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第１部 総  論 

第１章 はじめに 

第 1節 計画の策定主旨 

本市では、交通安全対策の総合的な推進を図るため、交通安全対策基本法（昭和４５年法律第

１１０号）に基づき、昭和６１年に策定された第 1次武蔵村山市交通安全計画から５年ごとに見

直しを図りながら、本市及び関係諸機関により計画に沿った各種施策を推進してまいりました。 

市内の過去５年間の交通事故発生件数の推移を見ますと、平成２７年は微増したものの概ね減

尐傾向にあります。しかしながら、高齢者の関わる事故や自転車の関与する事故は、発生総件数

に占める割合が増加しており、高齢者及び自転車利用者に対する交通安全教育等の交通事故抑止

対策が喫緊の課題となっています。 

また、道路施設面においては、道路の整備計画に沿った、交差点改良や生活道路等の拡幅等を

推進した結果、右折レーンの設置による渋滞解消等、効果が表れてきているものもあります。 

こうした状況を踏まえた上で、交通情勢の変化に対応した実効性のある交通安全計画を定め、

交通安全対策を総合的かつ計画的に推進することにより、「市民が安心して生活できる安全な交通

社会」の実現を目指し、武蔵村山市第七次交通安全計画を策定します。 

 

第２節 計画の目標 

人命尊重を基本とし、「市民が安心して生活できる安全な交通社会」を実現するため、この計画

に定める各種の施策を総合的かつ継続的に実施し、重大交通事故増加に歯止めをかけ、事故によ

る死傷者の発生を最大限抑制していくことを目標とします。 

計画目標としては、武蔵村山市第四次長期総合計画後期基本計画で掲げた指標である、平成３

２年度までに年間の交通人身事故発生件数を「平成２６年と比較して１０パーセント減尐、目標

値２５８件」を目指します。 

 

第３節 計画の性格・期間等 

１ 計画の性格・期間 

この計画は、交通安全対策基本法に基づき、市が行う交通安全対策の総合的計画として策

定し、平成２８年度から平成３２年度の５年間に、交通安全に関して講ずべき施策の大綱を

定めるものです。 

 

２ 計画の実現 

この計画は、現状の行財政制度を前提に実現可能な施策の体系として計画するものです。 

このため、関係機関や市民の協力を得て、「心から住んでよかったと思えるまちづくり」の

実現を目指します。 
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３ 上位計画との整合 

この計画は、交通安全対策基本法に基づき策定するもので、また武蔵村山市第四次長期総

合計画をはじめとする関係諸計画との整合性に留意して策定したものです。 
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第２章 交通事故の現状 

第１節 交通環境 

１ 交通の概況 

本市は、都下市町圏の北部よりのほぼ中央に位置し、東西５.２０ｋｍ、南北４.６５ｋｍ、

面積１５.３２㎢のまちです。 

市内には、現在まで軌道系の公共交通機関がなく、唯一の公共交通機関が路線バスとなっ

ています。 

このことから、自動車や自転車を交通手段とする傾向が高く、新青梅街道等の主要幹線道

路の交通量の増加に伴い、生活道路へ流入する車両による住宅環境への影響等、市民生活へ

も影響を及ぼしています。 

 

２ 道路の概況 

本市の道路交通網は、東西に新青梅街道及び青梅街道、南北に八王子武蔵村山線及び所沢

武蔵村山立川線等の都道と、主要市道及び一般市道によって形成されています。 

路線数は平成２７年４月現在、都道５路線、市道１,２５４路線で、市道の道路延長は、２

５１,８５３mとなっており、市街地の道路舗装はおおむね完了しています。しかし市道の現

況は、歩車道分離の困難な道路（５.５m未満）が全体の８６.２％を占めており、特に生活

道路における歩行者の安全を図る上からも、道路拡幅等が今後の課題となっています。 

 

＜市道の現況＞                       （各年３月末現在） 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：道路下水道課） 

                   

 

 

 

   区分 

 

年度 

路線数 

道   路   延   長 
舗装延長 

(m) 

舗装率 

（％） 計 

（m） 

幅 員 別 延 長 

5.5m未満 5.5m以上 

平成 23年度 1,247 250,957 216,358 34,599 179,815 71.7 

平成 24年度 1,251 251,392 216,692 34,700 180,362 71.7 

平成 25年度 1,253 251,596 216,913 34,683 180,794 71.9 

平成 26年度 1,254 251,837 217,154 34,683 181,151 71.9 

平成 27年度 1,254 251,853 217,120 34,733 181,274 72.0 
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３ 人口と市内運転免許証保有者数 

本市の人口は、昭和４１年、都営村山団地の入居開始とともに急増し、昭和５３年まで、

年間数千人ペースの人口増加を記録してきました。 

その結果、昭和４５年の市制施行当時と比較すると、当時約４万１千人であった人口が、

平成２８年１月１日現在で７万２千人を超えています。 

最近５年間（平成２３年～平成２７年）における人口と運転免許証保有者数は、増加傾向

にあります。 

 

＜人口と市内運転免許証保有者数＞             （各年１月１日現在） 

      （資料：人口～市民課、運転免許証保有者数～警視庁交通年鑑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 

 

年 

 運転免許証  

男（人） 

 

女（人） 人 口 

（人） 

増 減 数 

（人） 

保 有 者 

（人） 

増 減 数 

（人） 

平成 23年 71,688 384 43,940 229 25,650 18,290 

平成 24年 71,947 259 44,158 218 25,694 18,464 

平成 25年 72,101 154 44,485 327 25,816 18,669 

平成 26年 72,169 68 44,848 363 25,888 18,960 

平成 27年 72,092 △77 44,895 47 25,830 19,065 
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４ 自動車保有台数の推移 

軌道交通がない本市にとって、自動車（四輪車及び二輪車、原付含む）は必需品であり、

保有台数は、平成２２年以降増加傾向で推移しています。 

 

＜市内の自動車保有台数の推移＞              （各年３月末現在） 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成２７年データは、未発表のため平成２２年から平成２６年の数値とした。 

（資料：警視庁交通年鑑） 

区分 

 

 年度 

 
 

四 輪 車 

     （台） 

 

二 輪 車 

     （台） 
総 数 

     （台） 

増 減 数 

  （台） 

平成 22年度 48,822 △341 42,061 6,761 

平成 23年度 49,088 266 42,315 6,773 

平成 24年度 49,203 115 42,535 6,668 

平成 25年度 49,110 △93 42,375 6,735 

平成 26年度 50,182 1,072 43,369 6,813 
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第２節 交通事故の状況 

１ 交通事故死傷者数の概況 

本市では、市民の理解に基づき、警察署、交通安全協会等の関係機関の協力を得て、交通

事故減尐に向け種々の対策を講じた結果、発生件数及び負傷者数ともに減尐してきましたが、

平成２７年は発生件数と軽傷者が増加しています。 

平成２７年の本市の交通事故発生件数は、発生件数２９１件、死者１人、重傷者１人、軽

傷者３４３人となっています。 

道路別では、幹線道路の渋滞を避けるため、生活道路等の裏通りを通過する自動車が増え

ており、同道路における事故増加も懸念されています。 

 

＜市内の交通事故発生件数推移＞              （各年１２月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：警視庁交通部） 

区分 

 年 

発生件数 

  （件） 

死 傷 者 数 （人） 発生件数・対前年比（件） 

死 者 重傷者 軽傷者 増減数 増減率 

平成 23年 421 1 4 471 8 1.9% 

平成 24年 387 2 5 452 △34 △8.0% 

平成 25年 361 1 3 436 △26 △6.7% 

平成 26年 287 1 2 324 △74 △20.4% 

平成 27年 291 1 1 343 4 0.0% 
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２ 状態別死傷者数 

(1) 歩行者の交通事故 

歩行者の事故状況は、過去５年間を見ますと緩やかな減尐傾向にあります。 

歩行者事故の原因は、そのほとんどが相手方にありますが、平成２７年に発生した歩行

者が当事者となる事故のうち、３４．３％は歩行者側にも事故原因がありました。（警視庁

交通部資料より） 

特に、飲酒した上での道路上への寝込みや信号無視による事故で、死亡事故や重傷事故

が発生しているほか、飛び出しや横断禁止場所での横断による事故が目立ちます。 

 

（各年 12月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：警視庁交通部） 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

死者（人） 0 1 1 1 1

負傷者（人） 46 46 43 38 31

0 1 1 1 1
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市内歩行者の交通事故死傷者数の推移
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(2) 自転車の交通事故 

自転車の事故状況は、過去５年間を見ますと減尐傾向にあります。しかしながら、平成

２７年の事故総件数に占める自転車事故の割合は、全体の２８．９％と、四輪車の次に高

くなっています。また、そのうち５０．６％は自転車側にも事故の原因がありました。（警

視庁交通部資料より） 

本市では公共交通機関がバスのみであることから、他市に比べると自転車利用の機会が

多い状況にあります。平成２７年６月に施行された改正道路交通法では、自転車の悪質運

転違反者に対する自転車運転者講習制度も開始され、これまで以上に自転車運転者に対す

る運転マナー向上を進めていく必要があります。 

 

（各年１２月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：警視庁交通部） 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

死者（人） 0 1 0 0 0

負傷者（人） 150 129 113 101 83
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市内の自転車交通事故死傷者数の推移
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(3) 二輪車の交通事故 

二輪車の事故状況は、平成２６年までは減尐傾向にありましたが、平成２７年は増加に

転じています。 

二輪車事故の特徴は、年齢は３０歳～５０歳代、発生時間帯は朝夕の通勤、通学時間帯

に多く発生しています。事故別では、交差点での出会い頭や単独事故が目立ちます。負傷

部位では、「頭部」や「胸部」が多く、ヘルメットのあご紐の正しい着用や、胸部や腹部

等を守るプロテクター着用の推進が求められています。 

 

（各年１２月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：警視庁交通部） 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

死者（人） 1 0 0 0 0

負傷者（人） 73 51 48 38 57
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市内二輪車の交通事故死傷者数の推移
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(4) 四輪車の交通事故 

四輪車の事故状況は、平成２５年までは増加傾向でしたが、平成２６年に大きく減尐し、

平成２７年は再度増加していますが、概ね減尐傾向といえます。 

平成２７年の四輪車乗用中による死傷者数は、市内死傷者数の５０．１％を占め、事故

原因としては、「安全不確認」が最も多く、続いて「前方不注意」、「交差点安全進行」と

なっています。 

  

（各年１２月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：警視庁交通部） 

※平成２６年の負傷者２人（その他）は除く。 

 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

死者（人） 0 0 0 0 0

負傷者（人） 206 231 235 147 173

0 0 0 0 0
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３ 年齢別死傷者数 

(1) 子供の交通事故 

子供（中学生以下）の事故状況は、過去５年間を見ますと若干の増減はあるものの、全

体としては減尐傾向にあります。 

事故原因としては、歩行中は飛び出しが多く、自転車乗車中は、交差点での安全不確認

や一時不停止などが原因となっています。 

このような子供の交通事故を減尐させるためには、家庭や学校等で機会あるごとに交通

安全教育を行っていく必要があります。  

 

（各年１２月末現在） 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：警視庁交通部） 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

死者（人） 0 0 0 0 0

負傷者（人） 50 40 44 31 33
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市内の子供（中学生以下）の交通事故死傷者数推移
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(2) 高齢者の交通事故 

高齢者（６５歳以上）の交通事故状況は、過去５年間を見ますと減尐傾向にありますが、

事故総件数に高齢者の占める割合が高く、平成２７年は１３．６％を占め、特に相手方が

負傷した事故を含めた高齢者が関与する事故の割合は３１．６％となっています。（警視庁

交通部資料より） 

主な原因としては、加齢による反応能力の低下に関する評価が甘くなりがちで、つい無

理をしてしまうことが考えられます。 

また、自転車乗車中の事故も多く発生しています。自転車に必要なバランス感覚、注意

力などの低下により、ハンドルやブレーキ操作を誤り単独で転倒したり、ふらついて車両

と接触するといった事故が多く発生しています。 

 

（各年１２月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：警視庁交通部） 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

死者（人） 0 1 1 1 0

負傷者（人） 63 58 54 47 47

0 1 1 1 0
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市内の高齢者(65歳以上)の交通事故死傷者数の推移
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４ 事故当事者の法令違反状況 

市内の交通事故死傷者数を法令違反別にみると、安全不確認、脇見運転、動静不注視等の

「安全運転義務違反」に起因する事故が目立ちます。 

また、自転車の信号無視や安全不確認、歩行者の信号無視や飛び出しなど、自転車や歩行

者が第１当事者となる事故も発生しています。 

 

法令違反別負傷者数の割合（平成 27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：警視庁交通部） 

※1当（第 1当事者） 

過失（違反）がより重いか

又は過失（違反）が同程度

の場合は、被害がより小さ

い方の当事者をいう。 

※2当（第 2当事者） 

過失（違反）がより軽いか

又は過失（違反）が同程度

の場合は、被害がより大き

い方の当事者をいう。 
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５ 時間帯別死傷者数 

市内の交通事故死傷者数を時間帯別でみると、１６時から１８時に最も多く発生しており、

次いで１８時から２０時、８時から１０時の順に多く発生しています。 

 

 

（資料：警視庁交通部） 
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６ 道路種別死傷者数 

市内の交通事故死傷者数を都道、市道などの道路別でみると、市道での発生割合が平成２

７年は６７．２％となっており、身近な生活道路において多く発生しています。 

 

 
（資料：警視庁交通部） 



  1166  

第２部 講じようとする施策 

第１章 重点施策 

〔施策の体系〕 

 

スケアード・ストレイト教育技法による
自転車安全教室の推進

放置自転車発生防止の啓発

自転車用ヘルメット着用の推進

カーブ地点の改良

路上駐車の抑止

学校における交通安全教育

地域ぐるみの交通安全運動の推進

プロテクター着用等の推進

歩道等の整備

防護柵の整備

信号機の改良

参加・体験型の交通安全教育の推進

地域ぐるみの交通安全対策の推進

安全で快適な自転車利用環境の整備

運転経歴証明書制度の普及

交通安全意識の啓発

第１節　高齢者の交通安全の確保

地域ぐるみの交通安全対策の推進

自転車駐輪場の適正管理

学校における交通安全教育

第４節　飲酒運転の根絶

第３節　二輪車の安全対策の推進

道路交通環境の整備

交通安全意識の啓発

道路交通環境の整備

交通安全意識の啓発

道路交通環境の整備

第２節　自転車の安全利用の推進
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第１節 高齢者の交通安全の確保 

１ 道路交通環境の整備 

(1) 歩道等の整備 

高齢者や障害のある人等を含む誰もが、安全かつ快適に通行できるようにするため、歩

道の整備や歩行者と自転車の分離に努めます。 

特に市役所など公共性の高い地区や都市計画道路などの主要な道路については、高齢者

や障害のある人等の交通安全確保のため、歩道のバリアフリー化を図るなど道路交通環境

を整備する必要があります。 

(2) 防護柵の整備 

歩行者の無秩序な車道の横断を抑制し、車両の円滑な通行を確保するとともに、車両の

路外への逸脱を防止して、車両乗員の傷害等を最小限にとどめるため、交通危険箇所への

防護柵の設置に努めます。 

(3) 信号機の改良 

高齢者や障害のある人等にやさしい、弱者感応式信号機※等の整備、設置を推進してい

きます。 

※ 弱者感応式信号機 

高齢者等の横断が多い交差点に設置される信号機で、押しボタンを押すと歩行者用の青時間を約１．

２倍延長します。 

 

２ 交通安全意識の啓発 

(1) 参加・体験型の交通安全教育の推進 

老人クラブ、サークル等の社会参加活動の場や、高齢者が多数集まる場所において、加

齢に伴う身体機能の変化、高齢者の事故発生実態等を踏まえた参加・体験型の交通安全教

育を実施します。 

(2) 地域ぐるみの交通安全対策の推進 

春、秋の全国交通安全運動、交通安全キャンペーン、交通安全講習会等において、高齢

者の交通事故防止を推進の重点に掲げ、関係機関・団体、地域住民等が一体となって、交

通ルールの遵守と交通マナーの向上を図っていきます。 

また、高齢者の事故が居住地の近くで発生することが多いことから、地域における見守

り活動などを通じ、生活に密着した交通安全活動の充実を図ります。 

(3) 運転経歴証明書制度の普及 

高齢者が関わる交通事故の減尐を目的とした、高齢者の運転免許自主返納の促進するた

め、関係機関と連携し運転経歴証明書制度の普及に努めます。 
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第２節 自転車の安全利用の推進 

１ 道路交通環境の整備 

(1) 安全で快適な自転車利用環境の整備 

安全で安心して走行できる自転車走行環境を確保するため、道路等の整備、道路標識等

交通安全施設の新設、改良を推進します。また、毎月２０日に実施している「環境整備日」

には、関係機関と協力し歩道上の看板、商品等の不法占用物の撤去等の是正指導及び排除

を継続していきます。 

(2) 自転車駐輪場の適正管理 

市内主要バス停留所付近に設置されている自転車駐輪場について、関係機関と連携して

有効活用及び適正な維持管理に努めます。 

 

２ 交通安全意識の啓発 

(1) 学校における交通安全教育 

小学校では、自転車運転免許講習制度を充実させ、中学校及び高等学校では、生徒の発

達段階に応じた適切な指導と計画的・組織的な交通安全教育を行い、自転車の正しい乗り

方について指導を行います。 

(2) スケアード・ストレイト教育技法による自転車安全教室の推進 

スケアード・ストレイト※教育技法とは、主に尐年の矯正教育に使われる教育技法で、

「ひやっと・はっと」する体験を通じて啓発効果を高めるものです。 

具体的には、スタントマンによる交通事故を目の前で再現し、交通事故の凄まじさを直

視させ恐怖体験させるものです。 

この「見て・感じて・学ぶ」交通安全教育により、自転車利用者の基本的なルールやマ

ナーを学ぶことはもちろん、自転車も車両であることを自覚させ、周囲への気遣いや他者

への思いやりといった社会性についての学習を推進していきます。 

※ スケアード‐ストレイト【scared straight】 

《scared
スケアード

は怖がる・おびえるの意》恐怖を実感することで、それにつながる危険行為を未然に防ぐ

教育手法。事故現場を再現してみせ、交通ルールの大切さを学ばせたり、非行尐年に刑務所を見学さ

せて更生を促したりするなどの活動がある。 

(3) 地域ぐるみの交通安全対策の推進 

関係機関・団体と連携し、自転車安全利用五則に基づいた自転車マナー向上を推進して

行きます。また、「自転車安全利用促進キャンペーン」の一環として、ＴＳマークの普及

を図ります。 

(4) 放置自転車発生防止の啓発 

放置自転車追放のキャンペーン等の活動により、自転車利用の交通マナーの向上のため

の啓発を行い、放置自転車の発生防止を図ります。 

(5) 自転車用ヘルメット着用の推進 

道路交通法で義務化された１３歳未満へのヘルメット着用について、学校や警察署と連
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携し、幼児や児童の保護者に対して自転車乗車時の頭部保護の重要性と、ヘルメット着用

による被害軽減効果について理解促進に努め、ヘルメット着用の徹底を図るほか、高齢者

等、それ以外の自転車利用者に対しても、ヘルメット着用を促進していきます。 

 

≪自転車安全利用五則≫ 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は左側を通行 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

 ○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

 ○ 夜間はライトを点灯 

 ○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子どもはヘルメットを着用 
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第３節 二輪車の安全対策の推進 

１ 道路交通環境の整備 

(1) カーブ地点の改良 

二輪車対策として、見通しの悪い道路等の視認性の向上を図るため、警戒標識の整備、

視線誘導標、カーブミラーの設置などの安全施設の整備を推進します。 

(2) 路上駐車の抑止 

二輪車の駐車車両への追突事故を防止するため、路上駐車の抑止を図り、地域実態に応

じた駐車対策を推進し、追突事故の防止を図ります。 

 

２ 交通安全意識の啓発 

(1) 学校における交通安全教育 

高等学校における交通安全教育では、交通社会における良き社会人として必要な交通マ

ナーを身に付けさせるために、原動機付自転車、自動二輪車等の安全な利用について、生

徒や地域の実情に応じ、計画的、組織的に取り上げ、交通安全に関する意識の高揚と実践

力の向上を図るように働きかけていきます。 

(2) 地域ぐるみの交通安全運動の推進 

毎月１０日の「交通安全日」に、地域、職域、学校、家庭ぐるみでの交通安全活動を推

進します。 

(3) プロテクター着用等の推進 

二輪運転者の被害軽減を図るため、ヘルメットの正しい装着や胸部プロテクター着用促

進について、関係機関や団体と連携した広報啓発活動を推進するなど、頭部や胸部保護の

重要性について理解や増進に努めます。 
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第４節 飲酒運転の根絶 

飲酒運転は、自ら酒を飲み、なおかつ車両を運転するという故意によって成り立って

いる点で、一般的な交通違反・交通事故と違い、その悪質性は特異なものと言えます。

また、アルコールは人の認知判断能力を低下されることから、重大事故につながること

が多く、死亡事故率は事故全体平均の約１０倍になります。 

市内でも飲酒事故（原付以上・第１当事者）は平成２７年に 1件発生しています。発

生件数は減尐傾向にありますが、依然として無くなっていないことから、飲酒事故「０」

に向けた取り組みとして、警察署や交通安全協会等の交通ボランティアと連携した各種

啓発活動や酒類提供飲食店等と連携した飲酒運転撲滅活動を推進していきます。 
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第２章 分野別の施策 

〔施策の体系〕 

道路等の整備と適切な維持管理

多様な広報媒体による広報活動の充実・強化

シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底

自転車利用者に対する啓発活動の推進

計画及び促進中の事業に伴う
交通安全

交通安全施設等の整備

適切な交通規制と道路交通の
円滑安全化

災害発生時等における交通規制

段階的・体系的な交通安全教育
の推進

地域における交通安全意識の高揚

橋りょうの整備

道路の適切な維持管理

安全安心な道路の構築

被害者支援の充実と推進

交通災害共済制度の充実

第１節　道路交通環境の整備

第２節　交通安全意識の啓発

第３節　救助・救急体制の整備　

第４節　被害者の支援

交通安全に関する広報啓発活動
の充実・強化

基本的な考え方

救助・救急体制の充実

道路照明灯等の整備

その他の交通安全施設の整備

交通の実態に対応した交通規制

交差点対策

交通安全点検

大型商業施設周辺地区における交通安全

多摩都市モノレール事業

都市核地区土地区画整理事業に伴う交通安全

路上駐車対策

放置自転車対策

交通安全日等の設定

「トワイライト・オン運動」、「交差点アイコンタクト運
動」の推進

通学路点検

暴走族対策の推進

道路利用の適正化

交通安全教育の推進

学校における交通安全教育

運転者等に対する交通安全教育

地域ぐるみの交通安全運動の推進
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第１節 道路交通環境の整備 

市内における最近の道路状況は、大型商業施設の出店等により大幅に交通量が増加し、交

通事故、交通災害、交通渋滞の各種問題に拍車を掛けています。 

適切な道路維持の実施とともに、道路整備及び道路環境面の改善を具体的に推進していく

必要があります。 

特に、主要道路の整備・改善が遅れれば、朝・夕の通勤時間帯に生活道路を通行する車両

が増加し、歩行者の安全を脅かす危険をはらんでいます。 

よって、車に依存した社会の進展に伴い、市民からのニーズに対応した道路整備が必要不

可欠であり、あわせて、交通安全対策にも考慮した対策を積極的に推進していきます。 

また、市街地の住居・商業系地区においても、歩道・車道を整備し、公安委員会の各種規

制等とあわせ、通過交通の進入を抑制し、暮らしの安全確保を推進する対策を施していきま

す。 

１ 道路等の整備と適切な維持管理 

 (1) 安全安心な道路の構築 

道路整備については、交通事故抑制を図るため、交通安全施設の「質」及び「内容」の

充実を図ることを重視し、歩道新設拡張、植樹帯設置、街路樹の植栽による緑化の推進、

防護柵設置、隅切事業等の道路構造改良を行い、市民に対し道路の快適性と安全性の提供

を図っていきます。 

ア 道路の新設・拡幅整備 

都市活動に伴う幹線道路交通の流れを円滑に推進するとともに、朝・夕のラッシュ時

において、車両が必要以上に生活道路へ進入するのを防止するため、定期的に現地調査

を行い、公安委員会の各種規制等と併せ、通過交通の進入を抑制していきます。 

また、生活道路においても地域交通の利便性を向上させ、子供や高齢者、障害のある

人等の安全性をより一層確保するため、ニーズに応じた整備を施行していきます。 

新青梅街道は、本市の道路交通網として最重要路線であり、平成１７年３月に現況幅

員１８ｍから３０ｍに都市計画変更が行われました。 

東京都では、上北台から箱根ケ崎間について、５つの区間に分割して整備することと

しており、既に事業認可を取得している東大和市上北台一丁目から本市神明四丁目まで

の約１.１ｋｍ、中央一丁目から三ツ藤三丁目までの約１.６ｋｍ、中原三丁目から瑞穂

町大字武蔵までの約１.４ｋｍの３区間に引き続き、平成２８年２月に神明四丁目から

中央一丁目までの約１.２ｋｍの事業認可が取得され、残りの区間も含めて予算化され

る見込みです。 

イ 道路構造の改良 

生活道路を中心に、子供や高齢者、障害のある人等の交通弱者をはじめとする地域の

人々が利用しやすい道路となるよう、バリアフリーに対応した既設道路の改良と維持に

努めます。 

具体的には、視覚障害者用誘導ブロック、道路拡幅、交差点段差解消、十字路の隅切
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整備などを計画的に検討し、また、押しボタン式信号機の増設を要請していきます。 

さらに、幅が広く通行しやすい歩道、歩道段差の切り下げ、道路照明、自転車道等の

安全施設対策を総合的に実施していきます。 

ウ 不法占拠物等の排除 

歩行空間の確保、交通事故の防止及び市内美観の維持を図るため、主に道路パトロー

ルの機会を捉え、看板、商品、土砂の排除等、管理者に対して指導を行っていきます。 

また、道路を守る月間、「道の日」などを利用し、道路の役割について、関心と理解

を得るよう努めます。 

エ 道路の整備 

事  業  名 事  業  内  容 

 

（主）7号線整備事業 

 

学園三丁目 56番地先 ～ 同 96番地先まで 

・車道舗装打換      Ｌ＝ 400.0ｍ 

              Ｗ＝ 11.0ｍ 

 

（主）14号線整備事業 

 

三ツ藤一丁目 32番地先 ～ 同 113番地先まで 

・車道舗装打換      Ｌ＝ 350.0ｍ 

              Ｗ＝  7.0ｍ    

 

（主）30号線整備事業 

 

新青梅街道 ～ （主）２号線（江戸街道）まで 

・車道舗装打換      Ｌ＝ 765.0ｍ 

              Ｗ＝ 12.0ｍ     

 

（主）55号線整備事業 

 

本町二丁目 54番地先 ～ 同 76番地先まで 

・車道舗装打換      Ｌ＝ 350.0ｍ 

              Ｗ＝3.64ｍ～5.46ｍ    

※ 平成２８～３０年度の３か年実施計画登載事業（主要な道路）を掲載 

 

既設道路整備事業 既設道路の破損箇所の補修等 

私道等整備事業 ・補助金制度（補助率４／5） 

※ 平成２８～３０年度の３か年実施計画登載事業を掲載 

オ 歩道の整備 

十分な歩道幅員の確保が困難な場合は、電柱移設や無電柱化、樹木種類の選定等によ

り、有効幅員確保の工夫を検討していきます。 

歩道と車道の分離が難しい場合は、通過交通や車両スピードの抑制、違法駐車への対

策、歩道部分のカラー舗装による明瞭化等を検討し、高齢者及び障害のある人への安全

対策に配慮しながら、快適に移動できる歩行空間の確保を検討します。 

また、歩道上での交通事故抑止対策の一環として、「歩道は歩行者優先」の鉄則から、

自転車と歩行者の通行を幅員に応じ白線等で区別することを計画します。 

カ 自転車利用環境の総合的整備 

自転車交通の整序化を図るため、自転車交通が多い道路を対象に、自転車ナビマーク

の設置等、自転車ネットワーク路線整備を視野に入れた自転車通行環境の整備を推進し

ます。 
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(2) 橋りょうの整備 

地域生活の基盤確保を図るため、狭あいな老朽化した橋については、十分な現地調査と

現状把握の上、拡幅等の整備を計画していきます。 

(3) 道路の適切な維持管理 

適切な道路機能を維持し、交通事故を防止するため、定期的（毎週月曜日）に道路パト

ロールを実施（夜間は適宜実施）し、市道全域の路面損傷箇所の早期発見補修や簡易工事

に努めます。 

今後も継続して、道路の有効活用と交通事故防止を図るため、交通の妨害や道路管理上

支障となる屋外広告物、駐車車両、樹木等について道路パトロールの強化に努め、適正な

維持管理をしていきます。 

また、沿道住民と道路利用者に対し、道路の適正利用の重要性について、協力と関心を

深めるため、市報、ホームページ等を通じ積極的に広報していきます。 

(4) 交差点対策 

重傷事故の多くは、交差点及びその直近で発生しています。そこで、データを基に交差

点安全対策を積極的に進めていき、交差点安全対策として、右折レーンの設置、交差点自

発光鋲・交差点マーク等の対策をそれぞれに適合した内容で検討していきます。 

また、新青梅街道・青梅街道などをはじめとする渋滞が発生している交差点については、

右折レーンを設けるため、交差点付近を拡幅するなどの「交差点すいすいプラン１００」

が東京都によって施行され、平成１６年度をもって市内３か所で完了しています。 

平成１７年２月には、「第２次交差点すいすいプラン」が東京都により策定され、本市

においては、新たに３交差点の改良が進められています。 

さらに、平成２７年３月には、「第３次交差点すいすいプラン」が東京都により策定さ

れ、「第２次交差点すいすいプラン」の継続事業に加え、新たに１交差点が選定されてい

ます。 

(5) 交通安全点検 

交通安全は、利用する人の視点に立って捉えるべき課題であり、良好な道路と安全な交

通環境をつくりあげるために、警察や交通安全協会等の関係機関との連携のもと、地域の

人々や道路利用者が主体的に参加する「交通安全点検」を推進していきます。 

 

２ 計画及び促進中の事業に伴う交通安全 

(1) 大型商業施設周辺地区における交通安全 

大型商業施設周辺地区におけるまちづくり方針は、賑わいと活気にあふれる都市空間の

形成と、アメニティ※のある質の高い生活空間の形成を目標としています。 

具体的には、周辺地域との連携、地域経済の活性化、道路・公園等の都市基盤施設や公

共施設を適切に整備する中で、良好な市街地形成を進め、市民生活に利便性や快適性を提

供する質の高いまちの形成を図るとされています。 

大型商業施設周辺地区における地区計画は、平成１５年９月に都市計画決定し、平成２
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６年１月に４回目の都市計画変更が行われました。 

区域面積は約９１ｈａで、主な施設は、病院、公園、多目的グラウンド、中古車販売店

ショッピングセンター、交通プラザ、食品工場等があります。 

また、区域北地区の幹線道路は既に供用開始され、都道八王子武蔵村山線をはじめとす

る既設幹線道路との接続も完了しています。 

当該地区の交通環境は、この１０年で大きく変化してきたところであり、今後の南地区

の道路計画についても引き続き、以下に記す多摩都市モノレール事業、都市核地区土地区

画整理事業等と連携し、良好な交通環境を確保するよう十分な配慮が求められています。 

※アメニティ 

快適性、快適な環境、魅力ある環境などを意味する語。 

(2) 多摩都市モノレール事業 

多摩都市モノレールは、多摩地区の南北の公共交通を充実させるとともに、交通不便地

域を解消し、自立的な都市圏の形成を図ることを目的としています。 

現在は、多摩センター～上北台間が開業しており、また、上北台～箱根ケ崎間について

は、平成４年に東京都が次期整備路線のうち事業化すべき路線として決定し、平成１２年

の国の運輸政策審議会の答申で平成２７年までに整備着手することが適当である路線と

して位置付けられています。その後、平成２７年に東京都が国の次期答申に向けて公表し

た「広域交通ネットワーク計画について」の中で、「整備について優先的に検討すべき路

線」として位置付けられるなど、これまでに着実に延伸に向けた歩みが進んでいます。 

今後、モノレール事業計画が具体化していくと、交通環境の変化は著しいものがあると

予想され、歩行者、二輪車、自動車等総合的な交通安全対策の推進及び促進を図っていく

必要が予測されます。 

(3) 都市核地区土地区画整理事業に伴う交通安全 

都市核地区土地区画整理事業は、本町一丁目及び榎三丁目の各一部を含む、約３０.９

ｈａが平成１２年５月１１日に都市計画決定、さらに平成１３年１月２２日に事業計画決

定され、本市の商業・業務及び文化機能の中心核として位置付けられ、良好な住宅地の形

成と魅力あるまちの実現を目指して、平成１８年度末から工事着手されています。 

また、多摩都市モノレールの事業化すべき路線との整合を図りつつ、都市施設や生活道

路などの都市基盤整備を図ります。 

そこで、この地区の交通安全対策については、土地区画整理事業の計画と整合を図りつ

つ、交通安全施設の整備、やがて整備されるであろう新駅周辺の交通対策など、地区の良

好な交通環境の確保に努めます。 

 

３ 交通安全施設等の整備 

道路は、単なる車両等の通行場所だけではなく、周辺に居住する市民の歩行場所でもあり、

人々の用途に対応した安全性と快適性が求められています。 

このため、各道路の機能や現況を踏まえながら、交通施設の適正整備に努めていきます。 
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(1) 道路照明灯等の整備 

道路照明は、夜間における交通安全対策として重要な施設であり、さらに防犯効果も兼

ねているため、夜間の現状の実態把握に努め増設していきます。 

あわせて、年間計画を勘案しながら、「道路照明灯」と「防犯灯」を効率よく調和させ、

双方の機能により、効果的な交通安全対策に努めます。 

 

＜照明灯等の整備計画＞ 

 

 

 

 

 

※ 平成２８～３０年度の３か年実施計画登載事業を掲載 

(2) その他の交通安全施設の整備 

交差点内での交通事故を防止する上で、信号機の存在は極めて重要であり、道路の交通

状況を見極め、関係機関に対し、必要な地点へ、信号機の新設、改良を今後も強く要請し

ていきます。 

また、歩車道の分離が困難な道路での交通安全確保には、通学路標識をはじめ、交通安

全啓発看板や道路反射鏡(カーブミラー)が大きく貢献していることから、地域ニーズや交

通量を把握しながら、現況に適合した交通啓発看板の新設、死角が尐ないカーブミラー設

置に努めていきます。 

 

＜道路反射鏡等の整備計画＞ 

施 設 名 計 画 概 要 備 考 

道路反射鏡 1面鏡又は 2面鏡 15基 市内全域 

※ 平成２８～３０年度の３か年実施計画登載事業を掲載 

 

４  適切な交通規制と道路交通の円滑安全化 

道路は、交通安全と交通の円滑化を保たなければなりません。また、道路の系統的で秩序

ある機能を維持するためには、適正な交通規制等が求められます。 

特に、通勤・通学時間帯を中心に、生活道路へう回してくる車両の抑制措置は、緊急課題

になっています。 

このため、今後も関係機関と密接に連携を図りながら、子供、高齢者、障害のある人等、

交通弱者の保護をベースに車両等との調和をとり、双方がスムーズにいく交通規制実現に努

めていきます。 

(1) 交通の実態に対応した交通規制 

施 設 名 計 画 概 要 備 考 

道路照明灯 LED化へ向けて検討 市内全域 

防 犯 灯 単独柱(20W相当 LED) 12灯 市内全域 
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交通事故を防止し、歩行者の安全と車両の円滑な通行を確保するため、路線、地点の交

通状況の実態を把握し、それぞれの状況に合致した交通規制の要請に努めます。 

幹線道路については、歩行者と自動車の安全を確保するため、速度規制、中央線の変移、

転回、右折禁止等の規制を要請し、適切な道路状況の確保に努めます。 

生活道路については、通行車両を抑制し、子供、高齢者、障害のある人等、交通弱者の

安全確保を図るため、ゾーン３０※を始めとした各種ゾーン規制、進入禁止(時間規制)、

一時停止などの規制要請措置により、その地域に適合した交通安全の確保に努めていきま

す。 

※ ゾーン３０ 

生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的とした交通安全対策の一つです。

区域（ゾーン）を定めて時速３０キロ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、ゾーン内における自動車の走行速度や通り抜けを抑制する規制をいう。 

(2) 路上駐車対策 

放置駐車は、交通渋滞や緊急車両の妨げだけでなく、時には危険な障害物になります。 

このため、各種ドライバー、事業主に対し、法令等のルールの遵守、駐車スペースの確

保など、まちぐるみで基本的モラルを啓発し、現況に応じた駐車規制と取締り強化を要請

していきます。 

(3) 放置自転車対策 

自転車は、公共交通機関が十分でない本市では、通勤・通学及び買い物等で、多くの市

民に利用されています。 

市民が多く利用する近隣市の駅周辺をみると、玉川上水駅、桜街道駅及び上北台駅周辺

の歩道上に、自転車が無秩序に放置されている傾向にあり、歩行者への障害になっていま

す。 

放置自転車対策は、全国的にも行政及び各機関が協力し、取り組むべき大きな課題であ

り、現在は軌道交通の駅を持たない本市においても、多摩都市モノレールが整備された場

合、避けて通れない問題となってくることが予測されます。 

このため、現在、本市では、東大和市と連携を取りながら、駅周辺の駐輪場整備の拡張

を行うとともに、交通安全講習会や駅前放置自転車クリーンキャンペーン等の機会を活用

しパンフレット配布を行う等、迷惑性の理解とモラルの向上を図っています。 

また、市内において、多摩都市モノレールが開通し新駅が出来た場合、駅前・駅周辺の

交通安全を保つため、自転車利用者への対応と駐輪場整備の検討を行っていく必要があり

ます。 

(4) 暴走族対策の推進 

暴走族は、別名「犯罪集団」として位置付けられ、その特徴としては、グループの連合

化から活動範囲が広域化し、連続ひったくり、強盗等の犯罪を犯したり、暴力団とも深い

関係を持ち、道路交通秩序のみならず、周辺住民の生活環境にも大きな影響を及ぼしてい

ます。 
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最近の暴走族の傾向は、初日の出走行などの大規模な走行は尐なくなっている反面、尐

グループによるゲリラ的な走行が見受けられます。従って、本市においても、警察署及び

関係機関、学校等と連携を強化して暴走族追放気運の高揚を図ります。 

(5) 道路利用の適正化 

工作物の設置及び工事のための道路一時占用については、道路交通の安全と円滑を確保

するため、公益性を有するものを除き、抑制する方針で、かつ適正許可の要請を行います。 

なお、道路掘削を伴う工事については、道路構造の保全及び円滑な交通の確保を図るた

め、その指導監督の強化とともに、施工方法、施工時期などについて、関係機関と十分に

調整を図るように指導します。 

 

５ 災害発生時等における交通規制 

災害発生時は、交通の混乱と交通事故の発生を防止するため、平素における時間別交通量

（流）等の実態から、避難道路及び緊急輸送路を迅速に確保し、一時交通規制等の交通安全

対策を実施します。 

また、災害発生のおそれがある場合は、道路パトロールを更に強化し、道路障害物の除去

及び路面陥没等の応急処置を優先的に行います。 

さらに、一時交通規制等必要な措置を速やかに要請し、適正な事前対策を実施していきま

す。 
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第２節 交通安全意識の啓発 

１ 段階的・体系的な交通安全教育の推進 

(1) 交通安全教育の推進 

交通安全教育は、人命尊重の理念に基づいて、一人一人が自分のみならず、他人に対し

ても健康と安全を願い、生命を大切にする豊かな心を持った人間を育成することにありま

す。 

そのためには、幼児・小中高生・大人・高齢者の実情を把握し、交通の利用状況に応じ

た交通安全教育を実施するとともに、家庭・学校・職場・警察等と相互連携を図り、生き

た交通安全教育を実施することが重要です。 

特に、思いやりの心を大切にし、現在の交通社会の最大目標である「交通モラルの回復」

に向け、あらゆる機会で積極的に呼び掛け、啓発していくとともに、歩行者や自転車の利

用者に対し、交通弱者の概念を改め、責任ある存在として位置付け、自己の安全は自らが

守り、また事故を起こさせないために、生活環境に応じた生涯にわたる交通安全教育を推

進していきます。 

本市では、引き続きさいかち公園に設置の交通安全学習広場を活用した、実践的な交通

安全教育と交通安全思想の高揚を図っていきます。 

(2) 学校における交通安全教育 

家庭・学校・地域・行政が連携し、積極的かつ継続的な交通安全教育を実施し、交通安

全の重要性と、各種交通安全施策に対する理解・関心を抱かせる指導を行います。 

ア 幼稚園・保育園 

幼児に対する交通安全教育は、日常生活の中から交通安全についての「きまりがあ

る・きまりを守る」といった交通安全に関する初歩的感覚の育成に努めます。 

指導に当たっては、まず安全教育を始める前に、簡単な体操・ゲーム・交通ルールに

関する質問等を行い、幼児の関心を引き付けた上で、心身発達段階及び理解程度を把握

し、これに併せた教育内容を設定し、「模擬信号」や「交通安全紙芝居」等の視聴覚教

材を利用したり、親子で実習したりするなどの、分かりやすい交通安全教育に努めます。 

イ 小学校 

動きの活発な小学生が事故に遭う割合は年齢層別で高くなっています。特に低学年は、

交通安全に対する技能及び知識が備わっていないおそれがあるので、「歩行者の心得」

と「自転車の正しい乗り方」について重点的に指導を行います。また、高学年は、交通

ルールの存在理由・交通ルールの遵守、交通マナーの実践の必要性について自転車運転

免許講習会などの実地指導を通じ、「自ら考えさせる」指導に努めます。 

ウ 中学校 

中学生は、基本的なルールやマナーだけでなく、周囲への気遣いや他人への思いやり

といった、社会性を身に付けられるよう導き、その上で、自転車の正しい乗り方の習得

に努めます。 

スケアード・ストレイト教育技法により、交通事故現場の凄まじさを直視させ、恐怖
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を疑似体験することで、交通ルールを守る大切さや交通マナーを身に付けさせる指導に

努めます。 

エ 高等学校 

高校生には、今までに培われた交通安全の知識や能力をさらに高めるため、社会人と

して必要な交通マナーの習得と課せられる責任、命の大切さについて自覚させる指導に

取り組むよう働きかけていきます。 

特に、運転免許取得年齢を迎えることから、自転車を含めた二輪車に関する安全教育

の充実を図るとともに、一人一人が交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する必要性

を認識させ、道路でしてはならない行為、周囲の人の迷惑になる行為（騒音運転・暴走

行為）等、反社会的行為は絶対にしてはいけないことについては、警察等の関係機関と

連携した指導に関わっていきます。 

(3) 運転者等に対する交通安全教育 

運転免許取得者には、ペーパードライバーから職業運転手まで、一人一人の技能や知識

に差があるため、それぞれに応じた教育内容や手法による交通安全教育を推進して行きま

す。 

そのためには、警察署や関係機関と連携し、運転者が参加しやすい各種イベントや運転

者講習会等を効果的に開催することで、数多くの運転者への受講を促していきます。 

また、各種講習等においてシートベルトやチャイルドシート着用の定着化と総合的な危

険予測、危険回避能力の育成に努めます。 

 

２ 地域における交通安全意識の高揚 

(1) 地域ぐるみの交通安全運動の推進 

春・秋の全国交通安全運動は、「交通事故抑止・交通円滑化」を目標に掲げて実施し、

関係機関、地域住民、事業所等が一丸となり、市民一人一人に、「交通ルールの遵守」と

「正しい交通マナー」の実践を呼び掛けていきます。 

また、毎年１２月１日から 7日まで実施される「ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン」は、

第三の交通安全運動といわれており、各種啓発活動等の実施により年末年始の交通事故防

止対策を推進し、市民への定着を図っていきます。 

行事においては、身近な事故発生状況に応じて対象や内容を吟味し、市民が興味を持つ

よう、各種「アトラクション」を盛り込むなど、参加意欲が向上するよう工夫します。 

(2) 交通安全日等の設定 

毎月１０日を交通安全日等として位置付け、「本日は交通安全日」懸垂幕の掲出等、市

民の協力により推進している活動について、今後も継続し、かつ粘り強い活動を展開させ、

地域の隅々にまで交通安全と駐車マナーの定着を図ります。 

ア 交通安全日（二輪車・自転車安全日）  毎月１０日 

イ 駐車対策強化日            毎月適宜 
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(3) 「トワイライト・オン運動」、「交差点アイコンタクト運動」の推進 

事故の発生率の高い薄暮時間帯の交通事故防止を図るため、車両の前照灯を日没より早

めに点灯する「トワイライト・オン運動」を呼び掛けるほか、交差点の事故減尐を図るた

め、ドライバーと歩行者が相互に安全を確認する「交差点アイコンタクト運動」について、

各種広報を通じ市民への働きかけを推進します。 

(4) 通学路点検 

平成２４年度から、本市教育委員会が中心となり、学校関係者、警察、道路管理者等が

連携して行っている、「通学路における安全点検」を継続的に行っていくことにより、通

学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組を進めていきます。 

 

３ 交通安全に関する広報啓発活動の充実・強化 

(1) 多様な広報媒体による広報活動の充実・強化 

広く市民に交通安全意識の普及を図り、交通安全行動の実践を定着化させるため、市報、

ホームページ、ポスター等の広報媒体はもとより、新聞、テレビ、ラジオ等報道機関へも

協力を求め、交通安全運動等、あらゆる機会を通じて効果的な広報活動を推進します。 

(2) シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底 

シートベルトの着用に関しては、運転席、助手席の着用は浸透していますが、後部座席

の着用率は極めて低調であり、チャイルドシート着用とあわせ、着用率向上を図る必要が

あります。そこで、各種広報媒体を活用するとともに、参加・体験型キャンペーン等を積

極的に開催して、後部座席を含むシートベルトの正しい着用と、チャイルドシートの必要

性・着用効果の広報啓発を推進します。 

(3) 自転車利用者に対する啓発活動の推進 

自転車の安全利用に関しては、平成２７年６月に施行された改正道路交通法により悪質

違反者に対する自転車運転者講習制度が開始されたことから、これまで以上に自転車運転

者に対する交通ルール順守への各種啓発活動の推進が必要です。 

本市は、軌道交通がないため、自転車を利用して近隣市町へ向かう市民も多いことから、

自転車用ヘルメット着用の普及など、自転車運転者のマナー向上への啓発活動を推進しま

す。 
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第３節 救助・救急体制の整備 

１ 基本的な考え方 

交通事故の発生要因は、都市活動の２４時間化や高齢社会の進展等を背景として今後増大

していくことが予測されます。このような状況の下、交通事故による負傷者の救命を図り、

また被害を最小限にとどめるため、救急医療機関、消防機関等との連携、協力関係の整備を

図ります。 

 

２ 救助・救急体制の充実 

現在本市の救急活動は、東京消防庁に全面委託しており、東京消防庁の広域救急体制のも

と、迅速・的確に対応されています。 

交通事故により負傷した人を、救急車や救助車等が到着するまでの間に、現場に居合わせ

た人《バイスタンダー》による応急手当の実施により、救命効果の向上が期待できることか

ら、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含めた応急手当について、北多摩西部消防署や

本市消防団女性部等による講習会を開催し普及啓発活動を推進します。 

 

＜市内交通事故による救護者の傷病程度＞         （各年１２月末現在） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：事故現場において、救急搬送トリアージ※２を実施した結果、救急搬送しなかった件数。 

※２：１１９番通報を受け出場した救急現場において、明らかに緊急性が認められない場合には、本人の同 

意を得て自力受診を促す制度。 

（資料：東京消防庁北多摩西部消防署） 

 

 

 

 

 

 

 

区分 

 

年 

交通事故 

出場件数 

（件） 

搬   送   人   員 （人） 
未搬送※１ 

（人） 軽 症 中等症 重 症 重 篤 死 亡 

平成 23年 432 364 53 7 2 0 4 

平成 24年 410 336 53 12 6 0 6 

平成 25年 369 289 58 10 1 0 2 

平成 26年 359 267 50 12 0 0 0 

平成 27年 355 290 41 12 1 0 1 
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＜市内救急活動業務の推移＞               （各年１２月末現在） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：東京消防庁北多摩西部消防署） 

区分 

   

 年 

救急出場件数 

（件） 

救 護 人 員 

 （人） 

交  通  事  故 

出場件数（件） 救護人員（人） 

平成 23年 3,520 3,226 432 430 

平成 24年 3,618 3,283 410 413 

平成 25年 3,704 3,302 369 360 

平成 26年 3,641 3,197 359 329 

平成 27年 3,793 3,423 355 345 
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第４節 被害者の支援 

１ 被害者支援の充実と推進 

交通事故は誰もが事故当事者となる可能性をもっており、加害者となった場合には刑事責

任のほかに民事責任も問われることになります。特に賠償問題に関しては、加害者、被害者

問わず、事故後の示談交渉に苦慮している現実があります。 

近年、自転車が加害者になる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあり、こうした賠

償責任を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救済の万全を図るため損害賠償保険等へ

の加入を推進していきます。 

また、交通被災者への救済救護のため、東京都市町村民交通災害共済制度への加入促進並

びに交通事故相談窓口の開設等、関係機関との連携を図りながら、賠償問題等の被害者支援

の充実と推進に取り組みます。 

 

＜交通事故相談等受付件数＞                （各年３月末現在） 

     平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

交通事故相談数(件)  24  29 13 18 19 

法律相談数 (件 ) 279 293 321 299 283 

                                 （資料：秘書広報課） 

 

２ 交通災害共済制度の充実 

東京都市町村民交通災害共済制度は、市民が各種交通機関に絡む事故で、人身被害が発生

した場合、精神的、経済的負担の軽減を目的とした見舞金制度です。 

本市では、他市の状況や加入者の請求実績を検証し、平成２７年度をもって、４・５歳児、

小・中学生、７５歳以上の高齢者への特別加入制度を廃止し、平成２８年度からは、７５歳

以上の高齢者で希望する方への公費負担制度へ切り替えることといたしました。 

今後は、一般加入者の加入促進を図るため、市報・ホームページなどの広報媒体を活用し

た周知に努めていきます。 

 

＜交通災害共済加入率の推移＞                  

  区分 

 

年度 

人 口 

(4月1日現在) 

会   員   数 （人） 
加 入 率 

（％） 一 般 公費負担 合 計 

平成 22年度 71,358 4,511 13,524 18,035 25.3 

平成 23年度 71,625 4,375 14,031 18,406 25.7 

平成 24年度 71,896 4,330 14,524 18,855 26.2 

平成 25年度 71,975 3,974 14,960 18,934 26.3 

平成 26年度 71,991 3,563 15,440 19,003 26.4 

区区分分  年年度度  
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＜交通災害共済見舞金支払状況＞  

   区分 

年度 会員数（人） 会 費（円） 
支払件数     

  （件） 
支払額（円） 

支払率       

（％） 

平成 22年度 18,035 10,202,700 41 2,420,000 23,7 

平成 23年度 18,406 10,342,800 64 4,350,000 42.1 

平成 24年度 18,855 10,587,900 42 4,670,000 44.1 

平成 25年度 18,934 9,769,900 52 6,370,000 65.2 

平成 26年度 19,003 9,623,000 62 6,600,000 68.6 

（資料：防災安全課） 
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第３部 計画の推進体制 
１ 行政機関等相互の連携 

交通安全施策は、多くの関係機関の協力を得て、毎年度、対策を講じており、引き続き効

果的な推進を図っていきます。 

今後もより一層の連携を深め、総合的・一体的体制のもと、交通安全施策の充実に努めま

す。 

     

２ 市民・事業者等の活力の結集 

交通安全対策の推進を図るためには、行政施策による対策に加えて、市民の自主参加意識

の増進と、事業者の理解と協力が不可欠であり、それによって、はじめて実りのある交通安

全対策を推進することができます。 

そのため、市及び関係機関は、家庭・学校・地域・職場等での自主的な交通安全活動を積

極的に支援していきます。 
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