
平成２８年度 第１回 四街道市交通安全対策協議会会議録 

 

日 時：平成２８年７月２６日（火）１０：００～１１：２５ 

場 所：四街道市役所 新館５階 第１会議室 

出席者：小林委員、荻原委員、須藤委員、松戸委員、平井委員、 

豊田委員、渡辺委員、杉山委員、及川委員、池上委員 

欠席者：白藤委員、小島委員、中村委員、香取委員、宮本委員 

事務局：林総務部長、伊藤自治振興課長、土屋主幹、菅野主査、 

    山本主査補、田渡主事 

傍聴人：２人 

 

―― 会議次第 ―― 

 １ 開会 

 ２ 委嘱状交付式 

 ３ 市長挨拶 

４ 議事 

   （1）役員の改選 

（2）平成２８年度四街道市交通安全実施計画について 

 ５ 講和 四街道警察署 交通課長 

   (1)四街道市内の交通について 

 ５ 閉会 



課長 ： 皆様おはようございます。まだ、お見えになっていらっしゃらない 

    方もおられますが、定刻になりましたので只今より始めさせていただ

きます。 

本日は大変お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがと 

ございます。それでは定刻になりましたので、只今より、平成 28年 

度四街道市交通安全対策協議会を開会いたします。 

        また本日の出席は、１５名のうち１０名ご出席をいただいており、

四街道市交通安全対策協議会規則第３条第２項に規定する定足数を満

たしておりますので本協議会が成立しますことをご報告いたします。 

     遅れましたが、私は自治振興課長の伊藤と申します。 

     本日の進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 会議に先立ちまして、四街道市交通安全対策協議会委員委嘱状の交付 

式を始めさせていただきます。只今よりお名前をお呼びいたしますので 

、その場でお立ち願いたいと思います。 

 

              － 委嘱状交付 － 

 

課長 ： それでは改めまして、これより佐渡 斉四街道市長よりご挨拶を申 

し上げます。市長、よろしくお願いいたします。 

 

市長 ： 改めまして、皆様、こんにちは、市長の佐渡でございます。皆様方 

    、忙しい中、四街道市交通安全対策協議会会議にご出席いただきまし 

    て心からお礼申し上げます。そして、只今委嘱状を交付させていただ 

きましたが、委員を快くお引き受けくださり重ねてお礼を申し上げま 

す。皆様には、日ごろより四街道市政、そして交通安全施策につきま 

して、お力添えをいただいておるところで感謝申し上げるところでご 

ざいます。 

 おかげさまをもちまして、四街道市におけます交通事故発生状況に 

つきましては、交通量が年々増加しているにも関わらず、減少傾向と 

なっておりますことは、やはり皆様方のご尽力の賜物と感謝している 

ところでございます。 

 しかしながら、昨年は高齢者を含む、４名の方の尊い命も交通事故 

により失われる状況でございました。 

 高齢者が増え、高齢者による運転、自転車による運転事故が増加し 

ており、高齢化が進む中で重要な課題と考えているところでございま 

す。 

 「交通事故のない・安全で安心して暮らせる四街道」の実現に向け 

まして、本日お集まりの皆様方の更なるお力添えが不可欠であります 

。そして、やはり市民一人ひとりの交通安全への意識の高揚が最も重 

要であります。 



そのためにも、本日お集まりいただいております皆様方から貴重な 

ご意見をいただきまして、四街道市におけます交通安全対策事業の推 

進を図って参りたいと思っております。 

 委員の皆様方には今後もご協力をいただきますよう、よろしくお願 

い申しあげます。 

 そして、委員皆様方の、今後ますますのご活躍とご健勝を心からご 

祈念申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

課長 ： ありがとうございました。それでは、議事に先立ちまして、本日は 

委員改選後、初めての会議ということでございますので、委員の皆様 

のご紹介をさせていただきます。 

 委員の皆様のお手元には、本協議会委員の名簿を配布してございま 

す。そちらの名簿に基づきまして、私の方から順番にご紹介をさせて 

いただきますので、大変恐縮でございますがご起立をしていただきま 

してご挨拶後、ご着席をしていただきたいと思います。よろしくお願 

いいたします。 

 

 

    － 名簿順に委員および事務局職員の紹介 － 

 

課長 ： それでは、これより議事に移るわけでわけでございますが、佐渡市 

長におかれましては、この後公務がございますことから、ここで退席 

となります。本日はどうもありがとうございました。 

     それでは、早速議事に移ります。議事の（１）役員の改選でござい 

ます。委員の任期２年が経過したことに伴い、会長及び副会長を選出 

する必要がございます。 

 協議会規則第２条によりまして、会長及び副会長を委員の互選によ 

り、それぞれ１名を置くこととなっております。会長の任務は会務を 

総理し、協議会を代表することになっておりますが、いかがいたしま 

しょうか。 

 

及川委員： 西中学校地区連絡協議会の及川と申します。この度は私も含め、 

新規で委員になられた方々も大勢いらっしゃいますので、事務局の 

方でお考えがあれば一任したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

委員  ： 異議なしの声 

 

課長  ： ありがとうございます。只今事務局一任という案がございました 

     。そして皆様から異議なしということでしたので、事務局一任と受 

け止めさせていただきます。 

 それでは、事務局から案はありますでしょうか。 



事務局：  会長職にあたりましては、四街道市の交通安全を推進する上で、 

     日々第一線でご活躍されております、四街道市交通安全協会の荻原 

会長様に、副会長職にあっては、四街道地区安全運転管理者協議会 

の須藤会長にお願いしたいと考えております。以上が、事務局から 

の提案でございます。 

 

課長 ： 只今、事務局案が提示されましたが、皆様いかがでしょうか。 

     承認される方につきましては、挙手をお願いたします。 

 

       － 全員挙手 － 

 

課長 ： 挙手全員ということでありがとうございます。それでは会長は、四 

街道市交通安全協会の荻原様に、副会長は、四街道地区安全運転管理 

者協議会の須藤様にお願いしたいと思います。それでは、荻原会長、 

須藤副会長は前のお席に移動をお願いします。 

 では早速ですが、荻原会長様にご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

会長 ： 只今皆様から、会長に選任していただきました荻原です。委員の皆 

様には日頃から各方面で様々な立場から交通安全対策の活動にご協力 

を頂きまして誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。続 

きまして交通安全意識の普及にご尽力いただきますようにお願い申し 

上げまして、簡単ですが挨拶とさせていただきます。よろしくお願い 

いたします。 

  

課長 ： どうもありがとございました。続きまして、須藤副会長様にご挨拶 

をお願いしたいと思います。 

 

      

副会長： 只今、皆様から副会長に選任していただきました須藤です。どうぞ 

よろしくお願いいたします。  

 

課長 ： ありがとうございました。それでは、これ以降の進行につきまして 

    は、規則第３条第１項により会長が議長となると規定しておりますの 

    で、荻原会長にお願いいたします。 

 

会長 ： それではこれより、議長を進めさせていただきますので、よろしく 

お願いいたします。はじめに、２点ほど議事に先立ち、あらかじめ、 

お諮りをすべき事項がございます。まず１点目でございますが、「審議 

会等の会議の公開に関する指針の解釈運用基準」の規定に基づいた、  

本会議の公開・非公開の決定についてでございます。原則は公開でご 

ざいますが、審議内容によっては、非公開と決定することも可能でご 

ざいます。それではお諮りいたします。「平成２８年度四街道市交通安 



全対策協議会の開催において、本会議を公開することに同意をいただ 

ける方は、挙手をお願いいたします。ありがとうございます。３分の 

２以上の挙手を認め、本会議を公開するものといたします。傍聴者は 

いらっしゃいますか。 

 

事務局： ２名でございます。 

 

会長 ： 傍聴人の入室を許可します。次に会議録における発言者名について 

「審議会等の会議の公開に関する指針の解釈運用基準」の規定により 

原則として明記することとなっておりますので、本会議も明記する扱 

いとしたいと存じますが、委員の皆様のご意見をお伺いいたします。 

 

委員 ： 異議なしの声 

 

会長 ： 異議なしと認めます。続きまして、本日の会議の会議録署名人でご 

ざいますが、及川委員、平井委員にお願いしたいと思います。それで 

はこれより議事に入ります。議題（２）「平成２８年度四街道市交通安 

全計画について」事務局より説明をお願いいたします。また、今回は 

委員の改選もありましたことから、説明にあたりましては、本協議会 

の位置付けなどにつきましても加えて説明をお願いしたいと思います 

。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

事務局： 自治振興課菅野と申します。私からは「交通安全対策協議会」につ 

いて、ご説明をいたします。それではまず、画面をご覧ください。 

最初に上から、「中央交通安全対策会議」がございまして、これは昭和 

45年に「交通安全対策基本法」が施行されたことに伴い設置されたも 

ので、内閣総理大臣を会長とし関係12閣僚を委員としております。「交 

通安全基本計画」の作成など総合的な施策で重要なものの審議などを 

行っております。次に、「交通安全対策本部」でございますが、内閣府 

特命担当大臣を本部長とし、15名の事務次官等を部員とし、「中央交通 

安全対策会議」の機動性を高め、総合的な施策の推進機能を強化する 

ため、同会議の下に設けられる機関として位置付けられております。 

次に、「都道府県交通対策協議会等」でございますが、国の「交通対策 

本部」に対応したものといたしまして、都道府県に設置されるもので 

す。続きまして、画面の右のラインになりますが、「中央交通安全対策 

会議」の下に「都道府県交通安全対策会議」がございまして、これは 

「交通安全対策基本法」（第16条）により、都道府県により設置するこ 

ととされており、都道府県交通安全計画の作成等を行うこととなって 

おります。次に、「市町村交通安全対策会議」でございますが、「交通 

安全対策基本法」（第18条）により、市町村により任意設置とされてお 

りまして、市町村交通安全計画の作成等を行うこととなっております 

。これが、本四街道市交通安全協議会でございます。つきましては、 



本日、「四街道市交通安全計画」の作成のためご協力をお願いいたしま 

す。私からは以上です。 

 

事務局： 自治振興課山本でございます。引き続き私からは「平成２８年度四 

街道市交通安全計画（案）」につきましてご説明を申し上げます。どう 

ぞよろしくお願いいたします。まずは、計画（案）の１頁目をご覧く 

ださい。本計画は、３つの視点に対しまして、３つの柱をもって対策 

を実施してまいります。本計画の基本的な考え方でございますが、人 

命尊重の理念に基づき歩行者・高齢者・子ども等、交通弱者の「人優 

先」の交通安全思想を計画の理念といたしました取り組みを進め、究 

極的には「交通事故のない・安全で安心して暮らせる四街道市」を目 

指すものでございます。続きまして、本計画におけます最優先の目標 

は、交通事故発生件数を確実に減少させ、そして究極的には死傷者を 

ゼロに近づけることでございます。それには、当面であります平成３ 

２年度までに交通事故発生件数を１９９件まで減少させることを目標 

といたしました。目標を達成させるための対策といたしましては、次 

の３つの視点をもって取り組んでまいりたいと考えております。まず 

１つ目の視点でございますが、高齢者・子どもの安全確保でございま 

す。続きまして２つ目の視点、生活道路・幹線道路における歩行者・ 

自転車の安全確保でございます。最後に３つ目の視点で、地域でつく 

る交通安全の推進でございます。この３つの視点に基づきまして、次 

の３つの柱で対応してまいります。まず１つ目が、市民一人ひとりの 

交通安全意識の高揚でございます。そして２つ目が、お金と時間が掛 

かりますが、道路交通環境の整備でございます。最後の３つ目、被害 

者支援の推進でございます。以上の３つの柱をもちまして、施策を展 

開してまいりたいと考えております。それでは、計画（案）２頁目を 

ご覧ください。はじめに、個別の施策につきまして、ご説明を申し上 

げます前に、市内におけます「道路交通事故のすう勢等」につきまし 

て簡単にご説明を申し上げます。まず平成２７年の千葉県内と四街道 

市の交通事故発生件数でございますが、県内事故発生件数は１８，６ 

５０件、四街道市の事故発生件数は２４３件でございました。この数 

字は、県内３７市のうち１６番目に事故発生件数が少ない市といたし 

まして四街道市が位置しておりますことから、これまでの施策に一定 

の成果があったものと考えられます。続きまして、計画（案）３頁目 

の横棒グラフをご覧ください。負傷者の事故件数を年齢別にみますと 

、ご覧の様に４０歳代が５４件と最も多く、続きまして６５歳以上が 

５２件、そして３０歳代が４８件となっております。次に同じく３頁 

目の縦棒グラフ、事故発生時間帯でございますが、朝の通勤・通学時 

間であります７時代に多く発生しており、また帰宅時間や季節により 

ますが薄暮時の１７時代、１９時代に事故が多発していることが分か 

ります。では、対策の実施にあたりまして、第１から第３の視点を順 

次ご説明を申し上げます。はじめに第１の視点、高齢者・子どもの安 



全確保でございます。高齢者の交通事故が増加傾向にある中、高齢化 

が急速に進行してまいります。そのような現状の中」、高齢運転手には 

自己の運動能力を自覚してもらい、能力に応じたゆとりのあう自動車 

や自転車の運転を意識してもらう等、まずは高齢者の多様な実態に沿 

った交通安全対策を引き続き推進してまいります。子どもにつきまし 

ては、幼児期からの心身発達の段階に応じた、交通安全教育の推進、 

そして通学路等におけます歩行者空間の整備を推進してまいります。 

続きまして、第２の視点でございますが、「人優先の下」通学路、生活 

道路等の歩行空間の確保に努め、歩行者の安全確保を図る対策を推進 

してまいります。また、その一方で身近な交通手段でございます、自 

転車の交通ルールやマナーの知識が不十分なことを背景とした交通事 

故の発生が社会問題となっておりますことから、歩行者空間の確保と 

ともに、自転車を利用する幅広い世代を対象に心身の発達に応じまし 

た交通安全教育を実施してまいります。最後に第３の視点でございま 

すが、地域でつくる交通安全の推進でございます。県内の交通事故の 

実態でございますが、高齢者も子どもも自宅から２㎞以内で事故に遭 

っておりますこことから、地域のコミュニティを活用し、地域ぐるみ 

で交通安全対策に取り組んでまいります。 

続きまして、計画(案)5 頁目をご覧ください。道路交通安全についての 

施策でございますが、交通事故をなくし、道路交通の安全確保をする 

ため、次の３つの柱により交通安全対策を実施してまいります。１つ 

目の柱でございますが、市民一人ひとりの交通安全意識の高揚でござ 

います。まず、市民自らが交通安全に関心を持ってもらい、交通事故 

防止は自分自身の問題と捉え行動することが重要でございます。その 

ために、毎月１０日の「交通安全の日」、毎月１５日の「自転車安全の 

日」等におきましては、チラシの配布、広報紙、市役所庁内放送を活 

用積極的に呼び掛けを行ってまいります。更に、交通安全に関する情 

報提供を推進してまいります。加えまして、交通安全に関する普及啓 

発活動の推進といたしまして、１．交通安全運動の推進でございます。 

従来より実施してまいりました、各季節の交通安全運動を中心に、警 

察や各関係団体と連携を図り、実態に即した市民運動を行ってまいり 

ます。２．交通安全に関する広報啓発の推進でございます。歩行中の 

交通事故による死傷者数は、７歳児にかけて急激に増加し、その後ま 

たすぐに減少をするという特徴があるとの統計が出ております。その 

理由といたしまして、小学校に入り保護者のもとを離れ、一人または 

友人との行動が始まるため、一時的に死傷者数が増加し、子ども自身 



が危険な状況に遭遇しその経験を通して学ぶことですぐに死傷者数が 

減少するものと考えられております。 

このような実態からも、特に幼児期から交通安全に対する知識を養い、 

継続的に交通ルールとマナーを身に付けるためにも家庭内で日常的に 

話し合いを持つことが最も重要と考えます。そのきっかけとなる様に、 

公共施設での幼児健診の場を活用して、チラシの配布、交通安全に関 

する DVD 鑑賞や紙芝居等を行い、交通安全意識を家庭内に浸透するよ 

うな広報活動を継続的に実施してまいります。 

３．シートベルト及びチャイルドシートの着用の徹底でございます。 

シートベルト、チャイルドシートの着用率は、今だ１００％ではござ 

いません。シートベルトの着用の徹底を図るには、身をもって体験し 

てもらうことが有効と考えますことから、多くの方々が集う機会に、 

シートベルトコンビンサー車を活用いたしました体験型交通安全教育 

を実施してまいります。また、その他にも様々な機会を捉え普及活動 

の提供に努めてまいりたいと考えております。続きまして、計画(案) 

７頁目をご覧ください。地域でつくる高齢者交通安全対策の推進でご 

ざいます。交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者に対しましては、 

各関係団体、自治会、シニアクラブ等と連携を図り、会食サロン等高 

齢者が集う機会を利用いたしまして、交通安全ルールやマナーに関す 

る知識の普及に加え、身体機能の変化の自覚を含めました交通安全教 

育を実施してまいります。また、高齢者の交通安全意識を高めるため、 

交通安全リーダーを育成するための参加・体験・実践型の研修を行い、 

地域での交通安全活動を支援してまいります。続きまして、計画（案） 

８頁目の中段でございますが、４．自転車の安全利用の推進につきま 

しては、１．安全利用に係る広報活動の推進でございます。２．点検 

整備の促進でございます。３．TS マーク制度と防犯登録の普及促進で 

ございます。４．自転車保険の加入促進でございます。５．反射材の 

普及促進でございます。６．ヘルメットの普及促進でございます。７． 

幼児二人同乗自転車の安全利用の普及促進につきましても、施策を展 

開して参りたいと考えております。続きまして、計画（案）１１頁目 

をご覧ください。第１の柱の最後でございます。５ 段階かつ体系的 

な交通安全教育の促進でございます。交通安全教育につきましては、 

道路交通の安全を確保するため自他の生命尊重という理念の下に、交 

通安全に関する思想と知識を普及させ、これを習慣化させるために実 

施いたしまして、関係機関や団体と連携を図り、幼児期から心身の発 

達段階やライフステージに合った段階的な実施が重要であると考えて 



おりますことから１．児童・生徒に対する交通安全教育、２．保護者 

による旗振り講習会の実施、３．地域で取り組む交通安全の推進、４． 

家庭に対する交通安全の知識の推進 以上、４点につきまして総合的 

に取り組んでまいりたいと考えております。続きまして、計画（案） 

１２頁目をご覧ください。第２の柱、道路交通環境の整備でございま 

す。交通事故の防止と交通の円滑化を図るには、人優先の考えの下、 

人と自動車との分離を図るため、道路の整備、交通安全施設の整備等 

の道路交通環境の整備を推進してまいります。そのため、歩行者等の 

交通通行の確保のため、信号機の設置と改良を推進してまいります、 

交差点・カーブ対策推進してまいります、夜間事故防止対策を推進し 

てまいります。計画（案）１３頁目をご覧ください。第３の柱は、被 

害者支援の推進でございます。交通事故被害者の方々は、交通事故に 

より肉体的、精神的、経済的に多大な打撃を受けておられます。また、 

掛け替えのない生命を絶たれる等、大きな不幸にも見舞われておりま 

す。更に交通事故による賠償額も、年々高額となっております。その 

ような交通事故被害者を支援するため、交通事故相談を行い、その心 

情に配慮した対策を推進してまいります。対策の主な内容でございま 

すが、交通事故相談業務を推進してまいりますとともに、交通遺児へ 

の支援につきましても、取り組んでまいりたいと考えております。 

以上、ご説明を申し上げさせていただきましたとおり、「平成２８年度 

四街道市交通以上、ご説明を申し上げさせていただきましたとおり、 

「平成２８年度四街道市交通安全計画（案）につきましては、３つの 

視点に対しまして、３つの柱をもって、「交通事故のない・安全で安心 

して暮らせる四街道市」を目指して取り組んでまいります。上手く説 

明が出来ていないところもございましたでしょうが、ご審議のほどよ 

ろしくお願いいたします。 

  

会長 ： ありがとうございました。只今、事務局からご説明をいただきまし 

たが、これにつきまして、委員の皆様、ご意見、ご質問がありました 

らお願いいたします。 

 

及川委員： 意見ではないのですが、私は長年自治会の役員をしておりますが

この計画は大変分かりやすく、多くの分野にて活用が出来など、非

常によくできて有難いと思います。ありがとうございました 

 

会長  ： はい、他にありますか。では、ご質問がないようですので平成２ 

８年度四街道市交通安全計画の策定については、原案どおり可決し 

てよろしいでしょうか。賛成の方は、挙手をお願いいたします。 



 － 全員の方が挙手 － 

ありがとうございます。はい、全員の方が賛成ということで原案ど 

おり可決をいたします。続きまして、四街道警察署交通課長 小林 

委員より講話をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま 

す。 

 

― 小林委員より、四街道市内の交通情勢についての講話 ― 

    

会長 ： ありがとうございました。委員の皆様の中で、何かご質問等がござ 

いますか。 

 

平井委員： 質問ではありませんが、ポケモンですけれども、内黒田で今まで

なかったのですが、夜外から声が聞こえるので何事が起きたのか出

てみました。これから事故などが起きないか心配があります。 

 

豊田委員： 自転車の法改正もありましたが、私達、主婦の年代は自転車のル

ール等の知識について知る機会がありませんので、皆さんお忙しい

いと思いますので、講習まででなくても目で見て分かる様なものが

あればいいなと思います。 

 

会長 ： 他にございますか。ないようですので、議題６のその他に移ります 

が事務局から何かありますか。 

 

事務局： 特にありません。 

 

会長 ： 事務局からは特にないとのことですが皆様方から何かありますか。 

 

      － 質問、意見なし － 

 

会長 ： ないようですので、議事につきましてはすべて終了しましたので、 

議長の大役を下させていただきます。 

皆様のご協力に感謝いたします。どうもありがとうございました。 

 

課長 ： 荻原会長様、どうもありがとうございました。委員の皆様も長時間 

    にわたり、ご審議いただきましてありがとうございました。本日、皆

様方にご審議いただきました、交通安全計画によりまして、交通事故

がない、安全で安心して暮らせる四街道市をつくっていきたいと考え

ておりますので、今後ともご支援、ご協力を頂けますようお願い申し

上げます。それでは、以上をもちまして平成２８年度四街道市交通安

全対策協議会会議を閉会させていただきます。本日は、どうもありが

とうございました。 

            （閉 会） 



 

会議録署名人     及川 孝       

 

 

会議録署名人     平井 和江      


