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会  議  経  過  

１ 開会 

（資料の確認） 

・ 令和４年度第１回東村山市交通安全対策会議次第 

・ 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】東村山市交通安全計画の推進状況 

・ 【資料４】第３次東村山市交通安全計画の推進状況 

     （令和３年度推進結果及び令和４年度推進予定） 

（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、本会議が成立してい

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 

みなさんおはようございます。お忙しいところお足元も悪く、更にはコロナ感染

拡大の中、令和４年度第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。委員の皆様には、常日頃より交通安全につきましてそれぞ

れのお立場でご尽力頂き、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。皆様の力添

えにおきまして、令和３年につきましては、前年度に比べて若干交通事故件数は市

内で増えていますが、令和２年に続きまして、令和３年も幸いに死亡事故は０件と

いうことで改めて皆様のご尽力に感謝しています。 

昨年は全国的な事で申し上げると、６月に千葉県八街市で飲酒運転による複数の

児童が死傷するという大変痛ましい交通事故が発生したのは記憶に新しいことで

す。これを受けて全国で警察の指導を頂きながら各学校の通学路の安全点検を学校、

教育委員会、保護者の皆さん等と行いました。当市におきましても安全点検を行い

速やかに改善できる点は改善策を行いました。 

本日は令和３年度中の取り組みの報告をさせて頂くとともに、令和４年度第１四

半期の取り組みについて報告をさせて頂き、皆さまからの意見を頂戴したいと考え

ております。特に高齢者、児童生徒の事故が増えていますので、こうした事故に子

ども達やお年寄りが巻き込まれないように、また皆様のご尽力を賜りますようにお

願い申し上げて会長の挨拶とさせて頂きます。 

 

〇 委員自己紹介 

  各委員の自己紹介を実施。 

 

〇 事務局（まちづくり部職員）紹介 

  事務局の紹介を実施。 

 

〇 職務代理の指名 

 ≪事務局≫ 

  本会議の会長につきましては、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、条例に基づき、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します。 

 ≪会長≫ 

  会長の職務代理については、本日欠席ではございますが、本対策会議を所管して

おります、まちづくり部の山下委員を指名します。 

 

２ 会議の運営について 

≪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【資料１】「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【資料２】「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。 

 

〇 会議録・名簿の公開について 

 ・ 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 

 ・ 委員名簿の公開：市ホームページへ委員名簿を掲載 

 

〇 傍聴希望者の確認 

 ・ 傍聴者の確認 ：傍聴希望者がいないことを確認 

（会長より、現在傍聴者はいないが、後に傍聴希望者が来た場合は、入室を認める

こと、会議公開に関しては、前記のとおり行うことについて異論がないか確認した

ところ、一部意義なしの声があり、他に異議がなかったため説明どおり決定された。） 

 

３ 報告 

〇 市内における交通事故発生状況 

≪事務局≫ 

 スクリーンに映したものは、お配りした【資料３】と冒頭以外、同じ資料ですの

で、ご参考ください。 

まず、本会議の目的について説明します。本会議は東村山市交通安全対策会議条

例に基づいて開催され第２条に所掌事項の定めがあります。ここには、第１号東村

山市交通安全計画を作成し、及びこの実施を推進すること。第２号前号に掲げるも

ののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して

審議し、及びその施策の審議を推進することとされています。 

昨年は、５か年計画である第３次東村山市交通安全計画を作成し、今年が計画期

間の２年目にあたります。委員の皆様に対し、令和３年度の推進結果及び令和４年

度の推進状況のご報告の上、目標が達成できているか、計画通りに実行できている

か、また改善の余地はあるか、という視点でご意見を頂戴できればと思います。ま

た会議の趣旨から、一地点に限らず、可能な限り市内全域の交通安全対策のご意見

を頂戴できればと考えています。 

続きまして、第３次東村山市交通安全計画の目標についてのご説明をします。最

終目標を「交通事故の無い東村山市」と設定し「第２次計画期間より事故を減らす」

「死者を０にする」ことを目指しています。 

それでは、交通事故発生状況について令和３年中と令和４年１月から５月末現在



の２つに分けて報告します。 

（資料３ ２頁、以降、頁は【資料３】の頁数を表す。） 

令和３年中に市内で発生した交通事故の傾向ですが、発生件数が、前年比でプラ

ス１１件、５％増、死傷者数が、前年比プラス２人、０．８％増と、ともに前年比

で微増でした。 

市内交通事故の特徴として、高齢者が関与した割合が、４５％と高い割合を示し、

都内平均の３１．５％を１３．５ポイント上回っています。 

また、自転車が関与した割合が、６０．３％とこちらも都内平均４３．６％を 

１６．７ポイント上回っています。高齢者と自転車が関与する割合が高いことが、

昨年の市内交通事故の特徴です。 

 （３頁） 

  続いて、市内及び都内における交通事故発生状況です。 

  昨年の市内での発生件数は、２２９件、死者０人、重傷者数９人、軽傷者数２２

８人でした。令和２年よりも発生件数、負傷者数は微増しています。 

  都内でも発生件数、死傷者数は、増加しておりますが、死者数は、令和元年と同

様戦後最小となっております。 

 （４頁） 

負傷者数、発生件数、死者数について、令和２年、令和３年と過去５年平均を比

較したグラフです。左側から令和２年、真ん中が令和３年、右側は第２次計画期間

中である平成２８年から令和２年までの５年平均を表しています。令和３年は、過

去５年平均と比較し、発生件数、負傷者数、死者数すべて減少しています。 

（５頁） 

状態別死傷者に見ると、四輪、二輪ともに減少しておりますが、自転車は大幅に

増加しています。 

  右側のグラフは、状態別死傷者の割合を示しています。青い部分が自転車乗車中

の負傷者を表しており、５７％と高い割合を示しており、自転車対策に力を入れる

必要があることが分かります。 

 （６頁） 

次に、年齢層別に見ると、特に７５歳以上の高齢者の人数が大幅に増加していま

す。３０代、５０代は、大きく減少しています。 

 （７頁） 

高齢者の関与する交通事故です。 

関与率とは、事故総件数を関与事故件数で割ったものです。全体の事故の内、ど

の程度の割合で対象が関与したかを測ることができます。市内で発生した交通人身

事故では、令和３年中は、４５％の割合で６５歳以上の高齢者が事故に関わってい

たことになります。 

  高齢死傷者の状態別の内訳を見ると、自転車乗車中が約７割と高い割合です。 

 （８頁） 

 子供の関与する交通事故は、件数、関与率ともに減少しており、関与率は都内平

均と比較して同水準です。子供の死傷者数は全体を通して減少しています。 

 （９頁） 

自転車の関与する交通事故は、事故件数、関与率ともに大幅に増加しております。

関与率は都内平均を１６．７ポイント上回っております。 

  全自転車当事者のうち、自転車側に何らかの交通違反があったのは８６．２パー

セントです。交通事故は、当事者双方に何らかの過失が存在する場合が多いですが、



追突や対向車線へのはみ出し、赤信号無視の被害等避けようがない交通事故の事例

もあります。自転車側に「違反なし」とするには、こうした避けようがない事故で

ある必要があります。ここでの８６．２パーセントは、過失の大小はありますが、

何らかの注意義務があったことを示しています。 

 （１０頁） 

  二輪車に関与する交通事故は、件数、関与率ともに減少しており、関与率は都内

平均を下回っております。 

  飲酒運転の関与する交通事故は、１件発生しており関与率は都内と同水準です。 

 （１１頁） 

  続いて、令和４年１月から５月末までの交通事故発生状況についてご報告いたし

ます。 

（１２頁） 

令和４年５月末現在の市内で発生した交通事故の傾向ですが、発生件数昨年比プ

ラス２５件、死傷者数プラス３２人と、ともに前年比で大きく増加しています。昨

年の傾向に引き続き、自転車が関与した割合が、約６５％と高い割合となっていま

す。今年の傾向ですが、高齢者が関与する交通事故が抑えられている一方、小学生

の負傷者が７人昨年同期比でプラス５人です。 

 （１３頁） 

今年２月８日午後９時２０分頃、青葉町１－１５において、死亡事故が発生して

います。トラックが野火止通りを西側から進行してきて南に向かって右折した際、

対向から直進してきた原付と衝突し、５０代男性が亡くなりました。 

 （１４頁） 

  令和４年５月末現在、市内の交通事故発生状況は、発生件数１１９件、死者１人、

重傷者４人、軽傷者１２２人です。発生件数、死傷者数は増加傾向です。 

  都内の発生件数及び死傷者数も増加傾向にあります。増加傾向にある一因として、

新型コロナウィルスに関する行動制限緩和等が考えられますが、詳細は不明です。 

 （１５頁） 

状態別死傷者数については、四輪、二輪、自転車が増加しています。 

年齢層別に見ると、小学生、３０代、５０代の負傷者数の増加が目立ちます。 

３０代と５０代の増加については、昨年３０代と５０代が、大きく減少したため

と考えられます。 

 （１６頁） 

高齢者に関与する交通事故については、昨年より関与事故件数、関与率ともに減

少しています。昨年は高齢者関与率４５％と高い割合でしたが、都内と同水準の 

３２．８％まで関与率が低下しています。 

 高齢負傷者の状態別では、自転車乗車中に負傷している方が７４．２％と高い割

合を示します。昨年も高齢負傷者のうち、７２．５％が自転車乗車中であり、高齢

者対策をする際は、自転車対策をセットで行うことが効果的であると考えられます。 

 （１７頁） 

子供の関与する交通事故については、発生件数９件と昨年同期比プラス５件と増

加しています。子供の内訳をみると、特に小学生が７人と増加傾向であり、状態別

では、１０人の子供が負傷する中、９人が自転車乗車中と自転車対策が必要です。 

  子供の交通事故は、全体の７．６％と割合は決して高くありませんが、社会的反

響が大きく、子どもたちを守るためにも、交通インフラの整備、交通安全施設の充

実、交通安全教育を継続し、交通ルールを守ったり、交通安全の思想を高めること



が必要です。 

 （１８頁） 

  自転車の関与する交通事故は、事故件数、関与率ともに大幅に増加しております。

関与率は６５．５％と都内平均を大きく上回っております。自転車に何らかの交通

違反があったのは、８７．８％と高く、主な違反は、ハンドル・ブレーキ操作誤り

と安全不確認です。死傷者数は、昨年同期比プラス１８人の７９人と増加していま

す。 

 自転車の高齢死傷者数は減少しています。 

 （１９頁） 

二輪車の関与する交通事故は、昨年同期比で、件数、関与率ともに増加していま

す。また、先ほどご説明したとおり、今年２月には、死亡事故が発生しています。 

  都内平均と比較すると、二輪車が関与する交通事故の割合は高くありませんが、

生身の人間が速度がでるバイクに乗車するため、交通事故が発生した場合に重傷と

なるケースが多くあります。 

 飲酒運転の関与する交通事故は、５月末時点で発生していません。 

以上で市内の交通事故発生状況の報告を終わります。続きまして、【資料４】をご

説明させていただきます。 

 

〇 第３次東村山市交通安全計画の推進状況 

（以降、頁は【資料４】の頁数を表す。） 

  資料４の１頁目から順にご確認ください。 

  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について、冒頭市長の

ご挨拶にもありました八街市の交通事故に伴いまして、通学路の安全点検を行って

おります。この事故は、昨年の６月２８日、１５時３０分、八街の市道上で下校中

だった小学生の列にトラックが突っ込んで５人が巻き込まれました。２名が死亡し、

１名が意識不明の重体、２名が重傷を負った痛ましい事故でございます。運転手の

男は、飲酒運転で事故を起こし、事故当時はアルコールの影響により、居眠り状態

だったとされております。これについて、学校、ＰＴＡ、教育委員会、警察、道路

管理者とともに通学路の緊急合同点検を行いました。 

  ２ 幹線道路における交通安全対策の推進については、記載のとおりです。 

 （３頁） 

３ 交通安全施設等の整備事業の推進につきまして、信号機の改良等を行っており

ます。ここに書いてある以外に、市民スポーツセンター北側、さくら通り沿いにあ

るデポー東村山付近において、時期は未定ですが、横断路信号機が設置される予定

です。 

 （５頁） 

４ 自転車利用環境の総合的整備、５ 公共交通機関の利用促進については、記載

のとおりです。 

 （６頁） 

第２章交通安全意識の啓発 保育園、幼稚園、小学校、中学校における交通安全教

育についてご報告いたします。令和２年度は、新型コロナウィルスの影響もござい

まして、学校等における交通安全教育の機会が大きく減っている状況でした。ただ、

昨年度は、感染対策を行い、多くの学校において、従来のような交通安全教室を行

うことができました。 

 



 （７頁） 

中学校における安全教育ですが、今年度は第一中学校で既に実施をしております。

６月１１日、学校公開日に合わせ、市が主催し、スケアード・ストレイトを実施い

たしました。昨年までは一般の方を入れることはできなかったが、今年は、生徒に

加え、学校側の協力もあり、保護者の方にもご覧いただきました 

 （８頁） 

高齢者の交通安全教育実施状況です。ワクチン接種会場送迎バスの中でＤＶＤを

流し、交通安全の啓発を行いました。 

 （１０頁） 

地域における交通安全意識の高揚 地域におけるボランティア団体と協力しなが 

ら交通安全教育を行いました。また、(1)にあります交通安全教育動画を作成し、市

公式ＹｏｕＴｕｂｅに掲載し、コロナにより対面の安全教育が難しい中、動画を活

用しました。 

 （１１頁） 

地域ぐるみの交通安全運動等の推進 春・秋の交通安全運動及びＴ Ｏ Ｋ Ｙ Ｏ交通安全

キャンペーンでは、市・警察・交通安全協会等の関係機関団体が連携して各種施策

を推進しました。また、市報・ホームページによる交通安全運動等の広報を行いま

した。 

（１２頁） 

３ 交通安全に関する広報啓発活動の充実・強化です。多用な広報による広報活動

の充実、飲酒運転の根絶に向けた規範意識の確立を行いました。その他記載のとお

りです。 

 （１４頁） 

第３章 道路交通秩序の維持について、２ 駐車秩序の確立（4）自転車駐輪場の利

用の促進について、市内９箇所の駐輪場において、総排気量１２５ｃｃまでの普通

自動二輪車の受け入れを開始しました。また、市内にはスーパーマーケット等に来

店したお客様が店前に自転車を駐輪している状況があったため、一時利用駐輪場に

おいて、駐輪開始２時間までの無料時間を設定し、放置自転車対策を行いました。 

（１６頁） 

第５章救助・救急体制と被害者の支援です。（1）交通救助・救急体制の充実・強

化 東村山消防署では、ポンプ車７台、救急車４台で運用をしています。 

 （１９頁） 

第６章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についてご報告

いたします。無電柱化の促進を図っており、記載のとおりの事業を推進しておりま

す。 

 （２１頁） 

第２編「鉄道踏切の交通安全」の推進状況 第１章 鉄道の交通安全 １ 鉄道交通

環境の整備、視覚障害者用の点字ブロックを多摩湖駅、萩山駅で整備しました。 

  第２章踏切の交通安全については、記載のとおり、連続立体交差事業と踏切改良

等の推進を行いました。 

  報告は以上です。 

≪会長≫ 

報告を終わりますが、市内における交通事故発生状況と第３次東村山交通安全計

画の推進状況として、令和３年度に実施した内容と令和４年度の実施予定について

報告させていただきました。皆様から何か質問ご意見ございますか。 



≪委員≫ 

八街市の事故に伴ってＰＴＡなどが取り組んだ通学路の合同点検を行ったとあり

ますが、その中の１４箇所はどこですか？ 

≪事務局≫ 

合同点検の資料については、配布や手持ち資料としてありませんが、市のホーム

ページ上に点検を行った箇所や対策等を公開しております。 

≪委員≫ 

本会議の委員としては資料としてあったほうがいいと思います。会議でこの資料

があるとＰＴＡの方や校長先生がいるのでよいのではないかと思いました。 

≪会長≫ 

それでは、事務局から後日、今お話があった件について取りまとめて委員の方に

資料をお渡しください。ホームページには出ているそうですが、大変失礼いたしま

した。その他質問ご指摘事項ございますか。 

（質問者なし） 

令和３年、今年については若干増えている傾向があるということ、特に、今年は

１件死亡事故が残念ながら発生しているということなので、今から皆さんにもいろ

いろとご指導いただけたらと思います。 

 

４ 議題 

〇 第３次東村山市交通安全計画の推進について 

≪会長≫ 

議題に入ります。事前に委員より質問を頂いておりますので、事務局より説明を

お願いします。 

≪事務局≫ 

委員２名より事前に質問をいただいております。 

まず委員１からの質問です。質問は、警察と消防共通の内容１点、警察５点、消

防２点です。 

警察と消防共通の質問について、７月２日に発生した auの通信障害により、交通

事故における通報や対応に支障はなかったか。 

次に警察について 

（1）東村山市における交通事故の特徴について（地域性、時間、場所、季節、種類） 

（2）歩車分離式信号にする、またはしている条件 

（3）昨年度、子どもの交通事故が減り、高齢者が増えているが、主に自転車事故が

増えているのか。それは、免許返納による自転車が増えたのか。高齢者の電動ア

シスト機能付き自転車が増えた気がするが影響はあるか 

（4）事故原因の 1 つである「運転操作誤り」とは何か、具体的に教えてほしい。 

（5）新型コロナウイルスの影響によって出来なくなった交通安全教室に代わって行

っていることはあるか。 

次に消防について 

（1）コロナにより、交通事故搬送の影響はあったか。 

（2）熱中症により、交通事故搬送の影響はあったか。 

以上８点です。 

それでは、（担当する）委員から回答をお願いします。 

《委員》 

（共通の質問について） 



支障はありませんでした。 

（警察（1）について） 

東村山市の交通事故の影響ですが、令和３年の事故統計データを分析すると、都

内市区と比較して、自転車高齢者が関与する割合が高い傾向です。時間的には最も

多い負傷者数は、午前８時台１９人で、午後１時から午後３時台までが１８人と続

きます。日中の活動する時間帯に事故が発生し、夜間の発生は少ない傾向です。 

場所の特徴ですが、新青梅街道、府中街道、所沢街道、志木街道の都道、秋津、

新秋津、東村山、久米川、八坂駅付近の人や車が多く集まる場所で多く発生してい

ます。 

月別にみると、最多が１０月の３１件、４月２６件、３月、１１月の２２件と続

きます。１０月以降の年末と卒業入学シーズンである３、４月に事故が多く発生し

ている傾向です。 

（警察（2）について） 

警察庁ホームページにも公開されているのですが、平成３１年３月に警察庁交通

局が発出した「歩車分離式信号に関する指針の制定について」という通達がありま

す。 

通達では、 

① 歩車分離制御により防止することができたと考えられる事故が過去２年間で２

件以上発生している場合、または、その危険性が高いと見込まれる場合。 

② 公共施設等の付近または通学路等において、生徒、児童、幼児、高齢者及び身

体障害者等の交通の安全を特に確保する必要があり、かつ、歩車分離制御の導入

の要望がある場合。 

③ 自動車等の左右折交通量及び歩行者等の交通量が多く、歩車分離制御の導入に

より歩行者等横断時の安全性向上と交差点処理能力の改善を図ることができると

認められる場合。 

以上の３点いずれかに該当する場合、導入を検討いたします。 

（警察（3）について） 

ご指摘のとおり、昨年は自転車事故が大きく増加しております。 

免許返納数を確認しましたが、令和元年８２１件、令和２年８３９件、令和３年

８１４件という件数でした。 

免許返納による自転車事故が増えたかどうかは、把握しておりません。 

また、高齢者の電動自転車が増えたかどうかについても、把握しておりません。 

（警察（4）について） 

ハンドル操作不適、ブレーキ操作不適などが考えられます。具体的には、車道か

ら歩道に乗り上げる際、ハンドル操作を誤って転倒した場合や、雨天時に急ブレー

キをし、転倒した場合などがあります。その他、アクセル、ブレーキの踏み間違い

事故も運転操作誤りとなります。 

（警察（5）について） 

基本的には、感染防止を徹底しながら交通安全教室をしています。その他、各小

学校に対して交通安全情報という形で参考資料を配り、学校の廊下教室等に掲示し

てもらって周知しています。デジポリスというものが警察ではあり、メール警視庁

というもので交通安全情報を親御さんに周知しています。 

≪事務局≫ 

ただいまの質疑回答について、追加の質問はございますか。 

 



≪委員≫ 

東村山市における地域性としての交通事故はありますか。埼玉県のほうから人も

来るだろうし、特に東村山市だから、というような特徴はありますか。交通量や事

故など他の地域と同じような感じですか。 

≪委員≫ 

把握はしていませんが、他市と変わらないのではないかと思います。 

≪委員≫ 

１０月が３１件と一番事故が最多となっていたのですが、３月４月や年末等だっ

たらわかるのですが、１０月が多いのは毎年なのか、１０月が多いのは意外でした

ので気になります。 

≪委員≫ 

これは令和３年の数で、毎年１０月が多いのかという傾向はわかりません。また、

どのような要因でなっているかは把握しておりません。 

≪事務局≫ 

続いて、委員からの回答をお願いします。 

≪委員≫ 

（共通の質問について） 

 回線障害があった期間にどれだけの１１９番通報があったかは我々消防では分か

りません。ただ、皆さんにお示し出来るデータとして１１９番の受付件数がありま

す。回線障害のあった７月２日に東京消防庁で受付けた１１９番通報は５，７６７

件でした。同じ曜日は同じ傾向があるため、他の週と比較すると、１週間前の６月

２５日は５,３５８件、１週間後の７月９日は５,１１６件と他の週と比較しても少

ないということはなく、かえって多いぐらいです。au 以外のキャリアで通報してい

ただいたのかもしれません。このことから、影響は少なかったと推測されます。 

（消防（1）（2）について） 

 後段の熱中症、コロナによる交通事故搬送の影響についてお答えします。昨日の

ニュースステーションでも本庁の職員が救急搬送のひっ迫について取材に答えてい

ましたが、救急隊は現在の都内のコロナ感染者の急増で搬送先の病院や出先からま

た別の現場に出場するという状態でほとんど署には戻ってこないような状況です。

例年梅雨明けした今ぐらいの時期は、熱中症の搬送患者が増えるため、東京消防庁

では、非常時用の救急隊も増強して対応している状況ですが、去年ぐらいからそれ

に加えてコロナの波もやってくるようになっており、救急隊は非常に厳しい状況と

なっています。基本的に救急車は、事故現場や要請場所から一番近い救急隊が向か

うことになりますが、救急要請件数が多くなると、例えば東村山市内に救急車は３

台ありますが、それが全部出払うと近隣の市から救急隊が来ることになります。最

近では２３区の救急車が東村山市内に出場してきたり、その反対に東村山の救急隊

が２３区に出たりということが起こっています。 

ただ、そういう状況でも救急車の台数を増強したり、周りに救急隊がいない状況

では、ＰＡ連携といって近くの消防署から消防車で消防隊が駆け付け応急手当を実

施したりして、出来るだけ影響が少ないようにやっています。 

参考までに、都内の救急件数は１日３,０００件位でその内、交通事故は３％ぐら

いでほとんどは急病やケガが占めている状況です。 

≪委員≫ 

影響がなかったということが分かったのと、普段聞くことのできない貴重な話が

聞けて参考になりました。 



≪委員≫ 

歩車分離信号についてはわかりましたが、私の知っている歩車分離式信号の新青

梅街道栄町１丁目交差点と久米川駅西武新宿寄りの府中街道に行く交差点は把握し

ているのですが、東村山市内の他にはどこにあるのでしょうか。あと、栄町１丁目

交差点ですが、歩行者はいいのですが、自転車が自動車と一緒に走り出してしまう

ことを見受けられるので、あの近くに交番があるのでたまには見て注意してほしい

と思います。 

≪委員≫ 

資料がないため、市内全ての歩車分離式信号の場所を答えることはできません。 

≪事務局≫ 

次に、他の委員よりいただいた質問に移ります。 

１ 令和４年５月末現在、市内交通事故発生件数が大きく増加している。特に自転

車関与の交通事故に関して、その発生現場、交差点（信号の有無）、歩道上かどう

か。 

２ 恩多町にある市民第２農園前道路の違法駐車取り締まり状況について 

第５中学校生徒が通学路として利用している。以前、市産業振興課に農園利用者

への違法駐車の注意及びポスター等の掲示をお願いした。最近、違法駐車が目につ

くようになった。その後の農園利用者への説明及びポスター掲示の状況について伺

う。 

以上、２点です。それでは（担当する）委員から回答をお願いします。 

≪委員≫ 

１について、事故の関係で信号機の有無を抽出するのは難しいのですが、市内自

転車が関与する道路形状は確認をしてきました。交差点、交差点付近は３３件、単

路４６件、踏切その他で３件で合計８２件です。信号機がそこに設置しているかど

うかというのは、警察署で抽出することは難しいことをご理解ください。 

  次に、２についてですが、恩多町の駐車違反については、直接署にかかってくる

有線通報と１１０番通報を確認しましたが、通報は入っていません。もし違法駐車

をしているのを発見したら、すぐに１１０番通報していただけたら対応したいと思

います。 

≪事務局≫ 

他に何かございますか 

≪委員≫ 

恩多街道と久米川駅から全生園に向かう道の、野火止小学校を過ぎた辺りからス

ーパーあまいけのところまで非常に道が狭くなっている。そこを逆走する自転車を

たまに見かけるのですが非常に危ないと思います。 

２番目につきましては、市民第２農園の北側に果樹園が今月からオープンしたの

で、自動車での来園者の路上駐車が同様に一時的に混雑している場面があります。

市の産業振興課が管轄しているということで時々見回り等お願いしたいと思いま

す。 

≪事務局≫ 

（２について）お問合せ内容について産業振興課に確認いたしました。産業振興

課では、施設内に設置した看板と毎年、市民農園の利用者に配布している「市民農

園のしおり」にて、車での来園はご遠慮いただく旨の記載をしているとのことです。 

≪事務局≫ 

他に何かございますか 



≪委員≫ 

１番の交通事故で、踏切その他３件とありましたが、踏切とは踏切内のことなの

か、自転車で単独で倒れてしまうとか、踏切に関与している事故がどのようなもの

なのかわからないので教えていただきたい。 

≪委員≫ 

雨天時、線路が濡れていて滑って転んでしまう、自転車どうしが踏切内でふらつ

いたりそういったことも含めます。 

≪事務局≫ 

他に何かございますか 

（意見なし） 

それでは進行を会長にお戻しいたします。 

≪会長≫ 

質問についての回答ありがとうございました。この他今年度の事業の推進につい

て皆様から何かご意見等ございますか。 

（意見なし） 

特にないようですので、本日の審議内容を参考にそれぞれの機関で今後の交通安

全対策に活かしていきたいと思います。本日の会議録につきましては作成次第委員

の皆様に送付させていただきますのでご確認ください。 

≪会長≫ 

その他の事項で何かありますか。 

≪委員≫ 

  報告書等作成ありがとうございました。資料の多くの数字は、前年比を指標にし

ていますが、交通事故の数は、ある程度偶然によるものもあり、また、何かアクシ

ョンをしても指標に反映されるのに時間がかります。そこである程度の長い期間で

の指標も加えたほうがよいのではないでしょうか。例えば３年に１回事故が起こる

交差点を整備しても、効果を正確に把握するには３年以上のデータが必要だと思い

ます。インフラや教育は成果がでるまでに時間がかかるので３年、５年平均など期

間を長くもったほうがよいと思いました。 

≪事務局≫ 

ご意見ありがとうございます。今後の参考にいたします。 

 

５ 閉会 

≪会長≫ 

以上で令和４年度第１回東村山市交通安全対策会議を閉会いたします。今後も皆

様とともに計画を推進し、交通事故の無い東村山市を目指してまいりたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


