意見を聞いたが賛成が無かった」 

との理由で「要求はなかった」として「この件は市議会で採択はされたが、

取り組めない」との回答を市議会に提出しました。しかし、①他駅の実例で

は「高尾駅は改修計画とは別に現に実施している」②「何年も前のアンケー

トになかったから要求はなかったとするのは横暴である」③「北部地域包括

支援センターに聞いて要求はなかったというが、なぜ当の秋津駅北口直近

の住民に聞かないで、要求はなかったと言えるか」④西武鉄道の意見かどう

か疑わしい。ラッシュ時に大勢の通行を要求しているのではない」（むしろ

ラッシュでないときのごく少数の通行である）⑤該当する住民の意見は聞

かないで、市役所関係所管の意見で、どうして要求は無かったことになる

か」等々全く納得できない態度であった。 

 私は「東村山市の市議会への回答は、（住民の要求を断る）が先にあって、

第２部 講じようとする施策 

第２編 鉄道踏切の交通安全 

第２章 踏切の交通安全 

１ 連続立体交差事業の推進 

２ 踏切改良等の推進 

本計画では踏切の交通安全のため、

連続立体交差事業と踏切改良等を推

進します。 



 

【資料２】 
その理由を工夫した回答に見える」として東村山市に質問状を出した。「市

の関係所管とはだれとだれで要求は無いと結論したのは何月何日か」「要求

はなかったという北部包括支援センターは具体的には誰で何月何日か」「西

武鉄道の回答は、役職と個人、具体的に誰で何月何日か」「住民の声を聞か

ずに何年も前のアンケートを調べて要求は無かったと、どうして結論でき

るのか」等々の質問をしました。「要求はなかった・やらない」ではなく、

「住民の不便に、何かできないか」という考え方がない。例えば、「西武鉄

道と本気になって交渉」してみるとか、「将来の駅舎改修を申し入れる」と

か、「市民の声に対する行政の姿勢」そのものを疑いました。そのため厳し

い質問をいたしました。 

 しかし「議会への報告に、市民が行政に質問するのはおかしい」だから回

答はしないという電話での回答でした。「議会は市民の代表、そこへの行政

の報告は、市民への報告でもある」と主張したが全く聞く耳がなく数か月回

答がないので、事実上の拒否とみられる。私の質問に答えないのは「行政の

不作為」ともいうべきことで、「陳情」とは別に、それ自体として重大問題

であると考えています。 

 以上、ここまでは、背景としての経過ですが、私は地方自治としての東村

山市政に上記のことから「深く幻滅」しておりました。 しかし、本件 第

三次東村山市交通安全計画（中間案）を知りまして、もう一度、意見をして

みたくなりました。全体を通読いたしまして、交通事故ゼロを目指して頑張

っておられることがよく分かり感謝し、改めて地方自治の意味を実感して

いるところです。 特に第２ 編鉄道踏切の交通安全、第１章鉄道の交通安

全 その１鉄道交通環境の整備に以下の記載があります。 駅施設等につ

いて、高齢者や障害者をはじめ、誰でも容易に移動できる環境を整えるた

め、引き続きバリアフリー化の検討を進めていきます。 

 本件は、交通安全が主なテーマですが、中間案は、「駅利用者、高齢者 障

害者の利便、」についても言及していると思われます。踏切の通行が少なく

なればその分「事故の可能性が減る」ため交通安全に寄与すると思います。



 

【資料２】 
そこで、秋津駅北口直近の住民の要望として、西武鉄道へ以下の要望をして

頂きたい。 

１，秋津駅の改修により高架化または、橋上駅化して南北自由通路を設けて

いただきたい。 

２、南北自由通路ができるまでの措置として北口の希望者に低額の通行券

を発行し利便を図ってもらいたい。以上 

５ 久米川駅近くの「佐藤水産」前の交差点で、信号が青になって佐藤水産側

から駅の方へ渡ると、左の新青梅街道？からの車が、まだ左から走ってい

る。信号のタイミングがおかしい。こちらは青なので渡り始めるのに、左か

らまだ車がくる。危ない。 

第２部 講じようとする施策 

第１編 道路交通の安全 

第１章 道路交通環境の整備 

３ 交通安全施設等整備事業の推進 

第３章 道路交通秩序の維持 

１ 指導取締りの強化 

本計画では、道路交通の安全を図る

ため、信号機等の整備・高度化を推進

します。また、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

取締りを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【資料３】 

第１章 道路交通環境の整備 

１ 安全安心な生活道路の構築 

市内の多くを占める生活道路を、安全で安心して通行できるよう整備を進め、歩行者及び自転

車利用者を当事者とする交通事故防止のため、最高速度30キロメートル毎時の区域規制等を実施

するゾーン30※の整備を推進します。 

また、通学路や未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路における安全の確保のた

め、安全点検や必要な対策を推進します。 

なお、学校等の管理者が通学路の設定または変更を行うに当たっては、管轄する警察署長か

ら意見を聴くように努めます。 

※ ゾーン30 

生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域（ゾーン）を定めて最高速度30キロメート

ル毎時の速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせゾーン内における速度抑制や、ゾー

ン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策。

 

市内ゾーン 30 整備地区 

富士見町

３、５丁目 

青葉町  

１丁目 

萩山町  

４、５丁目 

富士見町 

１丁目 

所沢街道 
志木街道 

新所沢街道 

新青梅街道 

府中街道 


