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ま  え  が  き 

 

 

  車社会化の急速な進展に対して，交通安全施設が不足していたことに加え，車両の

安全性を確保するための技術が未発達であったことなどから，昭和 20 年代後半から

40年代半ば頃まで，道路交通事故の死傷者数が著しく増加しました。 

  このため，交通安全の確保は大きな社会問題となり，交通安全対策の総合的かつ計

画的な推進を図るため，昭和 45 年６月，交通安全対策基本法(昭和 45 年法律第 110

号）が制定されました。 

 函館市においては，この法に基づき，昭和 46 年度以降，９次にわたる函館市交通

安全計画を作成し，関係機関・団体等が一体となって交通安全対策を強力に実施して

きました。 

 その結果，昭和 44 年に 36 人を数えた本市の道路交通事故死者は，平成 27 年には

７分の１の５人にまで減少しましたが，今なお，尊い命が交通事故によって失われて

います。 

また，道路交通事故件数は依然として高い水準で推移しており，事故そのものを減

少させることが求められています。 

 交通事故の防止は，関係機関・団体等だけでなく，市民一人ひとりが全力を挙げて

取り組まなければならない緊急かつ重要な課題であり，人命尊重の理念のもとに，交

通事故のない社会を目指して，交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の

大綱を定め，これに基づいて諸施策を強力に推進していかなければなりません。 

  この函館市交通安全計画は，このような観点から，交通安全対策基本法第 26 条お

よび函館市交通安全対策会議条例(昭和 46年３月 22日第 40号）第２条の規定に基づ

き，平成 28年度から平成 32年度までの５年間に講ずべき交通安全に関する施策の大

綱を定めたものであります。 

 この交通安全計画に基づき，交通安全対策を推進し，交通事故のない安全で安心な

社会を実現するため，関係機関，団体，市民の皆様のより一層のご理解とご協力をお

願いいたします。 

 

   平成２９年３月 

 

 

函館市交通安全対策会議 

会長 函館市長 工藤 壽樹  
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第 10次函館市交通安全計画の策定趣旨等 

 

１ 計画策定の趣旨 

第 10次函館市交通安全計画は，多様な主体による交通安全対策を総合的かつ 

計画的に推進し，交通事故のない社会を実現するため，交通安全対策基本法に 

基づき策定します。 

 

２ 計画策定主体 

○  函館市交通安全対策会議  

函館市交通安全対策会議は，交通安全対策基本法に基づき，条例により設置さ

れた市の附属機関であり，会長を函館市長とし，会議の委員は函館市の関係部局

および地域の関係行政機関等の代表をもって構成されています。 

 

３ 計画期間 

  平成 28年度から平成 32年度までの５か年間とします。 

  （※第１次函館市交通安全計画の初年度は昭和 46年度） 

 

４ 計画の位置付け 

 

 

 

  交通安全対策基本法 

   昭和 45年６月施行 

 

 

 

                                                 ○ 第 10次交通安全基本計画 

                                                     ・交通安全対策基本法第 22条に基づき 

○ 第 10 次函館市交通安全計画 1              中央交通安全対策会議において策定 

・交通安全対策基本法第 26 条に基づき                 ○ 第 10次北海道交通安全計画 

函館市交通安全対策会議において策定                 ・交通安全対策基本法第 25 条に基づき 

                          北海道交通安全対策会議において策定                               

○ 函館市総合計画 

 

 

根拠法 

整合 
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函館市交通安全計画の基本理念 

 

１ 交通事故のない社会を目指して 

    本市においては，本格的な人口減少と超高齢社会の到来という，かつて経験した

ことのない新たな時代を迎えたなかで，真に豊かで活力のある社会を構築していく

ためには，その前提として，市民すべての願いである安全で安心して暮らせる社会

を実現することが極めて重要です。 

  特に交通安全の確保はその重要性が認識され，様々な対策がとられてきたところ

ですが，依然として交通事故件数が高い水準で推移していることからすると，さら

なる対策の実施が必要です。 

  人命尊重の理念に基づき，また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失を

も勘案して，究極的には交通事故のない社会を目指すべきです。 

  交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではありませんが，悲惨な交通

事故の根絶に向けて,今再び，新たな一歩を踏み出さなければなりません。 

 

２ 人優先の交通安全思想 

    文明化された社会においては，弱い立場にある者への配慮や思いやりが存在しな 

ければなりません。道路交通については，自動車と比較して弱い立場にある歩行者， 

また，すべての交通について，高齢者，障がい者，子ども等の交通弱者の安全を一 

層確保する必要があり，このような「人優先」の交通安全思想を基本とし，あらゆ 

る施策を推進していくべきです。 

 

３ 交通社会を構成する三要素の関連性を考慮した施策の推進 

交通社会を構成する「人」，車両等の「交通機関」およびそれらが活動する場とし

ての「交通環境」という三つの要素についての安全対策を基本とし，それら相互の

関連を考慮し，有効な施策を市民の理解と協力のもと，強力に推進します。 

 

 

《第１０次交通安全基本計画における施策推進の方向性》 

 

本計画においては，このような観点から，陸上交通の安全として道路交通，鉄道交

通，踏切道における交通，軌道交通のそれぞれの安全の実現を図るため，次の５つの

方向性に沿って講ずべき施策を，明らかにしていくものとします。 

     

１ 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用 

交通社会を構成する三要素を結び付けるものとして，また，三要素それぞれの施

策効果を高めるものとして，情報の役割が重要です。情報社会が急速に進展するな
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かで，安全で安心な交通社会を構築していくためには情報を活用することが重要で

あり，特に，情報通信技術（ＩＣＴ）の活用は人の認知や判断等の能力や活動を補

い，また，人の不注意によるミスを打ち消し，さらには，それによる被害を最小限

にとどめるなど交通安全に大きく貢献することが期待できることから，高度道路交

通システム（ＩＴＳ）を活用した各種施策を積極的に進めます。 

 

２ 救助・救急活動および被害者支援の充実 

交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り，また，被害を最小限に抑えるた

め，迅速な救助・救急活動の充実等を図るとともに，犯罪被害者等基本法(平成 16

年法律第 161号）の制定を踏まえ，交通安全の分野においても一層の被害者支援の

充実を図ります。 

 

３ 参加・協働型の交通安全活動の推進 

交通事故防止のためには，関係機関・団体等が緊密な連携のもとに施策を推進す

るとともに，市民の主体的な交通安全活動を積極的に促進することが重要であるこ

とから，市が行う交通の安全に関する施策に計画段階から市民が参加できる仕組み

づくりや地域における特性に応じた取組等により，参加・協働型の交通安全活動を

推進します。 

 

４ 効果的・効率的な対策の実施 

交通の安全に関する施策は多方面にわたって，相互に密接な関連を有することか

ら，これらを有機的に連携させ，総合的かつ効果的に実施するとともに，交通実態

に応じて，少ない予算で最大限の効果を挙げることができるような対策に集中して

取り組むなど，効率的な予算執行に配慮するものとします。 

  また，交通の安全は，交通需要や交通の円滑性・快適性と密接な関連を有するた

め，自動車交通量の拡大の抑制等によりこれらの視点にも十分配慮するとともに，

沿道の土地利用や道路利用の在り方も視野に入れた取組を行っていくほか，地震や

津波等に対する防災の観点にも適切な配慮を行うものとします。 

 

５ 公共交通における一層の安全の確保 

市民の日常生活を支え，ひとたび交通事故等が発生した場合には大きな被害とな

る公共交通機関等の一層の安全を確保するため，保安監査の充実・強化を図ります。  

さらに，事業者による運転者の健康管理を含めた安全管理体制の構築，改善に向

けた取組を促進します。 
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第 1章 道路交通の安全 

 

第１節 道路交通事故のない社会を目指して 

交通事故のない安全で安心な社会を実現させ，高齢者，障がい者等を含むすべて

の人々が，相互理解と思いやりをもって行動する共生の交通社会の形成を図ること

が必要です。 

近年は交通事故による死者数および事故件数は減少傾向にあり，今後とも，死者

数の一層の減少に取り組むことはもちろんのこと，事故そのものの減少についても

積極的に取り組む必要があります。 

また，交通安全に関しては地域の実情を踏まえたうえで，それぞれの地域に最も

効果的な施策の組み合わせを地域と連携して行う必要があります。 

 

第２節 道路交通の安全についての目標 

  １ 道路交通事故の現状と今後の見通し 

（１）道路交通事故の現状 

北海道警察函館方面本部の調べによると，本市の交通事故による 24 時間死

者（交通事故発生後 24 時間以内に死亡した者）数は，昭和 44 年に 36 人を数

えましたが，昭和 46年以降減少に向かい，昭和 50年には９人と大幅に減少し

ました。 

その後再び増加し，平成５年には 25 人に達しましたが，平成８年からは再

び減少傾向に転じ，平成 27 年には５人と，ここ数年は一桁台で推移していま

す。 

また，傷者数は，昭和 45 年の 2,798 人をピークに，昭和 51 年には，1,146

人と約６割減少しました。その後増加傾向に転じ，平成 10 年以降は 2,100 人

前後で推移しましたが，平成 27 年は 842 人で，最近２，３年は減少傾向にあ

ります。 

 

    平成 27年の交通死亡事故の発生状況は，次のとおりです。 

       ○ 亡くなられた５人のうち３人は，夕暮れから未明にかけて事故に遭っ

ており，夜間における死亡事故が顕著となっています。 

     ○ また，亡くなられた５人のうち３人は 65 歳以上の高齢者となってい

ます。 

       ○ 他の２名は自動車運転中の事故によるもので，乗用車を運転中に路外

逸脱し道路脇の立ち木に衝突した運転者の 10 代の男性のほか，工事現

場で大型ダンプカーで砂利を運搬中に崖下に転落し 50 代の方が亡くな

られています。 
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（２）道路交通を取り巻く状況の展望 

本市の道路交通を取り巻く今後の状況を展望すると，運転免許保有者数，車

両保有台数とも減少することが見込まれます。 

このようななか，超高齢社会の到来を迎え，高齢者が交通死亡事故の当事者

となる比率が高く，高齢者人口の増加により運転免許保有者も高齢化していく

ことも，道路交通に大きな影響を与えるものと考えられます。 

 

（３）道路交通事故の見通し 

道路交通を取り巻く状況は，経済社会情勢の動向に伴い，今後複雑に変化す

ると見込まれ，将来の交通事故の状況については，交通事故の死者数は減少し

てきておりますが，高齢者人口が増加するなかで，本市の道路交通事故につい

ては依然として予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

 

  ２ 函館市交通安全計画における目標 

      交通事故のない社会を実現することが究極の目標ですが，中期的な目標として，

本計画の計画期間である平成 32年度までに年間の 24時間死者をなくすことを目

指すとともに，交通安全対策を実施するにあたり，今後はさらに，事故そのもの

の減少にも一層積極的に取り組み，傷者数を確実に減少させることを目指します。 

 

第３節 今後の道路交通の安全対策を考える視点 

近年，道路交通事故の発生件数ならびに道路交通事故による死傷者数が減少傾向

にあることは，これまでの函館市交通安全計画に基づき実施してきた対策に，一定

の効果があったものと考えられます。 

このため，従来の交通安全対策を基本としつつ，経済社会情勢，交通情勢の変化

等に対応し，また，実際に発生した交通事故に関する情報の収集，分析を充実し，

より効果的な対策への改善を図るとともに，有効性が見込まれる新たな対策を，次

のような３つの視点を重視して推進します。 

 

１ 高齢者および子どもの安全確保 

本市は，交通事故死者のうち高齢者の占める割合が高く，過去５年間の交通事

故死者数の 20 人のうち 12 人が 60 歳以上であり，歩行中に９人，自転車利用中

に１人，自動車運転中に１人が亡くなられたほか，買い物中に乗用車が店舗に衝

突した際，事故に巻き込まれ１人が亡くなられています。 

また，今後も，いわゆる団塊の世代が，70 歳代になっていくことを踏まえる  

と，高齢者が安全にかつ安心して外出したり移動したりできる交通社会の形成が 

必要です。 



 

~ 7 ~ 
 

その際には，多様な高齢者の実像を踏まえたきめ細かな総合的な交通安全対策

を推進し，また，交通モードの相違，すなわち，高齢者が主として歩行および自

転車等を交通手段として利用する場合と，自動車を運転する場合の相違に着目し，

それぞれの特性を理解した対策を構築するなど，高齢者が事故に遭わない，事故

を起こさないようにするための対策を強化することが喫緊の課題です。 

また，高齢者の交通安全を図っていくためには，交通安全活動を，高齢者が日

常的に利用する機会の多い医療機関や福祉施設等と連携して実施していくこと

や，高齢者の事故は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

生活に密着した交通安全活動を充実させることが重要です。 

次に，高齢社会の進展と同時に考えなければならないのが少子化の進展です。

少子化対策の推進により安心して子どもを生み，育てることができる社会を実 

現するためには，防犯の観点はもちろんのこと，子どもを交通事故から守る観点

からの交通安全対策が一層求められます。 

このため，子どもの安全を確保する観点から，通学路等において現地の状況に

応じて歩道等の歩行空間の整備を積極的に推進する必要があります。 

 

２ 歩行者および自転車の安全確保      

本市における，平成 23年から 27年までの交通事故死者数に占める歩行者の割

合は２分の１に達し，安全で安心な社会の実現を図るためには，自動車と比較し

て弱い立場にある歩行者の安全を確保することが必要不可欠であり，特に，高齢

者や子どもにとって身近な道路の安全性を高めることがより一層求められます。 

このような情勢を踏まえ，人優先の考えのもと，通学路，生活道路，市街地の

幹線道路等において，歩道の整備等による歩行空間の確保を積極的に進めるなど，

歩行者の安全確保を図る対策を推進していく必要があります。 

また，自転車については，自動車と衝突した場合には被害を受ける反面，歩行

者と衝突した場合には加害者となるため，それぞれの対策を講じる必要がありま

す。 

自転車の安全利用を促進するためには，生活道路や市街地の幹線道路において，

自動車や歩行者と自転車利用者の共存を図ることができるよう，現地の状況に応

じて自転車の走行空間を確保する必要があるとともに，自転車利用者については，

危険運転に対する罰則が厳しくなっているにもかかわらず，ルールやマナーに違

反する行動が多いことから，交通安全教育等の充実を図る必要があります。 

さらに，駅前や繁華街など放置自転車が問題となっている場所では，自転車駐

車場の整備等の放置自転車対策を進める必要があります。 
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３ 生活道路および幹線道路における安全確保 

生活道路の舗装や２次改築による通行環境の向上および段差交差点による渋

滞などに伴い，生活道路に流入する車両通行量が増加し，この結果として通学児

童が危険な環境におかれてしまうという事態が発生しております。 

このため，生活道路においては，自動車の速度抑制を図るための道路交通環境

の整備，安全な走行の普及等の対策を講じるとともに，幹線道路を走行すべき自

動車が生活道路へ流入することを防止するための幹線道路における交通安全対

策および交通流の円滑化を図るなど，生活道路における交通の安全を確保するた

めの施策を推進する必要があります。 

  

第４節 講じようとする施策 

１ 道路交通環境の整備 

道路交通環境の整備については，これまでも関係機関・団体等が連携し，幹線

道路と生活道路の両面で対策を推進してきたところであり，一定の事故抑止効果

が確認されています。 

今後は，これまでの対策に加え，少子高齢化が一層進展するなかで，子どもを

事故から守り，高齢者や障がい者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形

成を図る観点から，安全・安心な歩行空間が確保された人優先の道路交通環境整

備の強化を図っていくものとします。 

 

（１） 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

これまで一定の成果を上げてきた交通安全対策は，主として「車中心」の

対策であり，歩行者の視点からの道路整備や交通安全対策は依然として十分

とはいえず，また，生活道路への通過交通の流入等の問題も依然として深刻

です。 

このため，地域の協力を得ながら，通学路，生活道路，市街地の幹線道路

等において歩道を積極的に整備するなど，「人」の視点に立った交通安全対策

を推進していく必要があります。 

 

①  生活道路における交通安全対策の推進       

生活道路においては，歩行者・自転車利用者の安全を守るため車の最高

時速を 30 キロメートル毎時の区域規制等を前提とした「ゾーン３０」を

整備し，低速度規制により交通事故の抑制を進めています。 

今後も，警察および町会と連携を取りながら，交通事故防止を目指し「ゾ

ーン３０」区域の拡大を図るなど安全な歩行空間の確保に努めます。 
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②  通学路等の歩道整備等の推進 

通学路における交通安全を確保するため，定期的な合同点検の実施など

継続的な取組を支援するとともに道路交通実態に応じ，関係機関の連携に

よりソフト・ハード両面から必要な対策を推進します。 

小学校，幼稚園，保育所，児童館等に通う児童や幼児の通行の安全を確

保するため，通学路等の歩道整備等を推進するとともに，歩道整備や安全

施設の拡充と歩行者用灯器等の整備や横断歩道等の整備を推進し，通学路

等の安全・安心な歩行空間の創出を図ります。 

 

③  高齢者，障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

ア 高齢者や障がい者等を含め全ての人が安全に安心して参加し活動で

きる社会を実現するため，駅，公共施設，福祉施設，病院等の周辺を中

心に歩道の段差・傾斜・勾配の改善などのバリアフリー化を推進し，平

坦性の確保された幅の広い歩行空間の整備に努めます。 

イ 高齢者，障がい者等の円滑な移動を阻害する要因となっている歩道や

視覚障がい者誘導用ブロック上等の放置自転車等の撤去について，関係

機関・団体等と連携を図り実施します。 

 

 （２） 幹線道路における交通安全対策の推進 

幹線道路における道路整備事業については，交通事故対策の「成果を上げ

るマネジメント」を推進し交通安全に資する対策を推進します。 

      

①  事故ゼロプランなど交通安全対策のマネジメントの推進 

交通安全に資する道路整備事業の実施にあたって，効果を科学的に検証

しつつ，マネジメントサイクルを適用することにより，効率的・効果的な

実施に努め，少ない予算で最大の効果を獲得できるよう，国や道との協働

により「事故ゼロプラン」など交通安全対策のマネジメントを推進します。 

 

        ② 事故危険箇所対策の推進 

特に事故の発生割合が高い幹線道路の区間等を事故危険箇所として指

定し，事故の態様，交通量，地域住民等の意見を踏まえ，公安委員会と連

携し集中的な事故抑止対策を実施します。 

 

③ 重大事故の再発防止 

      社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には，速やかに当該

箇所の道路交通環境等事故発生の要因について調査するとともに，事故要

因に即した所要の対策を早急に講ずることにより，当該事故と同様な事故
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の再発防止を図ります。 

 

④  適切に機能分担された道路網の整備 

ア 高規格幹線道路等から生活道路に至る道路ネットワークを道路の整

備進展に則して体系的に整備し，道路の適切な機能分化を推進するとと

もに，他の交通機関との連携を図る道路整備を推進します。 

 また，歩道や自転車道等の整備を積極的に推進し，歩行者，自転車， 

自動車等の異種交通の分離を図ります。 

イ 一般道路に比較して死傷事故率が低く安全性の高い高規格幹線道路

等を整備し，より多くの交通量を分担させることによって道路ネットワ

ーク全体の安全性を向上させます。 

ウ 通過交通の排除と交通の効果的な分散により，円滑で安全な道路交通

環境を確保するため，バイパスおよび環状道路等の整備を推進します。 

エ 幹線道路で囲まれた居住地域内や歩行者等の通行の多い商業地域内

等においては，通過交通をできる限り幹線道路に転換させるなど道路機

能の分化により，生活環境を向上させるため，補助的な幹線道路，区画

道路等の系統的な整備を実施します。 

オ 市民のニーズに応じた効率的な輸送体系を確立し，道路混雑の解消等

円滑な交通流が確保された良好な交通環境を形成するため，道路交通，

鉄道，海運，航空等複数の交通機関の連携を図り，鉄道駅等の交通結節

点，空港，港湾の交通拠点へのアクセス道路の整備等を実施します。 

 

⑤  高規格幹線道路等における交通安全対策の推進 

高規格幹線道路等においては，交通データ・事故データ等の分析に基づ

く効率的・効果的な交通事故対策や高齢化など社会状況を踏まえた逆走事

故対策を推進するとともに，適切な道路の維持管理，道路交通情報の提供

等を積極的に推進し，安全水準の維持，向上を図ります。 

 

⑥  道路の改築等による交通安全対策の推進 

交通事故の多発等を防止し，安全かつ円滑・快適な交通を確保するため，  

次の方針により道路の改築等による交通事故対策を推進します。 

 

ア 歩行者および自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため，都市

計画道路等の幹線道路については，自転車歩行者道の設置とともに，歩

行者数の多い通学路については，歩道の設置等の道路交通の安全に寄与

する道路の改築事業を推進します。 
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イ 交差点およびその付近における交通事故の防止を図るため，交差点の

コンパクト化等を推進します。 

ウ 道路の機能と沿道の土地利用を含めた道路の利用実態との調和を図

ることが交通の安全の確保に資することから，交通流の実態を踏まえつ

つ，沿道からのアクセスを考慮した副道等の整備，植樹帯の設置，路上

駐停車対策等の推進を図ります。 

エ 商業系地区等における歩行者および自転車利用者の安全で快適な通

行空間を確保するため，交通量や通行の状況に即して，都市計画道路等

の幹線道路については，自転車歩行者道等の整備を推進します。 

オ 交通混雑が著しい地区等において，人と車の交通を体系的に分離する

とともに，歩行者空間の拡大を図るため，地区周辺の幹線道路等の総合

的な整備を推進します。 

カ 歴史的街並や史跡等特色ある歴史的環境が集積された地区において

は，景観に配慮しつつ，地区内の生活道路，歴史的みちすじ等の整備を

体系的に推進します。 

 

⑦  交通安全施設等の高度化 

道路の構造および交通の実態を勘案して，公安委員会と連携し，交通事

故が発生する危険性が高い場所等において事故の発生原因を検討し，事故

の再発を防ぐための安全施設等の設置，道路環境の整備を推進し，既存の

信号機については，交通状況の変化に合理的に対応できるよう，集中制御

化，プロファイル化，右折感応化等の高度化を推進します。 

     

（３） 交通安全施設等整備事業の推進 

特に交通の安全を確保する必要がある道路については，公安委員会と連

携し，重点的，効果的かつ効率的に交通安全施設等整備事業を推進すること

により，道路交通環境を改善し，交通事故の防止と交通の円滑化を図ります。 

また，老朽化した既存の交通安全施設や交通安全教育施設については，国

の「インフラ長寿命化基本計画」や北海道や函館市が策定する「公共施設等

総合管理計画」および該当施設の個別計画に即して中長期的な視点に立っ

た老朽施設の更新，施設の長寿命化，維持管理コストの削減などを推進しま

す。 

           

① 歩行者・自転車対策および生活道路対策の推進 

生活道路においては，人優先の考えのもと，「ゾーン３０」等の車両速度

の抑制，通過交通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策を推進

するとともに，少子高齢社会の進展を踏まえ，歩行空間のバリアフリー化
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および通学路における安全・安心な歩行空間の確保を図ります。 

また，自転車利用環境の整備，安全上課題のある踏切の対策等による歩

行者・自転車の安全な通行空間の確保を図ります。 

       

②  幹線道路対策の推進 

             幹線道路における事故危険箇所など，事故の発生割合の大きい区間に

おいては，事故データの客観的な分析による事故原因の検証に基づき，信

号機の改良や交差点改良等により重点的な交通事故対策を実施します。 

             

③  交通円滑化対策の推進 

交通環境に応じた道路改良や信号機の改良を推進するほか，駐車対策を

実施することにより，交通容量の拡大を図り，交通の円滑化を推進しま

す。 

             

④  高度道路交通システム（ＩＴＳ）の充実などによる安全で快適な道路 

交通環境の実現 

交通に関する情報の収集，分析および伝達ならびに信号機，道路標識等，

その他道路における交通の規制を広域的かつ総合的に行うため，交通管制

エリアの拡大等交通管制システムの充実・改良を図ります。 

具体的には信号制御の改良を図り複数の信号機を連動制御するほか，最

先端の情報通信技術（ＩＣＴ）等を用い，交通管制センターの改良等によ

り新交通管理システム（ＵＴＭＳ）を推進するとともに，道路交通情報提

供の充実等を推進し，安全で快適な道路環境の実現を図ります。 

 

⑤  道路交通環境整備への住民参加の促進 

安全な道路交通環境の整備にあたっては，地域住民や道路利用者の主体

的な参加のもとに，交通安全施設等の点検を行う交通安全総点検を積極的

に推進するとともに，「標識ＢＯＸ」「信号機ＢＯＸ」などを通じて道路利

用者等の意見を把握し道路交通環境の整備に反映します。 

また，安全な道路交通環境の整備に係る住民の理解と協力を得るため， 

事業の推進状況について公表することとします。 

 

     ⑥ 歩行者空間のバリアフリー化 

      高齢者や障がい者等を含めて全ての人が安全に，安心して参加し活動で

きる社会を実現するため，駅，公共施設，福祉施設，病院等を結ぶ歩行空

間の連続的・面的なバリアフリー化を積極的に推進します。また，バリア

フリー化をはじめとする安全・安心な歩行空間を整備します。 
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（４）効果的な交通規制の推進 

地域の交通実態等を踏まえ，交通規制や交通管制の内容について常に点検・

見直しを図るとともに，交通事情の変化を的確に把握してソフト・ハード両

面での総合的な対策を実施することにより，安全で円滑な交通流の維持を図

ります。 

速度規制については，最高速度規制が交通実態に合った合理的なものとな

っているかどうかの観点から，点検・見直しを進めることに加え，一般道路

においては，実勢速度，交通事故発生状況等を勘案しつつ，規制速度の引上

げ，規制理由の周知措置等を計画的に推進するとともに，生活道路において

は，速度抑制対策を積極的に推進します。 

駐車規制については，必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場

所を中心に，地域住民等の意見要望を十分に踏まえた上で，道路環境，交通

量，駐車需要等に即応したきめ細かな駐車規制を推進します。 

信号制御については，歩行者・自転車の視点で，信号をより守りやすくす

るために，交通状況と横断実態等を踏まえ，歩行者の待ち時間の長い押しボ

タン式信号の改善等を公安委員会と連携して信号表示の調整等の運用を図り

ます。 

           

（５）自転車利用環境の総合的整備 

        ①  安全で快適な自転車利用環境の創出 

クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現

に向け，自転車の役割と位置付けを明確にしたうえで，歩行者・自転車・

自動車の交通量に応じて適切な分離を図り，増加している歩行者と自転車

の事故等への対策を講じるなど，安全で快適な自転車利用環境を創出する

ことにより，乗用車から自転車への転換を促進します。また，自動車と自

転車が走行する区間では，駐車禁止などの規制により自転車通行の安全性

の向上を図ります。 

      また，自転車利用のルール・マナーの啓発活動などのソフト施策を積極

的に推進します。 

 

② 自転車等の駐車対策の推進 

駅前周辺等における放置自転車等の問題の解決を図るため，関係機関・

団体等が連携し，地域の状況に応じて放置自転車等の整理・撤去等の推進

を図ります。 
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（６）高度道路交通システムの活用 

道路交通の安全性，輸送効率および快適性の向上を実現するとともに，渋

滞の軽減等の交通の円滑化を通じて環境保全に寄与することを目的に，最先

端の情報通信技術等を用いて，人と道路と車とを一体のシステムとして構築

する「高度道路交通システム」（ＩＴＳ）を公安委員会と連携し，引き続き推

進します。 

           

  （７）交通需要マネジメントの推進 

道路交通渋滞を緩和し，道路交通の円滑化を図ることによる交通安全の推

進に資するため，バイパス・環状道路の整備や交差点の改良等の交通容量の拡

大策，交通管制の高度化等に加えて，パークアンドライドの推進，情報提供の

充実，時差出勤等により，道路利用の仕方に工夫を求め，輸送効率の向上や交

通量の時間的・空間的平準化を推進します。 

     また，自家用車から公共交通機関への転換による道路交通の円滑化等に向

け，国，北海道，市，交通関連事業者，交通施設管理者，市民等が広く連携・

協力し，総合的かつ計画的に取組を推進します。 

      

  （８）災害に備えた道路交通環境の整備 

  ① 災害に備えた道路の整備 

地震，津波，豪雨，豪雪，火山噴火等の災害が発生した場合においても，

安全で安心な生活を支える道路交通の確保を図ります。 

地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路ネ

ットワークを確保するため，緊急輸送道路上にある橋梁の耐震対策を推進

します。津波に対しては，津波による人的被害を最小化するため，道路利

用者への早期情報の提供，迅速な避難を行うための避難路や緊急輸送道路

等の整備を推進します。 

また，豪雨・豪雪，火山噴火等においても，安全・安心で信頼性の高い

道路ネットワークを確保するため，災害の恐れのある区間を回避・代替す

る道路の整備を推進します。 

 

② 災害に強い交通安全施設等の整備 

災害が発生した場合においても安全で円滑な道路交通を確保するため

の交通安全施設の整備を推進するとともに，災害発生時の信号機の機能停

止防止のための信号機電源付加装置の整備を推進します。 

 

③  災害発生時における交通規制 

災害発生時においては，被災地への車両の流入抑制を行うとともに被害
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状況を把握した上で，災害対策基本法の規定に基づく通行禁止等の必要な

交通規制を迅速かつ的確に実施します。 

         

④  災害発生時における情報提供の充実 

災害発生時において，道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に

収集・分析・提供し，復旧や緊急交通路，緊急輸送道路等の確保および道

路利用者等への道路交通情報の提供等に資するため，交通監視カメラ，道

路管理情報システム等の整備を推進するとともに，インターネット等を活

用した道路・交通に関する災害情報等の提供を推進します。 

             

（９）総合的な駐車対策の推進 

道路交通の安全と円滑を図り，都市機能の維持および増進に寄与するため，

道路交通の状況や地域の特性に応じた総合的な駐車対策を推進します。 

   

        ① きめ細やかな駐車規制の推進 

地域住民の意見要望等も十分に踏まえつつ，個々の時間および場所に応

じたきめ細かな駐車規制を公安委員会と連携し推進します。 

             

② 違法駐車対策の推進 

悪質・危険・迷惑の度合いの高い違反を重点に置き，地域の実態に応じ

たガイドラインに基づく取締りを推進します。また，現場の状況を勘案し

た上で必要がある場合はガイドラインの見直し等の対応を行います。 

このほか, 運転者に責任を追及できない放置車両については，使用者責

任を追及することとし，交通事故の原因となった駐車違反や，常習的な駐

車など悪質な違反については，運転者に対する責任追及を徹底します。 

             

③ 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚 

駐車違反の排除および自動車の保管場所の確保等については，市民への

広報・啓発活動を行うとともに，関係機関・団体等との密接な連携を図り，

地域交通安全活動推進委員の積極的な活用等により，住民の理解と協力を

得ながら違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚を図ります。 

 

④ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に，自治会，

地元商店街等，地域の意見要望を十分に踏まえた駐車規制の点検・改善，

道路利用者や関係事業者等による自主的な取組の促進，路外駐車場や路上

駐車スペースの確保に向けた取組，違法駐車の取締り，積極的な広報・啓 
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発活動等ハード・ソフト一体となった総合的な駐車対策を推進します。 

                         

   （10）道路交通情報の充実 

安全で円滑な道路交通を確保するためには，運転者に対して正確できめ細

かな道路交通情報を分かりやすく提供することが重要であり，高度化，多様

化する道路交通情報に対する市民のニーズに対応し，適時・適切な情報を提

供するため，ＩＣＴ等を活用した路側可変規制標識や大型案内標識の整備な

ど，道路交通情報の充実を図ります。 

           

   （11）交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

① 道路の使用および占用の適正化等 

          ア 道路の使用および占用の適正化 

       工作物の設置，工事等のための道路の使用および占用の許可にあたっ

ては，道路の構造を保全し，安全かつ円滑な道路交通を確保するために

適正な運用を行うとともに，許可条件の履行，占用物件等の維持管理の

適正化について指導します。 

        

          イ 不法占用物件の排除等 

       道路交通に支障を与える不法占用物件等については，実態把握，強力

な指導取締りにより排除を行い，特に市街地について重点的にその是正

を実施します。 

       また，不法占用防止に向け沿道住民等に対して啓発活動などを合わせ

て実施します。 

 

② 子どもの遊び場等の確保 

子どもの遊び場の不足を解消し，路上遊戯等による交通事故の防止に 

資するとともに，都市における良好な生活環境づくり等を図るため，函館

市緑の基本計画等に基づき，都市公園等の整備を推進し，さらに，公立の小

学校，中学校の校庭および体育施設の開放の推進を図ります。 

             

③ 法に基づく道路通行の禁止または制限 

道路の構造を保全し，または交通の危険を防止するため，道路の破損，欠

壊または異常気象等により交通が危険であると認められる場合および道路

に関する工事のためやむを得ないと認められる場合には，道路法など各道

路に適用される法に基づき，迅速かつ的確に通行の禁止または制限を行い

ます。 
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２ 交通安全思想の普及徹底 

交通安全教育は，自他の生命尊重という理念のもとに，交通社会の一員として

の責任を自覚し，交通安全意識とモラルの向上に努め，相手の立場を尊重し，他

の人々や地域の安全にも貢献できる良き社会人を育成するうえで，重要な意義を

有しています。 

交通安全意識を向上させ，交通ルール・マナーを身に付けるためには，人間の

成長過程に合わせ，生涯にわたる学習を促進して，市民一人ひとりが交通安全の

確保を自らの課題として捉えるよう，意識の改革を促すとともに，人優先の交通

安全思想のもと，高齢者，障がい者等の交通弱者に関する知識や思いやりの心，  

交通事故被害者等の痛みへの思いやりの心を育み，交通事故を起こさない意識を

育てることが重要です。 

このため，交通安全教育指針（平成 10年国家公安委員会告示第 15号）等を活

用し，幼児から成人に至るまで，心身の発達段階やライフステージに応じた段階

的かつ体系的な交通安全教育を行うほか，高齢社会が進展するなかで，高齢者自

身の交通安全意識の向上を図るとともに，他の世代に対しては高齢者の特性を理

解したうえで高齢者を保護し，地域ぐるみで高齢者に配慮する意識を高めるため

の啓発指導を強化します。 

また，自転車を使用することが多い小学生，中学生および高校生に対しては，

交通社会の一員であることを考慮し，自転車利用に関する道路交通の基礎知識や

交通安全意識，交通安全マナーに係る教育の充実を図り，将来の運転者教育の基

礎となるよう指導の強化を図ります。 

 

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

① 幼児に対する交通安全教育の推進 

幼児に対する交通安全教育は，心身の発達段階や地域の実情に応じて，基

本的な交通ルールを遵守し，交通マナーを実践する態度を習得させるととも

に，日常生活において安全に道路を通行するために必要な基本的な技能およ

び知識を習得させることを目標とします。 

幼稚園・保育所および認定こども園においては，日常の教育・保育活動の

あらゆる場面を捉えて交通安全教育を計画的かつ継続的に行うため，紙芝居

や，視聴覚教材等を利用した分かりやすい指導に努めるとともに，指導資料

の作成，教職員の指導力の向上および教材・教具の整備を推進し，併せて幼

児交通安全こぐまクラブ等の組織化を促進し，その活動の強化を図ります。 

児童館等においては，遊びによる生活指導の一環として，交通安全に関す

る指導を推進するとともに，母親クラブ等を活用し活動の強化を図ります。 

関係機関・団体等は，幼児の心身の発達や交通状況等の地域の実情を踏ま

えた幅広い教材・教具・情報の提供等により，幼稚園・保育所および認定こ
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ども園において実施する交通安全教育を支援するとともに，家庭において適

切な指導ができるよう保護者に対する交通安全講習会等の実施に努めます。 

また，交通ボランティアによる通園時の安全な行動の指導等を促進します。 

         

② 小学生に対する交通安全教育の推進 

小学生に対する交通安全教育は，心身の発達段階や地域の実情に応じて，

歩行者および自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるととも

に，道路および交通の状況に応じて，安全に道路を通行するために，道路交

通における危険を予測し，これを回避して安全に通行する意識および能力を

高めることを目標とします。 

学校においては，歩行者としての心得，自転車の安全な利用，乗り物の安

全な利用，危険の予測と回避，交通ルールの意味および必要性等について重

点的に交通安全教育を実施します。 

関係機関・団体等は，小学校で行われる交通安全教育の支援を行うとと 

もに，小学生に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。 

また，保護者が基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護者

を対象とした交通安全講習会等の開催に努めるとともに，交通ボランティア

による通学時の安全な行動の指導等を促進します。 

 

③ 中学生に対する交通安全教育の推進 

中学生に対する交通安全教育は，日常生活における交通安全に必要な事柄，

特に，自転車で安全に道路を通行するために必要な技能と知識を十分に習得

させるとともに，道路を通行する場合は，思いやりをもって，自己の安全ば

かりでなく，他の人々の安全にも配慮できるようにすることを目標とします。 

学校においては，歩行者としての心得，自転車の安全な利用，自動車等の

特性，危険の予測と回避，標識等の意味，応急手当等について重点的に交通

安全教育を実施します。 

関係機関・団体等は，中学校で行われる交通安全教育が円滑に実施できる

よう指導者の派遣，情報の提供等の支援を行うとともに，地域において，保

護者対象の交通安全講習会や中学生に対する補完的な交通安全教育の推進

を図ります。 

       

④ 高校生に対する交通安全教育の推進 

高校生に対する交通安全教育は，日常生活における交通安全に必要な事柄，

特に，二輪車の運転者および自転車の利用者として安全に道路を通行するた

めに必要な技能と知識を習得させるとともに，交通社会の一員として交通ル

ールを遵守し自他の生命を尊重するなど責任を持って行動することができ
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るような健全な社会人を育成することを目標とします。 

学校においては，自転車の安全な利用，二輪車・自動車の特性，危険の予 

測と回避，運転者の責任，応急手当等についてさらに理解を深めるとともに，

生徒の多くが，近い将来，普通免許等を取得することが予想されることから， 

免許取得前の教育としての性格を重視した交通安全教育を行います。 

関係機関・団体等は，高等学校で行われる交通安全教育が円滑に実施でき

るよう指導者の派遣，情報の提供等の支援を行うとともに，地域において，

高校生および相当年齢者に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。    

いまた，小中学校との交流などを通じて，高校生が果たしうる役割について

再確認を促すとともに，交通安全運動への積極的な参加を促します。 

       

⑤ 成人に対する交通安全教育の推進 

成人に対する交通安全教育は，自動車等の安全運転の確保の観点から，運

転者としての社会的責任の自覚，安全運転に必要な技能および技術，危険予

測・回避の能力の向上，交通事故被害者等の心情等，交通事故の悲惨さに対

する理解および交通安全意識・交通マナーの向上を目標とします。 

             

⑥ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

高齢者に対する交通安全教育は，運転免許の取得有無などにより，交通行

動，危険への認識，交通ルール等の知識に差があるという実態を踏まえ，加

齢に伴う身体機能の変化が歩行者または運転者としての交通行動に及ぼす

影響を理解させるとともに，道路および交通の状況に応じて安全に道路を通

行するために必要な実践的技能および交通ルール等の知識を習得させるこ

とを目標とします。 

また，高齢者に対する交通安全指導担当者の養成，教材・教具等の開発等，

指導体制の充実に努めるとともに，シルバーリーダー（高齢者交通安全指導

員）等を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に推進しま

す。 

さらに，関係団体，交通ボランティア，医療機関・福祉施設関係者等と連

携して，高齢者の交通安全教室等を開催するとともに，高齢者に対する社会

教育活動・福祉活動，各種の催し等の多様な機会を活用した交通安全教育を

実施し，高齢者の自発性を促すことに留意しつつ，高齢者の事故実態に応じ

た具体的な指導を行うとともに反射材用品の活用等交通安全用品の普及に

努めます。 

 

⑦ 障がい者に対する交通安全教育の推進 

障がい者に対しては，交通安全のために必要な技能および知識の習得のた
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め，地域における福祉活動の場を利用するなどして，障がいの程度に応じ， 

きめ細かい交通安全教育を推進します。また，手話通訳員の配置，字幕入りビ

デオの活用等に努めるとともに，身近な場所における教育機会の提供，効果

的な教材の開発等に努めます。 

 

（２）交通安全教育施設の利用による交通安全教育の推進 

幼児，小・中学生を対象に,交通知識や交通マナーを体得させることを目的

として，遊具を利用して楽しみながら交通ルールを学ぶことができる,梁川公

園内交通公園施設の利用の促進を図り，交通安全教育を推進し交通事故防止を

目指します。 

また，函館市公共施設等総合管理計画を踏まえ，その個別計画として梁川交

通公園のあり方を検討するとともに必要な維持管理を推進します。 

     

（３）効果的な交通安全教育の推進 

交通安全教育を行うにあたっては，受講者が，安全に道路を通行するために

必要な技能および知識を習得し，かつ，その必要性を理解できるようにするた

め，参加・体験・実践型の教育方法を積極的に活用します。 

交通安全教育を行う機関・団体は，交通安全教育に関する情報を共有し，他

の関係機関・団体等の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与，講師

の派遣および情報の提供等，相互の連携を図りながら交通安全教育を推進し，

効果的な交通安全教育ができるよう必要に応じ教育の方法や教材の見直しを

行います。 

       

（４）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

      ① 交通安全運動の推進 

市民一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を図り，交通ルールの遵

守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに，市民自身による道路交

通環境の改善に向けた取組を推進するための市民運動として，関係機関・団

体等が連携して，交通安全運動の推進方針や全国交通安全運動推進要綱を踏

まえた運動を組織的・継続的に展開します。 

 

② 高齢者への安全の徹底 

高齢者に対する声かけや，日常活動における交通安全一声アドバイスなど

の安全指導を推進するとともに，高齢者を交通事故から守るため，一般ドラ

イバーに対して，高齢歩行者・自転車利用者の行動特性を理解した安全運転

を普及促進します。 

また，高齢者の歩行中に死亡事故が多く発生していることから，夕暮れ時
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から夜間における視認性を高め，歩行者および自転車利用者の事故防止に効

果が期待できる反射材用品や自発光式ライト等を高齢者に対し重点的に普

及を図るため，各種広報媒体を活用して積極的な広報啓発を推進するととも

に，反射材用品等の視認効果，使用方法等について理解を深めるため，参加・

体験・実践型の交通安全教育の実施および関係機関・団体等と協力した反射

材用品等の展示会の開催等を推進します。 

さらに，高齢者の交通事故防止に関する市民の意識を高めるため，加齢に

伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響等について科学的な知見に基

づいた広報を積極的に行い，他の年齢層に高齢者の特性を理解させるととも

に，高齢運転者標識（高齢者マーク）を取り付けた自動車への保護意識を高

めるように努めます。 

     

③ 飲酒運転等根絶に向けた規範意識の確立 

平成 27 年に制定された「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」に基づき,

飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通

安全教育や広報啓発を引き続き推進するとともに，交通ボランティアや安全

運転管理者，酒類製造・販売業者，酒類提供飲食店，駐車場関係者等と連携

してハンドルキーパー運動の普及啓発に努めるなど，地域，職域等における

飲酒運転根絶の取組をさらに進め，「飲酒運転をしない，させない」という市

民の規範意識の確立を図ります。 

また，服用などにより，幻覚作用など運転に悪影響を及ぼす危険ドラッグ

等の薬物についてその危険性・有害性について啓発を図ります。 

           

④ 後部座席を含めたすべての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹

底 

シートベルトの着用効果および正しい着用方法について理解を求め，後部

座席を含めたすべての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底を図

るため，関係機関・団体等との協力のもと，あらゆる機会・媒体を通じて着

用徹底の啓発活動等を展開します。 

         

⑤ チャイルドシートの正しい使用の徹底 

チャイルドシートの使用効果および正しい使用方法について，着用推進シ

ンボルマーク等を活用しつつ，幼稚園・保育所，病院等と連携した保護者に

対する効果的な広報啓発・指導に努め，正しい使用の徹底を図ります。 

 

⑥ 自転車の安全利用の推進 

自転車が道路を通行する場合は，軽車両として左側路肩の走行や自動車専
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用道路の進入禁止などのルールを遵守するとともに交通マナーを実践しな

ければならないことを理解させます。 

自転車乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止するため，歩行者

や他の車両に配慮した通行等，自転車の正しい乗り方に関する普及啓発の強

化を図ります。 

自転車は，歩行者と衝突した場合には加害者となる側面も有しており，交

通に参加する者としての十分な自覚・責任が求められることから，そうした

意識の啓発を図ります。 

 

⑦ スピードダウンの励行運動の推進 

速度の出し過ぎによる危険性の認識向上や環境に配慮した安全速度の励

行運動などを推進するとともに，主要幹線道路等における車間距離保持につ

いての広報媒体等を通じて啓発活動を推進します。 

 

⑧ デイ・ライト運動の一層の浸透・定着 

昼間における自動車等の運行時に前照灯を点灯するデイ・ライト運動を推

進し，運転者自らの交通安全意識を高め，他者への交通安全の呼び掛けを図

ることで交通安全を願う心の輪を広げるとともに，車両の存在，位置等を相

手に認識させることにより交通事故の防止を図ります。 

 

⑨ 居眠り運転の防止活動の推進 

居眠り運転による正面衝突事故や車両単独事故を防止するため，長距離運

転における休憩の呼びかけなどの啓発活動を実施します。 

       

⑩ 効果的な広報の実施 

交通の安全に関する広報については，テレビ，ラジオ，新聞，インターネ

ット等の広報媒体を活用して，事故データ，事故多発地帯の情報や，交通事

故等の実態を踏まえた広報，日常生活に密着した内容の広報，交通事故被害

者等の声を取り入れた広報等，具体的で訴求力の高い内容を重点的かつ集中

的に実施するなど，実効の挙がる広報を行います。 

             

⑪ その他の普及啓発活動の推進 

ア 夕暮れ時から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから，夜

間の重大事故の主原因となっている最高速度違反，飲酒運転等による事故

実態・危険性等を広く周知し，これら違反の防止を図ります。 

イ 二輪車運転者の被害軽減を図るため，プロテクターの着用について関係

団体との連携のもと啓発活動に努めます。 
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ウ 自動車の安全性能の情報や正しい点検整備方法などについて運送事業

者や自動車ユーザーに対して情報提供を行います。 

    エ 自動車運転中のドライバー，自転車利用者，道路横断中の歩行者それぞ

れにおいて，交通ルールやマナーを逸脱したスマートフォンなど携帯情報

端末の利用がみられることから，交通安全啓発活動等においても注意喚起

に努めます。 

 

（５）交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 

交通安全を目的とする民間団体については，交通安全指導者の養成等の事業

および諸行事に対する援助ならびに交通安全に必要な資料の提供活動を充実

するなど，その主体的な活動を促進します。 

また，地域団体，自動車製造・販売団体，自動車利用者団体，損害保険団体

等については，それぞれの立場に応じた交通安全活動が地域の実情に即して効

果的かつ積極的に行われるよう，全国交通安全運動等の機会を利用して働きか

けを行うとともに，必要に応じ連携を図り取組を進めます。 

 

（６）住民の参加・協働の推進 

交通の安全は，住民の安全意識により支えられていることから，住民自らが

交通安全に関する自らの意識改革を進めることが重要です。 

このため，交通安全思想の普及徹底にあたっては，行政，民間団体，企業，

交通安全指導員など交通安全ボランティア等と住民が連携を密にしたうえで，

それぞれの地域における実情に即した身近な活動を推進し，住民の参加・協働

を積極的に進めます。 

 

３ 安全運転の確保 

安全運転を確保するためには，運転者の能力や資質の向上を図ることが必要で

あることから，運転者のみならず，これから運転免許を取得しようとする者まで

を含めた運転者教育等の充実に努めます。特に，今後大幅に増加することが予想

される高齢運転者に対する教育等の充実を図ります。 

また，運転者に対して，運転者教育，交通安全運転管理者による指導，その他

広報啓発活動等により，歩行者や自転車に対する保護意識の高揚を図ります。 

さらに，今後の自動車運送事業の変化を見据え，企業・事業所等が交通安全に

果たすべき役割と責任を重視し，企業・事業所等の自主的な安全運転管理対策の

推進および自動車運送事業者の安全対策の充実を図るとともに，交通労働災害の

防止等を図るための取組を進めます。 

加えて，道路交通の安全に影響を及ぼす自然現象等に関する適時・適切な情報

提供を実施するため，ＩＣＴ等を活用しつつ，道路交通に関連する総合的な情報 



 

~ 24 ~ 
 

提供の充実を図ります。 

 

（１）運転者教育等の充実 

安全運転に必要な知識および技能を身に付けたうえで安全運転を実践でき

る運転者を育成するため，免許取得前から，安全意識を醸成する交通安全教育

の充実を図るとともに，免許取得時および免許取得後においては，特に，実際

の交通場面で安全に運転する能力を向上させるための教育を行います。 

また，これらの機会を通じて，交通事故の悲惨さについて理解を深める教育，

自らの身体機能の状況や健康状態について自覚を促す教育等を行うことを通

じて，安全に運転しようとする意識や態度の向上させるよう，教育内容の充実

を図ります。 

 

①  運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実 

自動車教習所の教習など免許取得時の講習に関し，交通事故の発生状況，

道路環境等の交通状況を勘案しつつ，教育内容および技法の充実を図り，必

要に応じて改良を行うほか，実際に発生した交通事故事例を生きた教材とし

て活用する等教習水準の向上に努めます。 

 

②  運転者に対する再教育等の充実 

更新時講習や高齢者講習など運転者に対する再教育が効果的に行われる

よう講習施設・設備や講習内容および講習方法の充実に努めます。 

 

③  アルコール健康障害を有する者等への対応 

飲酒運転の予防および再発防止のため，アルコール健康障害を有する者お

よびその家族に対する相談支援等を推進します。 

 

④  二輪車安全運転対策の推進 

取得時講習のほか，二輪車安全運転講習および原付安全運転講習の推進に

努めるとともに，指定自動車教習所における交通安全教育体制の整備等を促

進し，二輪車運転者に対する教育体制の充実に努めます。 

 

⑤  高齢運転者対策の充実 

ア 高齢運転者に対する教育の充実 

高齢者講習の効果的実施，更新時講習における高齢者学級の拡充等に努

めます。特に認知機能検査に基づく高齢者講習においては，検査の結果に

応じたきめ細やかな講習を実施するとともに講習の合理化・高度化を図り，

より効果的な教育に努めます。 
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イ 臨時適性検査等の確実な実施 

認知機能検査，運転適性相談等の機会を通じて，認知症をはじめとする

一定の病気等の疑いがある運転者の把握に努め，臨時適性検査等の確実な

実施により，安全な運転に支障のあるものについては運転免許の取消等の

厳正な処分を行います。 

ウ 高齢運転者標識(高齢者マーク）の活用 

高齢運転者の安全意識を高めるため，高齢者マークの積極的な使用の促

進を図るとともに，高齢運転者の特性を他の世代に周知を図り，高齢運転

者マークを取り付けた自動車への保護意識を高めるような交通安全教育

を推進します。 

エ 高齢者支援施策の推進 

運転経歴証明書制度や公共交通機関の運賃割引制度の周知を図るなど，

自動車等の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証の返納をしやすい

環境づくりに努め，あわせて，既存の公共交通網や公共交通を補完する福

祉輸送サービス等の充実などにより高齢者の交通の利便性の向上に努め

ます。 

このほか，安全運転を支援するシステムを搭載した先進安全自動車（Ａ

ＳＶ）の今後の機能充実が，高齢者の運転への不安が低減できる可能性も

期待できることから，高齢者ドライバーの利用の視点からも情報収集や普

及についての検討を行います。 

         

⑥ シートベルト，チャイルドシートおよび乗車用ヘルメットの正しい着用 

シートベルト，チャイルドシートおよび乗車用ヘルメットの正しい着用の

徹底を図るため，関係機関・団体等と連携し，着用推進キャンペーンを積極

的に行います。 

 

⑦ 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実 

自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の受診を積極的に

促進するとともに，初任運転者および高齢運転者に対する義務診断ならびに

事故惹起運転者に対する特定診断の受診の徹底を図ります。 

 

（２）安全運転管理の推進 

安全運転管理者および副安全運転管理者に対する講習の充実等により，これ

らの者の資質および安全意識の向上を図るとともに，事業所内で交通安全教育

指針に基づいた交通安全教育が適切に行われるよう指導します。 

また，事業活動に関してなされた道路交通法違反等についての使用者等への

通報制度を十分活用するとともに，使用者，安全運転管理者等による下命，容
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認違反等については，使用者等の責任追及を徹底し適正な運転管理を図ります。 

事業活動に伴う交通事故防止をより一層促進するため，映像記録型ドライブ

レコーダー等の安全運転の確保に資する機器の普及促進に努めるとともに，ド

ライブレコーダー等により得られた情報の交通安全教育や安全運転管理への

さらなる活用方法等について周知を図ります。 

 

（３）事業用自動車総合安全プランに基づく安全対策の推進 

事業用自動車総合安全プランに基づく，安全体質の確立や運輸安全マネジメ

ント評価の実施により，コンプライアンスの徹底に向け取組を推進します。 

 

① 自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底 

労働基準法（昭和 22年法律第 49号）等の関係法令等の履行および運行管

理の徹底を図るため，飲酒運転等の悪質違反を犯した事業者，重大事故を引

き起こした事業者および新規参入事業者等に対する監査を徹底するととも

に，関係機関合同による監査・監督を実施し，不適切な事業者に対しては厳

正な処分を行います。 

 

② 飲酒運転等の根絶 

点呼時にアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無を徹底するよう指

導などにより事業者における飲酒運転ゼロを目指します。 

また，危険ドラッグ等薬物使用による運行の根絶を図るため，運転者に対

する日常的な指導・監督を徹底するよう事業者や運行管理者に指導を行いま

す。 

      

③ ＩＣＴ・新技術を活用した安全対策の推進 

衝突軽減ブレーキ等ＡＳＶ装置や運行管理に資する機器の普及促進に努

め，事業者による事故防止の取組を推進します。  

            

④ 業態ごとの事故発生傾向，要因等を踏まえた事故防止対策と運転者教育の 

充実 

輸送の安全を図るため，トラック・バス・タクシーの様態ごとの特徴的な

事故傾向を踏まえた事故防止の取り組みを現場関係者とも一体となって実

施させるとともに，新たな免許区分である準中型免許の創設に対応し初任運

転者向けの指導・監督マニュアルの策定や，高齢運転者等に対する，より効

果的な指導方法の確立など，運転者教育の充実を図ります。 
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⑤ 事業用自動車事故調査委員会の提案を踏まえた対策 

平成２６年に発足した事業用自動車事故調査委員会における事故の原因

分析・再発防止策の提言を受け，事故の未然防止に向けた取組を進めます。  

 

⑥ 運転者の体調急変に伴う事故防止対策の推進 

運転者の体調急変に伴う事故を防止するため，「事業用自動車の運転者の

健康管理マニュアル」の周知・徹底を図るとともに，睡眠時無呼吸症候群，

脳ドック等のスクリーニング検査の普及を図るための方策を検討・実施しま

す。 

 

⑦ 貨物自動車運送事業安全性評価事業の促進等 

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が，貨物自動車運送事業者のうち，

利用者にとって安全性の高い事業者を選択することができるようにすると

ともに，事業者全体の安全性向上に資するものとして実施している「貨物自

動車運送事業安全性評価事業」（通称Ｇマーク事業）を促進します。 

また，行政機関および民間団体等において，貨物自動車運送事業者に業務

を発注する際には，それぞれの業務の範囲内で道路交通の安全を推進すると

の観点から，安全性優良事業所(通称Ｇマーク認定事業所）の認定状況も踏

まえつつ，関係者の理解も得ながら該当事業所が積極的に選択されるよう努

めます。 

 

（４）交通労働災害の防止等 

① 交通労働災害の防止 

交通労働災害防止のためのガイドラインの周知徹底を行うことにより，事

業場における管理体制の確立，適正な労働時間等の管理，適正な走行管理，

運転者に対する教育，健康管理，交通労働災害防止に対する意識の高揚等を

促進します。 

また，これらの対策が効果的に実施されるよう関係団体と連携して，事業

場における交通労働災害防止担当管理者の配置，交通労働災害防止のための

ガイドラインに基づく同管理者および自動車運転業務従事者に対する教育

や事業場に対する個別指導等を実施します。 

 

② 運転者の労働条件の適正化等 

自動車運転者の労働時間，休日，賃金形態等の労働条件の改善を図るため，

労働基準法等の関係法令および「自動車運転者の労働時間等の改善のための

基準」(平成元年労働省告示第７号)の履行を確保するための関係機関の連携

のもと，情報の共有や合同による監督指導等を実施します。 



 

~ 28 ~ 
 

（５）道路交通に関連する情報の充実 

① 危険物輸送に関する情報提供の充実等 

危険物の輸送時の事故による大規模な災害を未然に防止し，災害が発生し

た場合の被害の軽減に資する情報提供の充実等を図るため，イエローカード   

(危険有害物質の性状，処理剤およびその調達先等，事故の際必要な情報を記 

載した緊急連絡カード）の携行，関係法令の遵守，乗務員教育の実施等につ 

いて危険物運送事業者の指導を強化します。 

また，危険物運搬車両の交通事故による危険物の漏洩等が派生した場合に，

安全かつ迅速に事故処理を行うため，危険物災害等情報支援システムの充実

を図ります。 

         

② 国際海上コンテナの陸上輸送にかかる安全対策 

国際海上コンテナの陸上輸送における安全の確保を図るため，関係者に対

して，コンテナ貨物の重量等に関する情報の伝達やコンテナロックの確実な

実施等を内容とする「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライ

ン」の作業現場への周知を図ります。 

 

③ 気象情報等の充実 

道路交通に影響を及ぼす自然現象を的確に把握し，気象警報・注意報・予

報，噴火警報および津波警報・注意報ならびに台風，大雨，竜巻等の激しい

突風，地震，津波，高潮，高波，火山噴火等の現象に関する情報の適時・適

切な発表および迅速な伝達に努めるとともに，これらの質的向上に努めます。 

また，道路情報提供装置やインターネット等を活用した，道路利用者への

道路交通情報等の提供について充実に努めます。 

さらに気象等に関する観測施設を適切に整備・配置し，防災関係機関等と

の情報の共有やＩＣＴを活用した観測・監視体制の強化を図るとともに，広

報や講習会を通じて気象知識の普及に努めます。 

 

４ 冬季に係る道路交通の安全 

（１）冬季道路交通環境の整備 

冬季に対応する道路交通環境の整備については，これまでも冬季交通の確保

や交通安全等の観点から関係機関が連携し，幹線道路と生活道路の両面で対策

を推進してきました。 

積雪寒冷地における冬季交通は，路面や気象など交通環境が夏季とは大きく

異なることから，今後も冬季交通の特性に対応した道路交通環境整備を図って

いく必要があります。 
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①  人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

冬季の歩行者の安全・安心で快適な通行のため，除雪等による歩行空間の

確保に努め，特に，通学路等をはじめ歩行者の安全確保の必要性が高い区間

等について，積雪による歩道幅員の減少や凍結による転倒の危険等冬季特有

の障害に対し，歩道除雪や防滑砂の散布等その重点的な実施に努めます。 

 

②  幹線道路における冬季交通安全対策の推進 

安全かつ円滑・快適な冬季交通を確保するため，一般道路の新設・改築に

あたっては，坂道等における急勾配箇所の解消に努めるとともに，冬季交通

に係る交通安全施設についても併せて整備することとし，視程障害等に伴う

交通事故防止のための，防雪柵等の防雪対策や，堆雪が交通障害とならない

よう堆雪幅を確保する拡幅整備等に努めます。 

 

③ 効果的で重点的な事故対策の推進 

交通の安全は，地域に根ざした課題であることから，沿道の地域の人々の

ニーズや道路の利用実態，交通流の実態等を把握し，冬季における地域の気

象や交通の特性に応じた道路交通環境の整備を行います。 

また，冬季の安全な道路交通を確保するため，冬季積雪・凍結路面対策と

して除雪や凍結防止剤散布を実施します。 

さらに，冬季において，交通事故発生の多発する地域，路線等においては，

最高速度の指定，追越しのための右側部分はみ出し通行禁止等の効果的な交

通規制を公安委員会と連携し重点的に実施します。 

 

④ 交通安全に寄与する冬季道路交通環境の整備 

冬季における円滑・快適で安全な交通を確保し，良好な道路環境を維持す

るため，より効果的な道路除排雪の実施，交差点や坂道，スリップ事故多発

箇所を中心とする凍結防止剤や防滑砂の効果的な散布による冬季路面管理

の充実に努めます。 

 

(２) 交通安全思想の普及徹底 

冬季における道路交通は，悪条件が重なることから，交通安全意識と交通マ

ナーの向上に加え，冬季交通特有の技能と知識の習得が重要であるため，参加・

体験・実践型の教育方法を取り入れるなど，より効果的な交通安全思想の普及

に努めます。 

また，自転車の雪道走行の危険性について，交通安全教室などさまざまな機

会を通じて周知を図り，交通事故の防止に努めます。 
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 (３) 安全運転の確保 

冬季の安全運転を確保するためには，冬季特有の気象や路面における運転者

の能力や資質の向上を図ることが必要であり，冬季の交通環境に対応した運転

者教育等の充実に努めます。 

 

（４）気象情報等の充実 

冬季の交通環境は他の季節と比較し，大雪や暴風雪をはじめ，天気や気温 

路面温度など，気象等の影響が特に強いことから，路面状況等の把握および道

路利用者に提供する道路情報提供装置等の整備を推進し，道路利用者への適

時・適切な情報提供の充実を図ります。 

 

５ 車両の安全性の確保 

自動車に関する技術の進歩は目覚ましく，車両の安全対策として効果が期待で

きる範囲は確実に拡大していることから，今後車両の安全対策を拡充強化するこ

とが必要です。 

このような認識のもと，車両構造に起因する事故について対策を講じるととも

に，主に運転ミス等人的要因に起因する事故についても車両構造面からの対策に

より可能な限りの事故の未然防止を図ります。               

また，事故が発生した場合に懸念される，車両火災や乗員の脱出不能などの被

害拡大の防止策を合わせて進めます。 

さらに，先進技術の活用等により，事故を未然に防止する予防安全策の充実を

図るとともに自動車の適切な保守管理を推進する必要があります。 

保守管理は，一義的には，自動車使用者のもとになされるべきですが，自動車

は運転者自身や第三者の生命，身体にも影響を与える危険性を内包しているため，

自動車検査により安全性の確保を図ります。 

 

（１）自動走行技術を含む先進安全自動車（ＡＳＶ）の普及促進 

先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した

先進安全自動車（ＡＳＶ）について，衝突被害軽減ブレーキ等の市場化された

ＡＳＶ技術について，普及促進を進めます。 

 

（２）自動車アセスメント情報の提供等 

自動車の安全装置の正しい使用方法，装備状況等の一般情報とともに，自動

車の車種ごとの安全性に関する比較情報を公正中立な立場で取りまとめた自

動車アセスメント情報について，広く自動車ユーザーに提供します。 

また，チャイルドシートについても，製品ごとの安全性に関する比較情報等

を自動車ユーザーに提供することにより，その選択を通じて，より安全なチャ
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イルドシートの普及拡大を図ります。 

 

（３）自動車の検査および点検整備の充実 

① 自動車の検査の充実 

道路運送車両の保安基準の拡充・強化に合わせて進化する自動車技術に対

応し，道路運送車両法(昭和 26年法律第 185号）に基づく新規検査等の自動

車検査の確実な実施を図ります。 

また，不正改造を防止するため，適宜，自動車ユーザーの立入検査を行う

とともに，街頭検査体制の充実強化を図ることにより，不正改造車両をはじ

めとした整備不良車両および基準不適合車両の排除等を推進します。 

さらに，指定自動車整備事業制度の適正な運用が図られるよう事業者への

指導監督を行います。 

 

② 自動車点検整備の充実 

ア 自動車点検整備の推進 

自動車ユーザーの保守管理意識を高揚し，点検整備の確実な実施を図る

ため，「自動車点検整備推進運動」を関係者の協力のもとに展開するなど，

自動車ユーザーによる保守管理の徹底を強力に促進します。 

また，自動車運送事業者の保有する事業用車両の安全性を確保するため，

自動車運送事業者監査，整備管理者研修等のあらゆる機会を捉え，関係者

に対し，車両の保守管理について指導を行い，その確実な実施を推進しま

す。 

なお，車両不具合の事故については，その原因の把握・究明に努めると

ともに点検整備方法に関する情報提供等により再発防止の徹底を図りま

す。 

イ 不正改造車の排除 

道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている暴走族の不正改

造車や，過積載を目的とした不正改造車等を排除し，自動車の安全運行を

確保するため，関係機関の支援および自動車関係団体の協力のもとに「不

正改造車を排除する運動」を展開し，広報活動の推進，関係者への指導，

街頭検査等を強化することにより，不正改造防止について，自動車ユーザ

ーおよび自動車関係事業者等の認識を高めます。 

 

（４）リコール制度の充実・強化 

自動車のリコールの迅速かつ着実な実施のため，自動車販売者等およびユー

ザーからの情報収集に努め，自動車販売者等への監査を実施します。 

また，ユーザーに対し，自動車の不具合に対する関心を高めるためのリコー
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ル関連情報等の提供を行います。 

     

（５）自転車の安全性の確保 

自転車の安全な利用を確保し，自転車事故の防止を図るため，駆動補助機付

自転車および普通自転車の型式認定制度を適切に運用します。 

また，自転車利用者が定期的に点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける

気運を醸成するとともに，近年，自転車利用者が加害者となる事故において高

額な賠償額となるという事例も発生していることから，賠償責任と被害者の救

済の十全を図るため，損害賠償責任保険等への加入を促進します。 

さらに，夜間における交通事故の防止を図るため，灯火の取付けの徹底と反

射器材等の普及促進を図り，自転車の被視認性の向上を図ります。 

 

６ 救助・救急活動の充実 

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，道

路上の交通事故に即応できるよう，救急医療機関，消防機関等の救急関係機関相

互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ，救助・救急体制および救急医療体制の

充実に努めます。 

特に，負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から，救急現場また

は搬送途上において，医師，看護師，救急救命士，救急隊員等による一刻も早い

救急医療, 応急処置等を実施するための体制整備を図るほか，事故現場からの緊

急通報体制の整備やバイスタンダー(救急現場に居合わせた人）による応急手当

の普及等を推進します。 

 

（１）救助・救急体制の整備 

① 救助体制の整備・拡充 

交通事故の種類・内容の複雑多様化に対処するため，救助体制の整備・拡

充を図り，救助活動の円滑な実施を期します。 

 

② 多数負傷者発生時における救助・救急体制の充実 

同時に多数の負傷者が発生する大事故に対処するため，連絡体制の整備， 

救護訓練の実施および消防機関と災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の連携に

よる救助・救急体制を推進します。 

 

③  心肺そ生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 

現場における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，広く一般に普及する必要があります。 
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このため，消防機関，保健所，医療機関，日本赤十字社，民間団体等の関

係機関においては，指導資料の作成・配布，講習会の開催等，広報啓発活動

を積極的に推進するとともに，応急手当指導員の養成を積極的に行っていく

ほか，救急要請受信時における応急手当の口頭指導を行います。 

このほか，自動車教習所の講習等を通じて応急救護措置の知識の普及に努

めるほか，安全運転管理者および業務用自動車運転者などにも広く知識の普

及に努めます。 

     

④ 救急救命士の養成・配置等の促進 

プレホスピタルケア(救急現場および搬送途上における応急処置）の充実

のため，救急救命士の養成に向けた体制を確保するほか，救急救命士が行う

救急救命措置を実施できるよう必要な講習・実習を推進します。 

また，医師の指示または指導・助言のもとに救急救命士を含めた救急隊員

による応急処置等の質を確保するメディカルコントロール体制の充実を図

ります。 

 

⑤ 救助・救急用資器材の整備の推進 

救助工作車，救助資器材の整備を推進するとともに，救急救命士等がより

高度な救急救命処置を行うことができるよう，高規格救急自動車，高度救命

処置用資機材等の整備を推進します。 

 

⑥ 救助隊員および救急隊員の教育訓練の充実 

複雑多様化する救助・救急事象に対応すべく救助隊員および救急隊員の知

識・技術等の向上を図るため，教育訓練の充実を強力に推進します。 

            

⑦ 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備 

高速自動車国道における救急業務に関し,道路管理者のほか消防法の規定

に基づき沿線自治体が連携し相互協力のもと適切かつ効率的な人命救助を

行います。 

このため，業務実施体制の整備を促進するとともに，必要な施設等の整備

や従事者の訓練等を推進します。 

 

⑧ 現場急行支援システムの整備 

緊急車両が現場到着するまでのリスポンスタイムの縮減と緊急走行時の

交通事故防止のため緊急車両優先の信号制御を行う現場急行支援システム

（ＦＡＳＴ）の整備を図ります。 
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⑨ 緊急通報システムの整備 

交通事故等緊急事態発生時における負傷者の救出や事故処理の迅速化に

向けＧＰＳ技術を活用し,緊急車両の迅速な現場急行を可能にする緊急通報

システム（ＨＥＬＰ）の普及を図ります。 

 

  （２）救急医療体制の整備 

① 救急医療機関等の整備 

救急医療体制については，軽症患者に対する初期（第一次）救急医療体制

として，函館市夜間急病センターや在宅当番医制が，また，入院を必要とす

る重症救急患者に対しては，病院群輪番制により第二次救急医療体制が，さ

らには，重篤な救急患者を受け入れるための高度専門医療による 24 時間体

制の救命救急センターが第三次救急医療体制として整備されています。 

地域における救急医療体制を堅持するためにも，初期（第一次），第二次，

第三次救急医療体制の役割や適正利用の周知に努めます。 

 

② 救急医療担当医師等の養成等 

救命救急センター等で救急医療を担当している医師等に対して，地域にお

ける救急患者の救命率をより向上させるための研修を拡充するなど，救急医

療従事者の確保とその資質の向上を図ります。 

            

③  ドクターヘリ事業の推進 

市立函館病院を基地病院とする道南ドクターヘリの運用により，渡島・檜

山管内において，交通事故で負傷した患者を救急現場から救命医療を行いな

がら迅速に搬送し，救命率のより一層の向上を図ります。 

                 

（３）救急関係機関の協力関係の確保等 

救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため，救急医療機関，消防

機関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を図るとともに，効果

的な救急体制の整備を促進します。 

     

７ 被害者支援の充実と推進 

交通事故被害者等は，交通事故により多大な肉体的，精神的および経済的打撃

を受けたり，またはかけがえのない生命を絶たれたりするなど，大きな不幸に見

舞われており，このような交通事故被害者等を支援することは極めて重要である

ことから，犯罪被害者等基本法等のもと，交通事故被害者等のための施策を総合

的かつ計画的に推進します。 

また，近年,自転車利用者が加害者となる事故において高額な賠償額となるケ
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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

の十全を図るため，関係事業者の協力を得つつ，自転車利用者の損害賠償保険等

への加入を促進します。 

また，交通事故被害者等に対し，交通事故にかかる相談を受けられる機会を充

実させ交通事故の概要等を提供し被害者支援を積極的に推進します。 

 

（１）自動車損害賠償保障制度に係る無保険(無共済）車両対策の徹底 

自動車事故による被害者の救済対策の中核的役割を果たしている自動車損

害賠償保障制度については，自賠責保険(自賠責共済）の期限切れ，掛け忘れ

に注意が必要であることを，広報活動等を通じて広く市民に周知するとともに，

街頭における監視活動等による注意喚起を推進し，無保険(無共済)車両の運行

の防止を徹底します。 

    

（２）損害賠償の請求についての支援等 

① 交通事故相談活動の推進 

北海道が設置する交通事故相談所等を活用し,地域における交通事故相談

活動を推進します。 

円滑な相談活動の推進のため，日弁連交通事故相談センターなど関係機

関・団体等と連絡調整を図るとともに，相談内容の多様化・複雑化に対処す

るため，研修等を通じて，相談員の資質の向上を図ります。 

また，広報誌等の積極的な活用等により交通事故相談活動の周知を図り，

交通事故当事者に対し広く相談の機会を提供します。 

           

② 損害賠償請求の支援活動等の強化 

警察においては，交通事故被害者に対する適正かつ迅速な救助の一助とす

るため，救済制度の教示や交通事故相談活動を積極的に推進します。 

また，人権擁護機関による人権相談において交通事故に関する人権相談を

取り扱うほか，日弁連交通事故相談センターなどにおいて交通事故の損害賠

償請求の相談および援助にかかる業務の充実を図ります。 

            

（３）交通事故被害者支援の充実強化 

① 交通事故被害者の心情に配慮した対策の推進 

交通事故被害者等の支援の充実を図るため，自助グループの活動等に対す

る支援をはじめとした施策を推進します。 

また，交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務を警察等により推進す

るとともに，関係機関相互の連携を図り，さらに，民間の犯罪被害者支援団

体等との連携を図ります。 
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② 公共交通事故被害者への支援 

平成 24年に国土交通省に設置された公共交通事故被害者支援室との連携

のもと，支援制度の周知など，公共交通事故の被害者等への支援に資する

取組を進めます。 
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第２章 鉄道交通の安全 

 

第１節 鉄道事故のない社会を目指して 

函館市内には，鉄道路線として，ＪＲ北海道と道南いさりび鉄道が運行しており，

平成 28 年３月に開業した北海道新幹線の新函館北斗駅と函館駅の間には，はこだ

てライナーが運行し，新幹線利用客の都市間輸送や，通勤，通学の足として利用 

されていますが，ひとたび事故が発生すると，利用者の利便に重大な支障をもたら

すばかりでなく，被害が甚大となります。 

このため，市民が安心して利用できる，一層安全で安定した鉄道輸送を目指し，

各種の安全対策を総合的に推進していく必要があります。 

 

第２節 今後の鉄道交通安全対策を考える視点 

鉄道の運転事故は長期的には減少傾向にあり，これまで講じてきた各種の安全対

策には一定の成果が認められます。 

しかしながら，列車の衝突や脱線等がひとたび発生すれば，多数の死傷者を生じ

る恐れがあることなどから，今後においても，一層安全で安定した鉄道輸送を目指

し，重大な列車事故の未然防止とともに，利用者等の関係する事故を防止するた

め，効果的な対策を講ずるべく，総合的な視点から施策を推進していきます。 

 

第３節 講じようとする施策 

 １ 鉄道交通環境の整備 

鉄道交通の安全を確保するためには，鉄道施設，運転保安設備等について常に

高い信頼性を保持し，システム全体としての安全性を確保する必要があります。 

このため，運転保安設備の整備等の安全対策の推進を図ります。 

 

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

運転事故の約８割を占める人身傷害事故と踏切障害事故の多くは，利用者や踏

切通行者，鉄道沿線住民等が関係するものであることから，これらの事故防止に

は，鉄道事業者の安全対策に加えて，利用者の協力と理解が必要です。 

このため，関係機関と協力のもと，交通安全運動や踏切事故防止キャンペーン

の実施，鉄道利用者にホームにおける「ながら歩き」の危険性の周知等において

広報活動を積極的に行い，鉄道の安全に関する正しい知識を浸透させます。 

     

  ３  鉄道の安全な運行の確保 

重大な列車事故を未然に防止するため，保安監査を実施し，適切に指導を行う

とともに，乗務員，保守係員等の資質の維持・向上，事故情報およびリスク情報
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の分析・活用，地震・津波発生時の安全対策，気象情報等の活用の充実を図りま

す。 

また，万一大規模な事故・災害等が発生した場合には，迅速かつ適確に対応し

ます。 

 

４  鉄道車両の安全性の確保 

鉄道車両の適切な検査・修繕により，故障等の発生を未然に防止するととも

に，計画的に新技術の導入を検討・実施します。 

 

５  救助・救急活動の充実 

鉄道輸送における事故・災害等の発生に対して，避難誘導，救助・救急活動を

迅速かつ適確に行うため，防災訓練の充実や鉄道事業者と消防機関，医療機関そ

の他の関係機関との連携・協力体制の強化を推進します。 

また，鉄道職員に対する，自動体外除細動器（ＡＥＤ）の使用も含めた心肺そ

生法等の応急手当の普及啓発活動を推進します。 
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第３章 踏切道における交通の安全 

 

第１節 踏切事故のない社会を目指して 

 踏切事故は，長期的には減少傾向にありますが，鉄道運転事故の半数以上を占め

ていることから，引き続き，踏切事故防止対策を総合的かつ積極的に推進し，踏切

事故のない社会を目指します。 

 

第２節 今後の踏切道における交通安全対策を考える視点 

踏切道における交通安全対策について，踏切事故件数，踏切事故による死傷者と

もに減少傾向にあることを考えると，函館市交通安全計画に基づき推進してきた施

策には一定の効果が認められます。 

しかし，踏切事故は，ひとたび発生すると多数の死傷者を生ずるなど重大な結果

をもたらすものであることから，それぞれの踏切の状況等を勘案しつつ，より効果

的な対策を総合的かつ積極的に推進します。 

  

第３節 講じようとする施策 

  １ 踏切道の構造改良等の整備の促進 

踏切道の立体交差化，構造の改良等の事業の実施に合わせて，近隣踏切道のう

ち，利用状況，迂回路の状況等を勘案して，地域住民の通行に特に支障を及ぼさ

ないと認められるものについて，統廃合を進めます。 

 

２ その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

踏切事故は，直前横断，落輪等に起因するものが多いことから，自動車運転者

や歩行者等の踏切道通行者に対し，交通安全意識の向上および踏切支障時におけ

る非常ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るため，広報活動等を強化する

とともに，学校，自動車教習所等において，踏切の通過方法等の教育を引き続き

推進するほか，踏切道に接続する道路の幅員については，踏切道において道路の

幅員差が新たに生じないように努めます。 
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第４章 軌道交通の安全 

 

第１節 電車の安全な運行の確保 

大量輸送機関である市営路面電車は，環境汚染，省エネルギー対策上からも，ま

た，市民の「足」として，特に高齢者，障がい者，子ども等のいわゆる交通弱者に

とっても，重要な交通手段であり，安全な運行を確保するため，軌道や安全地帯な

ど所要の施設整備に加え，車両等の整備改良を図ります。 

 

第２節 講じようとする施策 

  １ 軌道交通環境の整備 

道路交通の量的拡大の進展は，大量輸送機関である電車の安全運行と，固有の

機能である定時・定速性などに大きな影響を及ぼしています。 

軌道交通の安全な運行と定時性等を確保するためには，軌道や運転保安設備等

の軌道施設の安全性の向上，さらには，自動車の軌道敷内進入等の外部要因によ

る交通弊害や事故の防止を図る必要があります。 

このため，引き続き安全地帯およびその他保安施設の整備を推進するとともに，

電車の基盤である軌道や電路等の計画的な改良に努めます。 

また，軌道敷内への乗り入れや右折待ちにより電車の運行を阻害する自動車運

転者に対し注意喚起を促すほか，電車利用者に対し，正しい車道の横断等につい

ての指導の充実を図ります。 

 

  ２  安全な運行管理体制の確保等 

乗務員および保安要員の資質の維持・向上を図るため，教育訓練や研修の充実

に努めるとともに，非常時における適切な緊急対応に関する研修を徹底するほか，

運輸安全マネジメント体制の充実や，運転者の健康管理を含めた安全管理体制の

改善など体制の強化を図り，安全意識および安全管理のより一層の向上に努めま

す。 

 

  ３ 電車車両の安全性の確保等 

電車の安全性の維持・向上を図るため，車両主要部分の故障箇所等の履歴管理

を徹底するとともに，冬季間における耐寒故障防止等の対策に努め，車両故障等

の予防を推進します。 

また，超低床電車の導入に努め，電車利用者，特に高齢者や障がい者等の交通

弱者の利便性の向上を図ります。 
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  ４ 乗客の安全確保等 

乗客が安心して電車を利用できるよう，市電の全乗務員に普通救命講習を受講

させます。               
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用 語 一 覧 

 

○ 高度道路交通システム（ＩＴＳ）  Intelligent Transport Systems 

情報技術を用いて人と車両と道路を結び，交通事故や渋滞などの道路交通問題の

解決を図る新しい交通システム。 

 

○  「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，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である。 

 

○ 高規格幹線道路 

全国的に自動車交通網を形成する一般国道の自動車専用道路で函館・江差自動車

道が該当する。また，函館新外環状道路は地域高規格道路と呼ばれ，高規格幹線道

路網と一体となって高速交通体系の役を担う道路で，地域構造を強化する規格の高

い道路である。 

 

○ 交通安全施設 

  交通の安全と円滑，交通公害の防止等を目指して，都道府県警察（公安委員会）

および道路管理者が設置する，交通管制センター，信号機，車両感知器，交通情報

板，道路標識，道路標示等。 

 

○ 交通安全教育施設 

本計画においては，梁川公園内交通公園施設を示す。 

当該施設は交通事故防止を目指して，幼児，小・中学生を対象に，交通知識や交

通マナーを体得させることを目的として，遊具を利用して楽しみながら交通ルール

を学ぶことができる交通安全教育施設として，昭和４４年５月に設置。 

 

○ 交通施設管理者 

  交通施設の管理を行う公安委員会，警察署，道路管理者。 

 

○ 新交通管理システム（ＵＴＭＳ） Universal Traffic Management Systems 

光ビーコンを用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信等の高度な

情報通信技術により「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指す



 

~ 43 ~ 
 

システム。（光ビーコンは，新交通管理システムにおいて，光学式車両感知器を示

す。） 

 

○ 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）  Transportation Demand Management 

自動車利用者の行動を変えることにより，道路渋滞をはじめとする交通問題を解

決する手法。 

 

○ 緊急輸送道路 

主要道路や重要港湾，空港および主要な防災拠点等を連絡する道路で，地震等災

害発生後において，避難，救助をはじめ物資の輸送，諸施設の復旧など応急対策活

動を実施するうえで重要な道路。 

 

○ 緊急交通路 

大規模な災害が発生した際に，被災地へ向かう消防・救急・警察・自衛隊などの

緊急車両の通行を円滑にするため，一般の車両が通行を禁止・制限される道路。災

害対策基本法に基づいて都道府県公安委員会が指定。 

 

○ 交通安全教育指針 

交通安全教育を行う者に対する，基本的な心構えや心身の発達段階に応じた体系

的な交通安全教育の指針。 

 

○ 型式認定制度 

自転車の安全性について，国家公安委員会が認定する制度。 

 

○ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） Disaster Medical Assistance Team 

災害急性期に活動できる機動性を持った，トレーニングを受けた医療チーム。 

 

○ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） Automated External Defibrillator 

電源を入れると音声で操作が指示され，救助者がそれに従って除細動（傷病者の

心臓に電気ショックを与えること）を行う装置。 

 

○ 高規格救急自動車 

救急救命士等が行う救急救命処置が十分活動できるようにするため，従来の救急

車に比べて活動しやすい車内空間と必要な資機材を有する救急自動車。 
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資料 自転車の安全利用について 

《自転車安全利用五則》（平成19年7月10日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定） 

１．自転車は，車道が原則，歩道は例外 
○ 自転車は車両の仲間なので，原則として車道を通行します。 
○ 自転車道があるところでは，自転車道を通行すること。 
○ 普通自転車歩道通行可の標識がある歩道は，自転車で通行できます。 
○ 13歳未満の子ども，70歳以上の高齢者，体の不自由な人は，歩道を自転車で通行できます。 

※ 車道の幅が狭いなど，やむを得ない場合には例外として歩道を通行できます。 
 

２．自転車は左側を通行 
○ 車道の左端を走ること。 
○ 路側帯を通行できますが，歩行者の通行を妨げないこと。 

 
３．歩道は歩行者優先で，車道寄りを徐行 

○ 歩道を通るときは，すぐ停止できるような速度で徐行すること。 
○ 歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は，一時停止します。 
○ 警音器を歩行者に対して，歩道などでみだりに鳴らさないこと。 

※ あくまでも歩行者が優先です。必要に応じて自転車から降りましょう。 
 

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。昼間でもトンネルや濃霧の中ではライトを点灯しましょう。 
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認。 
○ 運転中に傘をさしたり，携帯電話の通話・操作はやめましょう。 

 
    ５．子どもはヘルメットを着用 

○ 次の場合，保護者はヘルメットを着用させなければなりません。 
・６歳未満の子どもを自転車の幼児用座席に乗せる場合。 
・13歳未満の子どもが自転車を運転する場合。 
 

 
 

自転車による交通事故でも，自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれ 
がありますので，生じた損害を賠償するための保険等に加入するようにしましょう。 

 

《自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定》 

（ 平成27年6月1日施行 道路交通法108条の2第1項第14号，第108条の3の4および第120条第1項第17号） 
 

一定の危険な違反行為をして３年以内に２回以上摘発された自転車運転者（悪質自転 
車運転者）は，公安委員会の命令を受けてから３ヵ月以内の指定された期間内に講習を 
受けなければいけません。 

 

自転車運転者講習制度のながれ  ※ 受講命令に違反した場合…５万円以下の罰金 
 

① 自転車運転者が危険な違反行為をくり返す ●３年以内に２回以上 

 
② 交通の危険を防止するため，都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受ける 

ように命令 

 

   ③ 講習の受講  ●講習時間：３時間 ●講習手数料：５,７００円（標準額） 
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自転車による危険な違反行為（14種） 

危険行為の種類 危険行為の解説 

① 信号無視 信号や警察官の手信号に従わない行為。 

② 通行禁止違反 
「歩行者用道路」など，道路標識等で自転車の通行が禁止され

ている道路や場所を通行する行為。 

③ 歩行者用道路における車両の義務違
反（徐行違反） 

自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に，

歩行者に注意を払わなかったり，徐行しなかったりする行為。 

④ 通行区分違反 
車道と歩道等が区別されている道路で歩道を通行したり，道路

（車道）の右側を通行する行為。 

⑤ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 
自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度

と方法で通行する行為。 

⑥ 遮断踏切立入り 
遮断機が閉じていたり，閉じようとしているとき，または警報

機が鳴っているときに踏切内に立ち入る行為。 

⑦ 交差点安全進行義務違反等 
信号のない交差点等で，左からくる交差車両や優先道路などを

通行する交差車両等の進行を妨害したり，交差点に入るときに

徐行しないなどの行為。 

⑧ 交差点優先車妨害等 
交差点で右折するときに，その交差点で直進や左折をしようと

する車両等の進行を妨害する行為。 

⑨ 環状交差点安全進行義務違反等 
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり，環状交差

点に入るときに徐行をしないなどの行為。 

⑩ 指定場所一時不停止等 
一時停止標識等を無視して交差点に進入したり，交差道路を進

行する車両等の進行を妨害する行為。 

⑪ 歩道通行時の通行方法違反 
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり，歩

行者の通行を妨害しそうな際に一時停止しないなどの行為。 

⑫ 制動装置（ブレーキ）不良自転車運転 
ブレーキ装置がなかったり，ブレーキの性能が不良な自転車で

走行する行為。 

⑬ 酒酔い運転 酒酔い運転の禁止。少量の飲酒でも違反となる場合もあります。 

⑭ 安全運転義務違反 
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず，また他人に危害を及

ぼすような速度や方法で運転する行為。 

             出典：北海道地域交通安全活動推進委員連絡協議会の自転車運転者講習パンフレット 
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交通安全対策基本法（抜粋） 

                    （昭和４５年６月１日法律第１１０号） 

（目 的） 

第１条 この法律は，交通の安全に関し，国及び地方公共団体，車両，船舶及び航空機

の使用者，車両の運転者，船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするととも

に，国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し，並びに交通安全計画の策定

その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより，交通安全対策の総合

的かつ計画的な推進を図り，もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は，住民の生命，身体及び財産を保護するため，その区域にお

ける交通の安全に関し，国の施策に準じて施策を講ずるとともに，当該区域の実情

に応じた施策を策定し，及びこれを実施する責務を有する。 

 

（市町村交通安全対策会議） 

第 18条 市町村は，市町村交通安全計画を作成し，及びその実施を推進させるため，

条例で定めるところにより，市町村交通安全対策会議を置くことができる。 

２ 前項に規定するもののほか，市町村は，協議により規約を定め，共同して市町村

交通安全対策会議を置くことができる。 

３ 市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は，都道府県交通安全対策会議の組

織及び所掌事務の例に準じて，市町村の条例（前項の規定により置かれる市町村交

通安全対策会議にあっては，規約）で定める。 

 

（市町村交通安全計画等） 

第 26 条 市町村交通安全対策会議は，都道府県交通安全計画に基づき，市町村交通

安全計画を作成するよう努めるものとする。 

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は，前項の規定により市町村交通

安全計画を作成しようとするときは，あらかじめ，関係指定地方行政機関の長及び

関係地方公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければならない。 

３ 市町村交通安全計画は，おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大

綱 

二 前号に掲げるもののほか，市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

４ 市町村長は，市町村の区域における陸上交通の安全に関し，当該年度において市

町村が講ずべき施策に関する計画（以下「市町村交通安全実施計画」という。）を作

成するよう努めるものとする。この場合において，市町村交通安全実施計画は，都
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道府県交通安全実施計画に抵触するものであってはならない。 

５ 市町村交通安全対策会議は，第１項の規定により市町村交通安全計画を作成した

ときは，速やかに，その要旨を公表するよう努めるとともに，市町村交通安全計画

を都道府県知事に報告しなければならない。 

６ 市町村長は，第４項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは，速

やかに，これを都道府県知事に報告しなければならない。 

７ 第２項及び第５項の規定は市町村交通安全計画の変更について，前項の規定は市

町村交通安全実施計画の変更について準用する。 
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                函館市交通安全対策会議条例 

                     (昭和４６年３月２２日条例第４０号） 

 

（設 置） 

第１条 交通安全対策基本法（昭和４５年６月１日法律第１１０号）第１８条第１項

の規定に基づき，函館市交通安全対策会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 会議は，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (１) 函館市交通安全計画を作成し，及びその実施を推進すること。 

 (２) 前号に掲げるもののほか，函館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，及びその施策の実施を推進すること。 

（会長及び委員） 

第３条 会議は，会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は，市長をもって充てる。 

３ 会長は，会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは，会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

 (１) 国の関係地方行政機関の職員 

 (２) 北海道の部内の職員 

 (３) 北海道警察の警察官 

 (４) 部局内の職員 

 (５) 教育長 

 (６)  消防長 

６ 委員の定数は，２５人以内とする。 

（特別委員） 

第４条 会議に，特別な事項を審議するため必要があるときは，特別委員を置くこと

ができる。 

２ 特別委員は，北海道旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共

的機関の職員のうちから，市長が委嘱する。 

３ 特別委員は，当該特別な事項に関する審議が終了したときは，解嘱されるものと

する。 

（庶 務） 

第５条 会議の庶務は，市民部において処理する。 

（補 則） 

第６条 この条例に定めるもののほか，会議の議事その他会議の運営に関し必要な事

項は，会長が会議にはかつて定める。 
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附  則 

  １ この条例は，公布の日から施行する。 

  ２ 特別職の職員の給与に関する条例(昭和 40 年 12 月 18 日函館市条例第 22 号）

の一部を次のように改正する。 〔「次のよう」略〕 

附  則（昭和 46年 10月９日条例第 12号） 

この条例は，公布の日から施行し，昭和 46年８月１日から適用する。 

附  則（昭和 50年８月１日条例第 33号）抄 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

附  則（昭和 52年 10月 31日条例第 43号）抄 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

附  則（昭和 62年３月 27日条例第４号） 

この条例は，昭和 62年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


