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第９次久喜市交通安全計画 
 

は じ め に 

 

平成２２年における全国の交通事故による死者数は４，８６３人と、年々、微減傾向にあ

りますが、久喜市においては７人もの尊い人命が失われている現状と、交通事故件数が横ば

いで推移している状況では、より一層、交通事故を減尐させることが求められております。 

今後「高齢社会」や「クルマ社会」が更に進展し、死傷者が増えることが懸念されますの

で、本市における交通事故の特徴に対応した、交通事故防止対策を総合的・長期的な観点か

ら一層推進するため、平成２３年度から平成２７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｢第９次交通安全計画｣を策定いたしました。 

この計画では、高齢者の事故、交差点の事故による死者が多いという、久喜市の特徴を踏

まえ、「高齢者の事故」の防止と「交差点の事故」の防止、さらに、交通事故の減尐が死者

数の減尐につながることから、事故件数と負傷者数の多い｢自転車の事故｣の防止を加えた３

点を重点課題としました。その中でも今後、高齢者の増加が見込まれる本市の状況から｢高

齢者の事故防止｣を最重点課題として取り組むことを位置づけ、関係機関・団体等と連携し、

市民との協働の下、各種施策を推進してまいります。 

交通事故の防止は、人命の尊重と人に優しく安全で安心なまちづくりの視点から、関係機

関・団体をはじめ、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

な課題でありますので、交通安全に関する諸施策を、従来にも増して強力かつ迅速に実施し

てまいります。 
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１ 計画の理念 

（１） 計画策定の趣旨 

平成２２年３月２３日、旧久喜市、旧菖蒲町、旧栗橋町及び旧鷲宮町の１市３町が合

併し、新久喜市が誕生いたしました。合併前の旧久喜市及び旧栗橋町においては、交通

安全対策の総合的かつ計画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、５年ごとに８次にわたり「交通安全計画」を策定してきました。

また、旧菖蒲町及び旧鷲宮町においては、交通安全対策基本法に基づく町の安全計画は

ありませんでしたが、それぞれ、個々の計画により、交通安全施策を推進してきました。 

交通安全施策を講ずるにあたっては、人命尊重の精神を基調に、社会・経済情勢の変

化を踏まえつつ、交通事故がもたらす社会的・経済的損失を勘案するとともに、本市に

おける交通事故発生の実態に対応した交通安全の総点検を行い、市民参加・協働型の安

全施策を推進していく必要があります。 

このため、本計画は、交通社会を構成する「人間」、「自動車や列車等の交通機関」

及び「交通環境」という三つの要素について、これら相互の関連を考慮しながら、交通

事故を防止するため、交通安全に関する施策の大綱を定めたものです。 

なお、本計画の期間は、平成２３年度から平成２７年度までの５ヵ年とします。 

（２） 基本理念 

交通事故のない社会は、久喜市民全体の願いです。 

そこで、本市の交通安全計画の基本理念を『交通事故をなくし、市民が安全で安心に

暮らすことのできる｢久喜市｣をつくる』こととし、幼児から高齢者までのすべての市民

が、住み慣れた地域社会の中で安心して生活を送ることのできる｢久喜市｣の実現を目指

します。 

この理念の下、関係機関、団体が緊密な連携を図り、市民の理解と協働により、本計

画に定めた諸施策を強力に推進してまいります。 
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２ 交通事故等の状況 

（１） 道路交通事故 

① 道路交通事故の現状 

本市の道路網は、東北自動車道及び首都圏中央連絡自動車道の２本の高速道路、近隣

を結ぶ３本の国道、２３本の県道及び市内の拠点を結ぶ市内幹線道路等により形成され

ています。 

市内の交通事故の現状をみますと、昭和４５年に交通安全対策基本法が施行されて以

来、交通事故死者数が最も多い昭和５０年は２０人、平成２２年の死者数は７人と人口

増加率を踏まえると格段の減尐を見ています。 

また、平成１８年から平成２２年の５年間では、交通事故死亡者は減尐傾向が見受け

られます。しかし、同じ５年間における交通事故発生件数、負傷者数については横ばい

傾向で推移しています。 

 

 

 

 

② 市内における交通事故の特徴 

本市における交通事故には、「高齢者(６５歳以上)の事故」、「交差点の事故」によ

る死亡者が多いという特徴があります。 

本市における平成２２年の死亡事故者の主体別を見ると、２０歳未満が１名、２０歳

以上６５歳未満が４名、６５歳以上の高齢者が２名となっています。 

また、平成１８年から平成２２年の５年間で、事故死亡数は３２人、交通事故発生件

数は４，７４７件で、５年間での死亡率は全体の０.６７％となっています。 
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③ 課 題 

本計画では、本市の交通事故の特徴である｢高齢者の事故｣、｢交差点の事故｣の防止を

重点課題とします。 

また、本市における自転車事故の負傷者数は増加傾向にあり、平成１８年から平成２

２年までの５年間の自転車事故による死者数も４人(０．８人／年平均)となっています。

自転車は身近で便利な乗り物ですが、事故が発生すると大きな被害をもたらし、死亡事

故につながる危険性が高いことから、「自転車の事故」の防止も重点課題として取り組

む必要があります。 

 

【課題】 

○ 高齢者の交通事故防止 

○ 交差点の交通事故防止 

○ 自転車の交通事故防止 

そのなかでも、今後の高齢社会での交通事故に対応するため、高齢者の事故防止を最

重点課題とします。 

（２） 踏切事故 

踏切事故は、ひとたび発生すると重大事故につながる危険性が高いという特徴があり

ます。 

現在、市内にはＪＲ東日本と東武鉄道の３路線に４０ヶ所の踏切道があり、踏切道で

の交通事故防止を図るため、踏切道の立体交差化や踏切保安施設の整備等を推進する必

要があります。 
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３ 第８次久喜市交通安全計画の成果 

平成１８年度から平成２２年度までの５年間の計画である第８次久喜市交通安全計画

を顧みると、死者数については減尐し、一定の成果を挙げたといえます。交通事故発生件

数及び負傷者数については、横ばい傾向が見受けられますが、人口及び交通量の増加とい

う社会情勢と交通環境の中においては、交通事故の増加を抑えたという効果は認められま

す。 

これは、道路環境整備、交通安全思想の普及、交通取締まり、救急救助体制の充実をは

じめ、市民、関係機関、団体による総合的な対策の成果といえます。 

 

４ 第９次久喜市交通安全計画の目標 

本来の目標は、いうまでもなく、交通事故による死傷者をゼロにし、市民を交通事故の

脅威から守ることですが、ただちに実現することは困難なことです。そこで、第９次交通

安全計画における目標を、５年間で交通事故死者数を、２５人以下(５人/年平均)としま

す。 

設定理由 

本市においては、平成１８年から平成２２年までの５年間で死者数は横ばいとなってお

り、交通事故発生件数及び負傷者数はわずかに減尐傾向ではあるものの、このままでは、

死者数が増加する可能性もあります。 

そこで、特に悲惨な死亡事故を大幅に減尐させるために、死者数を指標として設定する

ものです。 

設定根拠 

第８次交通安全計画期間における５年間の死者数は３２人(６．４人/年平均)であり、

平成２２年には７人となっています。第８次に比べて、より一層の死者数の減尐を図るた

め、２０％以上の削減を目標として設定しました。 
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５ 交通安全対策の方向 

交通事故のない、市民が安心して暮らせる「安全・安心なまちづくり」を進めるため、

本市における交通事故の特徴であり、重点課題としてあげた「高齢者の事故」、｢交差点

の事故｣、「自転車の事故」の防止を目標の柱とします。そして、これらの課題に即した

交通安全対策を市、関係機関、団体が市民と一体となって強力に実施します。 

（１） 対策の重点 

｢高齢者の交通安全の確保｣ 

高齢者の交通事故死者数を年齢層別に見た場合、過去５年間の平均が３４％を超えて

おり、最も高い割合を示しています。また、平成２３年１月１日現在、高齢者人口は 

３２，２２６人ですが、本計画の最終年次の平成２７年度には４０,０００人を超え、

総人口の２６％以上になると予想されており、高齢者の事故は、さらに増加すると考え

られます。 

そこで、分かりやすい大型の案内標識、バリアフリー化等の道路交通環境を整備し、

高齢者が歩行中や自転車乗用中に巻き込まれる交通事故を防止するとともに、増加する

高齢者ドライバーが加害者にならないよう、加齢による心身の変化の認識、事故の現状、

交通ルール等について、交通安全教育を一層推進します。 

また、すべてのドライバーや自転車利用者などが高齢者に配慮した通行を心がけるよ

う、高齢者以外の世代に対する交通安全教育・啓発を推進します。 

｢交差点における交通事故防止｣ 

死亡事故の発生場所を見ると、交差点(付近を含む)における件数が、平成２２年には

約６割を占めています。 

そこで、交通事故多発地点を重点に、道路反射鏡、路面標示等の交通安全施設の整備

を推進します。また、交差点の危険性を認識してもらうための交通安全教育・啓発を実

施します。 
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｢自転車の安全利用の推進｣ 

本市は平たん地が多く、自転車利用に適した地理的条件等から自転車が広く市民の足

として利用されており、近年、自転車の負傷者数が増加傾向にあります。 

そこで、自転車の安全な乗り方を交通弱者である子供と高齢者に指導し、特に幼児用

ヘルメットの着用等、自転車の安全な利用を推進します。 

また、歩道での暴走、急な進路変更等を行う自転車利用者に対する自転車運転マナー

の向上、駅周辺に自転車を放置する人への自転車駐車場の周知、モラルの向上等、自転

車利用者に対するさまざまな交通安全教育・啓発を推進します。 

その他、自転車利用者の安全で快適な通行を確保するため、自転車歩行者道の整備を

推進し、自転車の交通事故の防止に努めます。 

（２） 対策の方向 

① 人と環境にやさしい道路交通環境の整備 

交通安全を進めるためには、人と車が安全かつ円滑に通行できる道路交通環境の整備

が不可欠です。 

そのため、交差点の改良などの道路整備や信号機など交通安全施設の整備を推進しま

す。 

また、高齢者や障がい者等の自立した日常生活、社会生活を確保するため、交通環境

のバリアフリー化を推進します。 

② 交通安全思想の普及徹底 

交通安全の基本は、市民一人ひとりが交通ルールと正しいマナーを身に付け、それを

実践することにあります。 

そのため、幼児から成人、高齢者に至るまで、段階的かつ体系的な交通安全教育を推

進します。 

また、家庭や学校、職場など、地域ぐるみの交通安全意識の高揚を図るとともに、自
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発的な交通安全対策を支援します。 

③ 救急・救助活動の充実 

交通事故に起因する救急活動は、年々増加しています。 

そのため、交通事故による負傷者の救命を図り、その被害を最小限に抑えるため、救

急・救助活動及び救急医療体制の充実を図ります。 

④ 交通事故被害者支援の推進 

交通事故に巻き込まれると、その当事者は事故処理や示談交渉など、それまでほとん

ど経験したことのない煩雑な手続きに悩まされます。 

特に、被害者になった場合は、肉体的・精神的な苦痛のほか、経済的な負担が生じま

す。 

そのため、交通事故相談や交通遺児等援護制度など、各種被害者救済制度の周知と充

実を図ります。 

⑤ 踏切道の安全確保 

踏切の事故は、ひとたび発生すると、甚大な被害をもたらすほか、鉄道の運休など市

民生活にも重大な影響をもたらします。 

平成２３年４月１日現在の市内の踏切道は、４０箇所あります。踏切道における交通

安全と円滑化を図るため、今後も踏切道の構造改良、踏切保安施設の整備などの対策を

総合的に推進します。 
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６ 計画の推進体制 

本計画の推進にあたり、交通事故をなくし、安全で安心な「久喜市」を実現するために

は、行政と市民の協働が重要であり、市、関係機関、団体、市民が連携し、交通安全対策

を進めることが必要です。 

 

（１） 久喜市 

本市は、この計画を策定した責任機関として、各施策を着実に推進するとともに、交

通安全関係団体等で組織する「久喜市交通安全対策協議会」を中心として、総合的、一

体的に交通安全対策を推進します。 

また、交通関係団体等の交通安全対策を積極的に支援するとともに、交通安全活動を

促進します。 

 

（２） 事業者、交通関係団体等 

交通安全対策を推進する上で、事業者は大きな役割を果たしています。特に、業務用

自動車を運行する事業者は、事業所を中心として安全運転講習会を実施するほか、安全

運転管理者、運行管理者等を通じた交通安全教育を推進するなど、交通事故防止に努め

ることが求められます。 

さらに、地域における交通関係団体が行う交通安全活動の効果は極めて大きいものが

あることから、市や警察署と連携・協力した交通安全対策を進めることが必要です。 

 

（３） 市民 

悲惨な交通事故をなくすためには、市民一人ひとりが、交通ルールを守り、正しいマ

ナーの他「ゆずりあい」の精神を持ち、余裕を持った運転を実践することが何よりも大

切です。 
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特に、「自分の身は自分で守る」ことを心がけ、車に乗ったらシートベルトを着用す

る、夜間に外出する際は反射材を身につけるといったことを習慣づけるなど、まず、「自

分のできることから始める」ことが求められます。 



- 12 - 

 

  



- 13 - 

 

   第２部 各  論 

 
第１章 人と環境に配慮した道路交通環境の整備 

第２章 交通安全思想の普及徹底 

第３章 救急・救助活動の充実 

第４章 交通事故被害者支援の推進 

第５章 踏切道の安全確保 



- 14 - 

 

  



- 15 - 

 

 

 

 

 

 

第１章 人と環境に配慮した道路交通環境の整備 
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第１章 人と環境に配慮した道路交通環境の整備 

【施策の体系】 

 
交通安全施設等の整備 

   
道路ネットワークの整備推進 

    

     
交通安全施設等の整備事業の推進 

     

      

 
人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

  
生活道路における交通安全対策の推進 

   

     
交通環境のバリアフリー化の推進 

     

 
交通需要マネジメントの推進 

  
 

   

 
交通公害の防止 

   
 

     

 
総合的な駐車対策の推進 

   
駐車施設の整備促進等 

    

      
違法駐車防止気運の醸成 

     

     
違法駐車の指導 

     

 
災害に備えた道路交通環境の整備 

  
災害に備えた道路の整備 

   

     
災害発生時における交通規制 

     

 
その他の道路交通環境の整備 

  
道路使用の適正化 

   

     
暴走行為をさせないための環境づくり 

     

     
自転車利用環境の整備 

     

     
子供の遊び場等の確保 

     

     
市民参加の促進 

     



- 17 - 

 

１ 交通安全施設等の整備 

交通安全施設等の整備については、市内の安全な道路交通網の体系的整備を進めるとと

もに、効果的・効率的に事故を削減する観点から、事故が多発しているなど緊急に交通の

安全を確保する必要がある箇所で重点的に実施します。 

（１） 道路ネットワークの整備推進 

路線の位置づけや機能を考慮し、幹線道路ネットワークを構築するとともに、そこに

結節する生活道路が適切に機能分担するよう、道路の体系的整備を推進します。 

① 都市計画道路等の整備 

道路交通の円滑化を図るため、体系的な都市計画道路網の整備を進めるとともに、歩

道と車道が分離された構造とすること等により、安全で快適な道路交通環境の整備を実

施します。 

② 道路の拡幅 

安全で快適な交通を確保し、緊急時には救急車等の緊急車両が通行できるよう、また、

車両や歩行者が安全に通行できるよう、狭い道路の解消を推進します。 

（２） 交通安全施設等の整備事業の推進 

交通の安全を確保する必要性が高い道路については、安全かつ円滑・快適な交通環境

の確立を図るため、計画的かつ重点的に交通安全施設等整備事業を推進します。 

① 交差点の改良・立体化の推進 

市内の交通事故の多くは、交差点及び交差点付近で発生していること、また右折レー

ンのない交差点は交通渋滞の大きな要因となっていることから、右折帯整備などの交差

点改良を実施します。 

② 交通事故多発地点等の重点整備 

交通事故多発地点等について、道路診断などの交通事故分析に基づき、交差点改良や

視距（見通し）改良、また、夜間の事故防止のための道路照明灯や視線誘導標の整備な
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ど交通安全施設の重点的整備を実施します。 

③ 道路照明灯の整備 

夜間の交通事故防止を目的として、夜間の道路状況・交通状況を的確に把握し、道路

交通の安全と快適な都市環境を形成するため、埼玉県の「道路設計基準」を準用して、

道路照明灯の整備を実施します。 

④ 道路反射鏡の整備 

視認性の悪い道路交差部及び屈曲部での事故防止を目的に、その付近の交通・道路の

状況を判断し、安全に通行できるよう道路反射鏡の整備を実施します。 

⑤ 適切な路面標示の敷設 

交通事故多発地点や区間に、安全確保のため、警察署等の関係機関と協議しながら、

効果的な各種路面標示の敷設を推進します。 

⑥ 通学路の整備 

児童・生徒の安全を確保するため、通学路における歩道やガードレールなどの交通安

全施設の整備を推進するとともに、ガードレール点検等、利用者の視点からの交通安全

対策を推進します。 

⑦ 安全で快適な道路交通の確保 

道路利用者の立場に立ち、系統的で分かりやすい大型の案内標識を整備します。 

また、ローマ字併記により外国人などにも分かりやすい道路案内標識を整備します。 

⑧ 自転車道等の整備 

市民が安心して自転車での利用や散策等ができる、自転車歩行者道の整備を推進しま

す。 

⑨ 信号機の設置促進 

道路の構造及び交通の実態を考慮して、交通事故多発地点、交通危険箇所等への新規

の信号機の設置や、高齢者及び障害者など交通弱者の交通の安全に配慮した、音響式信
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号機や歩行者用信号機などの設置を促進します。 

 

２ 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挙げてきた交通安全対策は、主として「車中心」の対策であった

ため、今後は歩行者の視点からの道路整備や交通安全対策を推進する必要性が高くなって

きています。 

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あり、これらを解決す

るため、人が安心して歩ける道路環境の整備を推進します。 

（１） 生活道路における交通安全対策の推進 

市内の生活道路について、道路管理者と埼玉県公安委員会が連携し、運転者に自動車の

速度の抑制、道路の形状や交差点の存在を明示するなど、歩車それぞれの通行区分の明示

等を進め、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出するための取組を推進します。 

（２） 交通環境のバリアフリー化の推進 

 高齢者、身体障がい者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、「高齢者、

障害者等の円滑化の促進に関する法律」、「埼玉県福祉のまちづくり条例」、「埼玉県高

齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例」等に基づき、鉄道駅から

駅前広場、駅周辺の主要な道路において、エレベーターの整備や歩道の整備を行い、段差

を改修するとともに、視覚障がい者誘導用ブロック等の設置を行い、バリアフリー化を推

進します。 

 

３ 交通需要マネジメントの推進 

円滑で安全な道路交通を確保するため、相乗りや効率的な輸送などを進めるとともに、

混雑時間や混雑箇所を避けた自動車利用を促すなど、自動車の効率的利用を促進します。 

また、自動車利用が環境に与える影響についての普及啓発に努め、日常的な自動車利用

の自粛を促進します。 
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４ 交通公害の防止 

自動車を原因とする大気汚染や騒音・振動などの交通公害を防止するため、法律や条例

に基づく規制を遵守し、低公害車への買い替え促進を図ります。また、アイドリングスト

ップの実施や、急発進・急加速の防止などのエコドライブ（環境に配慮した自動車の使用）

の呼びかけ、啓発活動を実施します。 

これらを実施することにより、自動車から排出される窒素酸化物、二酸化炭素等の削減

を図り、大気汚染や地球温暖化の防止に努めます。 

 

５ 総合的な駐車対策の推進 

道路交通の安全と円滑化を図り、都市機能の維持及び増進に寄与するため、関係機関・

団体との連携を図り、官民一体となった総合的な駐車対策を推進します。 

（１） 駐車施設の整備促進等 

中心市街地の健全な交通環境を確保するため、駐車場の整備に必要な総合的な調査を行

い、効果的かつ効率的な駐車場の整備・誘導を推進します。 

（２） 違法駐車防止気運の醸成 

違法駐車の排除に関し、その違法性の周知やモラルの向上のため、各季の交通安全運動

をはじめ、あらゆる機会を通じて市民への広報・啓発活動を行うなど、違法駐車防止気運

の醸成を図ります。 

（３） 違法駐車の指導 

交通の危険性・迷惑性の高い違法駐車や、高齢者、身体障がい者等の安全な通行を妨げ

る違法駐車について、関係機関と協力し防止指導に努めます。また、平成１８年６月１日

から実施の放置駐車違反取締り制度と連携して、効果的な指導・啓発を行います。 

 

６ 災害に備えた道路交通環境の整備 
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（１） 災害に備えた道路の整備 

豪雤、地震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ための道路交

通を確保することは、救助活動や復旧作業にとって非常に重要なことです。 

そこで、平成２２年の豪雤災害や平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災など、

大規模災害の教訓を踏まえ、大規模地震等の発生時においても、災害地の救援活動や緊急

物資輸送に不可欠な緊急輸送道路を確保するため、広幅員歩道の整備や橋梁の耐震化など

を推進します。 

（２） 災害発生時における交通規制 

大規模な災害が発生した場合には、必要に応じて交通路を確保し、それに伴う混乱を最

小限に抑えるため、災害地への車両の流入抑制等の交通規制を迅速かつ的確に行います。

また、交通整理により被災地への車両の流入を抑制するとともに、迂回路の指示及び道路

交通に関する情報の提供等の措置を行います。 

 

７ その他の道路交通環境の整備 

（１） 道路使用の適正化 

安全で円滑な道路交通環境を確保するため、不法占用物件に対する指導取締りを強化す

るとともに、沿道住民等への啓発活動を推進します。 

また、道路占用許可にあたっては、道路本来の機能を確保するため、無秩序な道路工事

等を抑制するとともに、許可条件の履行を徹底するなど、道路使用の適正化を図ります。 

（２） 暴走行為をさせないための環境づくり 

暴走族及びこれに伴う群衆の集合場所として利用されやすい施設の管理者に協力を求

め、暴走族等を集合させない環境づくりを推進するとともに、地域における関係機関、団

体が連携を強化し、暴走行為等ができない道路交通環境づくりを推進します。 

（３） 自転車利用環境の整備 
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① 放置自転車等の解消 

駅周辺等における自転車・原動機付自転車の放置問題を解決するため、「久喜市自転

車等放置防止条例」に基づき、放置自転車等の整理・撤去の推進を図ります。 

② 駐車方法の広報・啓発 

自転車利用者の駐車需要の多い駅周辺等での放置自転車等を削減するため「久喜市自

転車等放置防止条例」に基づき啓発活動を推進します。 

（４） 子供の遊び場等の確保 

子供の遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故を防止するとともに、円滑な

道路交通環境を確保するため、公園の整備や学校体育施設の開放を推進します。 

（５） 市民参加の促進 

安全な道路交通環境を整備するには、道路を利用する人の視点を活かすことが重要であ

ることから、地域住民による交通安全施設等の点検を積極的に推進するとともに、道路利

用者からの意見を道路交通環境の整備に反映させます。 

また、交通安全は、市民の安全意識により支えられることから、交通安全対策に関して

市民が計画段階から実施段階全般にわたり、積極的に参加できるような仕組みをつくり、

行政と市民の連携による交通安全対策を推進します。 

  



- 23 - 

 

 

 

 

 

 

第２章 交通安全思想の普及徹底 



- 24 - 

 

第２章 交通安全思想の普及徹底 

【施策の体系】 

 
段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

  
幼児に対する交通安全教育 

   

    
小学生に対する交通安全教育 

    

    
中学生に対する交通安全教育 

    

    
高校生に対する交通安全教育 

    

    
成人に対する交通安全教育 

    

    
高齢者に対する交通安全教育 

    

    
障がい者に対する交通安全教育 

    

     

 
交通安全に関する普及啓発活動の推進 

  市民総ぐるみの交通安全運動の 

推進    

    自転車利用者の交通ルールの 

遵守とマナーアップ     

    シートベルトとチャイルドシート

の着用の徹底     

    
飲酒運転追放気運の醸成 

    

    
暴走族追放気運の醸成 

    

    夕暮れ時・夜間の交通事故防止 

対策の推進     

    外国人に対する普及啓発活動の 

推進     

    
交通安全に関する広報の徹底 

    

 
民間交通安全団体等の主体的活動の促進 

   

    

 
交通指導員の配置 
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１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

交通安全教育は、人命の尊重という理念の下、市民一人ひとりが交通社会の一員として

の責任を自覚するとともに、交通安全意識の高揚、交通ルールと正しい交通マナーの遵守

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

る上で、重要な意義を有しています。 

また、交通安全意識を向上させ、正しい交通マナーを身につけるためには、人の成長過

程に合わせ、生涯にわたる学習を促進していくことが必要です。 

（１） 幼児に対する交通安全教育 

幼児に対する交通安全教育は、身近な生活における交通安全の基本的ルール・マナー

を理解させるとともに、安全に行動できる習慣や態度を身に付けることを目標とします。 

そのため、幼稚園、保育園においては、家庭や地域、関係機関、団体と連携、協力を

図りながら、計画的かつ継続的に日常の保育活動のあらゆる場面をとらえた交通安全教

育を実施します。 

これらを効果的に実施するため、教職員等の指導力の向上及び教材・教具の充実はも

とより、通園児の安全な通行の指導、保護者を対象とした交通安全講習会などを実施し

ます。 

（２） 小学生に対する交通安全教育 

小学生に対する交通安全教育は、歩行者及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

識及び能力を高めることを目標とします。 

そのため、小学校においては、家庭や地域、関係機関・団体等と連携、協力を図りな

がら、教科、道徳、学級活動・児童会活動・学校行事等の特別活動、総合的な学習の時

間等を中心に教育活動全体を通じて、歩行者の心得、自転車の安全な利用、交通ルール

の意味と必要性などについて重点的に交通安全教育を実施します。 
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さらに、交通指導員やボランティアによる通学時の安全な通行の指導、保護者を対象

とした研修会等を推進します。 

（３） 中学生に対する交通安全教育 

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はなく、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。 

そのため、中学校においては、家庭や地域、関係機関・団体等と連携、協力を図りな

がら、教科、道徳、学級活動・生徒会活動・学校行事等の特別活動を中心に歩行者の心

得、自転車の安全利用、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・団体は、中学校において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、地域における保護者を対象とした交

通安全講習会を実施するなど、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 

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、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も

って行動できる健全な社会人を育成することを目標とします。 

そのため、高等学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携、協力しながら、

自転車の安全利用、自動車等の特性、応急手当等について、さらに理解を深めるため交

通安全教育が円滑に実施できるよう、指導者の派遣及び情報等の提供を進めます。 

（５） 成人に対する交通安全教育 

成人に対する交通安全教育は、免許取得後の運転者教育を実施することにより、自動

車等の安全運転の確保を目標とします。 
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著しい速度超過・飲酒運転等死亡事故に直結する恐れのある悪質・危険な運転や違法

駐車の防止、歩行者及び自転車利用者の保護、シートベルト・チャイルドシート及びヘ

ルメットの正しい着用の徹底、さらに、交通事故被害者の心情等、運転者としての社会

的責任の重さを自覚してもらうため、地域・職場において実践的・体験的な講習会の開

催を促進します。 

また、交通安全協会をはじめとする各種の交通安全支援団体の交通安全活動に対し、

積極的に支援・指導を行います。 

（６） 高齢者に対する交通安全教育 

① 高齢者に対する交通安全教育 

高齢者に対する交通安全教育は、加齢に伴う身体機能の変化が歩行者、自転車利用

者としての交通行動に及ぼす影響への理解、道路及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技能及び交通ルール等の知識を習得させるほか、夜間の交通

事故防止に効果の高い反射材の普及促進を図ることを目標とします。 

② 高齢運転者に対する交通安全教育 

高齢運転者に対しては、高齢者の自己の運動能力や反応動作、自動車の特性等を再

認識させ、関係機関・団体等と連携し、体験型の交通安全教育を推進します。 

（７） 障がい者に対する交通安全教育 

障がい者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、障がいの

種類や程度に応じ、きめ細かい交通安全教育を推進します。 
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２ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

（１） 市民総ぐるみの交通安全運動の推進 

市民に広く交通安全意識の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの

実践の他「ゆずりあい」の精神を持ち、余裕を持った運転を習慣づけます。また、交通安

全思想の普及に向けた取組を推進する市民運動として、久喜市交通安全対策協議会等の構

成機関・団体が相互に連携して、組織的・継続的に交通安全運動を展開します。 

久喜市交通安全対策協議会に所属する交通安全団体や市民・事業者・行政との連携を強

化し、交通事故のない「安全・安心な久喜市」の実現を目指します。 

① 実施方法 

交通安全運動の実施に当たっては、事前に運動の趣旨、実施期間、重点目標、実施計

画等について、広く市民に周知するとともに、警察等の関係機関・交通安全協会や交通

安全母の会等のボランティア団体等と協力し、市民総ぐるみの交通安全運動を展開しま

す。 

② 運動の重点目標 

交通安全運動の重点目標は、本計画に定めた「高齢者の交通事故防止」、「交差点の

交通事故防止」、「自転車の交通事故防止」を基本に、市内の交通事故の状況を考慮し

て設定します。 

③ 運動の実施時期 

市民の交通安全意識の高揚を図るため、春・秋の全国交通安全運動及び夏・年末年始

の交通事故防止運動等、交通事故が多発する時期をとらえ運動を展開します。 

また、年間を通して、市広報紙を活用し、積極的な広報・啓発活動を展開します。 

（２） 自転車利用者の交通ルールの遵守とマナーアップ 

自転車利用者の交通マナーの向上や自転車乗用中の交通事故、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
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及啓発活動の強化を図ります。 

なお、自転車に同乗する幼児が転倒し頭部に損傷を負う事故が多いことから、幼児用

ヘルメットの普及を促進します。 

（３） シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底 

シートベルト及びチャイルドシートの着用効果、正しい着用方法についての理解を深

め、これらの着用促進を図ります。 

また、後部座席におけるシートベルト着用を促進します。 

このため、関係機関・団体と連携し、あらゆる機会を通じて普及啓発活動を展開しま

す。 

（４） 飲酒運転追放気運の醸成 

飲酒運転が減らず悲惨な交通事故が後を絶たないことから、「飲んだら絶対運転しな

い・させない」との交通安全意識の醸成を図る必要があります。このため、警察署や交

通安全協会、安全運転管理者協会等の関係機関・団体と連携し、「飲酒運転の違法性・

危険性について」積極的な啓発活動を行うとともに、酒類提供業者等による自主的な広

報・啓発活動を支援し、飲酒運転の追放を推進します。 

（５） 暴走族追放気運の醸成 

凶悪化する暴走族の実態を的確に把握し、暴走族追放の広報活動を積極的に行います。 

また、交通安全運動等の機会を捉え、暴走族問題と青尐年の非行問題行動との関連性

等を考慮し、警察署と連携して啓発を図ります。 

（６） 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進 

夕暮れ時・夜間の交通事故を防止するため、自動車・自転車の前照灯の早めの点灯を

促進するとともに、歩行者・自転車利用者に対する反射材の普及を促進します。 

（７） 外国人に対する普及啓発活動の推進 

国際化の進展により、本市に居住・就業する外国人の増加が続く中、外国人に対する
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交通安全対策の必要性が高まっています。 

そのため、日本の交通事故の実態、交通ルール等を外国語のパンフレット等を活用し

て紹介するなど、広報活動を実施し、外国人が日本の交通社会に十分適応できるよう、

必要な交通安全知識の普及啓発を図ります。 

（８）交通安全に関する広報の徹底 

交通安全に関する広報については、市広報紙及び市ホームページ等の広報媒体を活用

し、民間団体との協働も含め、計画的かつ継続的に実施します。 

その際、交通事故の実態を踏まえた広報、日常生活に即した内容の広報、交通事故被

害者の声を取り入れた広報など、具体的で訴求力の高い内容を重点的かつ集中的に実施

するよう努めます。 

 

３ 民間交通安全団体等の主体的活動の促進 

交通安全母の会等の交通安全を目的とする民間団体の、自主的な交通安全対策活動に対

する支援並びに各種事業実施に関する資料等の提供の充実などを行い、その主体的な活動

を促進します。 

また、各季の交通安全運動等を実施する際は、久喜市交通安全対策協議会を中心に行

政・民間団体等が連携し、効果的な活動の展開を図ります。 

さらに、民間団体等による創意・工夫された活動を支援し、自発的な交通安全対策を促

進します。 

 

４ 交通指導員の配置 

児童の登校時の安全を確保するため、「久喜市交通指導員の設置及び運営要綱」に基づ

き、交通指導員を市内小学校の通学路へ適正に配置し、児童の交通事故防止に努めます。

また、毎日の立哨指導や交通安全教室等を通じ、交通安全思想の普及・啓発を図ります。 
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第３章 救急・救助活動の充実 

【施策の体系】 

 

 

 
救急・救助体制の整備 

  
救急・救助体制の充実 

   
    

高度な人命救助体制の確立 
    

    
応急手当の普及啓発活動の推進 

    
    

救急救命士の養成・配置等の推進 
    
    

救急・救助隊員の教育訓練の活動 
    
    

消防車と救急車の連携（ＰＡ連携）の活動 
    
    

指令課員の口頭指導の確立 
    
 

救急医療体制の充実 
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１ 救急・救助体制の整備 

交通事故による負傷者の救命を第一に考え、医療機関と消防機関の相互が連携を取りな

がら、効果的な救急・救助体制の整備を推進します。 

特に、負傷者の救命率・救助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

上における、救急救命士、救急隊員等による高度な、応急手当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（現場に居合わせた

人）による応急手当の普及を推進します。 

（１） 救急・救助体制の充実 

複雑・多様化する交通事故への救急・救助活動を迅速・的確に行えるように、救急・救

助体制の充実を図ります。 

また、通常頻発している交通事故はもとより、多数の負傷者が発生する大規模な事故に

対処するため、救急・救助体制の整備を推進します。 

（２） 高度な人命救助体制の確立 

国内外で発生している大規模な災害や事故などを教訓として、救助活動の重要性が改め

て認識されています。 

このため、本市においても、地震による建物崩壊や列車脱線事故などの大災害が発生し

た場合、迅速に対応できる高度な知識、技術、各種資格を兼ね備えた救助隊員を養成し、

市民生活の安全・安心の確保を図ります。 

また、さらなる防災力の向上を目指す「埼玉ＳＭＡＲＴ」に参加し、関係機関との連携

強化に努めます。 

※ 埼玉ＳＭＡＲＴ
ス マ ー ト

（正式名称「埼玉県特別機動援助隊」） 

災害現場での救助活動を行う「機動救助隊」、２４時間運航体制を取る「防災航空隊」、災害医療

の専門的トレーニングを受けた「埼玉ＤＭＡＴ」の３隊により編成され、地震による建物崩壊や列車

脱線事故など、１つの消防本部では対応が難しい大規模災害が発生したとき、一人でも多くの人命を

救出するために、埼玉県知事の指示で災害現場に駆けつけて活動することを任務とする。 

※機動救助隊 

専門的な訓練や教育を受けた消防の救助隊員によって編成され、生き埋めになった生存者の呼吸な
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ど身体の微細な動きを探知できる電磁波探査装置などの高度な資機材を装備する救助隊である。 

（３） 応急手当の普及啓発活動の推進 

交通事故等による負傷者の救命率の向上を図るためには、救急車が到着するまでにバイ

スタンダーによる適切な応急手当が必要です。 

本市では、市民や事業所を対象に応急手当の重要性を含めた止血法と心肺蘇生法等の普

及啓発活動を行っています。平成１７年からは、救急蘇生の観点から、自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の使用を含めた講習会を開催し、市民に広く応急手当の知識と技術の習得を

推進しています。 

（４） 救急救命士の養成・配置等の推進 

交通事故等に対する救急活動の質の向上を図るため、救急活動の実務経験が豊富な救急

救命士を各消防署及び消防分署に配置し、救急隊員の指導・検証体制の充実強化を推進し

ます。 

また、救急救命士を計画的に養成し配置するとともに、気管挿管、薬剤投与が実施でき

る認定救急救命士を育成し、交通事故等による負傷者の救命率の向上を図ります。 

（５） 救急・救助隊員の教育訓練の実施 

急速な高齢社会の到来、都市化の進展及び交通量の増加に伴う交通事故発生件数の増加

により、救急業務の重要性は増加していることから、救急隊員及び救助隊員の育成と知

識・技術の向上を図るため、教育訓練の一層の充実を図ります。 

（６） 消防車と救急車の連携活動（ＰＡ連携*）の実施 

１１９番通報の内容から必要と認められる場合には、救急車に加えて消防車を同時に出

場させるなど、救急隊と消防隊とが連携した救急活動の充実を図ります。 

救急隊とともに、消防隊が出場することにより、マンパワーが確保され、負傷者の救出・

救護処置が素早く、確実に行われることとなります。 

また、消防車には救急処置に必要な救急資器材を積載し、救急隊の到着の遅れが予想さ
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れる場合には、先に到着した消防隊が必要な応急処置を実施し、救命率の向上を図るため

の連携活動を推進します。 

※ ＰＡ連携 

交通事故等により心肺機能が停止した負傷者に対して、多くの救急資器材を必要とする高度な救命

処置を行う場合や、通路などが狭いために負傷者の搬送が難しい場合など、救急隊員のみでは対応が

困難な事態に備えるため、消防車（ Pumper ）と救急車（ Ambulance ）が同時に出場し、相互に連

携して救急活動を行うもので、双方の頭文字をとって「ＰＡ連携」と名付けられたものです。 

 

（７）指令課員の口頭指導の確立 

１１９番通報の内容から負傷者が心肺機能停止状態と疑われる場合に、指令課員が口頭で

心肺蘇生法を指導し、バイスタンダーによる心肺蘇生法を実施してもらい、救命率の向上を

図ります。このため、東部地域メディカルコントロール協議会と連携して、よりわかりやす

い口頭指導方法の教育を推進します。 

 

２ 救急医療体制の充実 

交通事故の発生により、医療行為が必要な負傷者等に対し、適切な医療が迅速に施せる

よう、行政機関及び医療機関の連携のもと、救急医療体制の充実を図ります。 
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第４章 交通事故被害者支援の推進 

【施策の体系】 

 

 
交通事故相談業務の斡旋 

 

  

  

 
交通事故被害者等の援護 
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交通事故被害者等は、肉体的、精神的及び経済的に多大な打撃を受けることが多く、交

通事故被害者等を支援することは大変重要です。 

交通事故被害者等は、交通事故に関する知識や情報が十分ではないことから、各種被害

者救済制度の周知と充実を図ります。 

 

１ 交通事故相談業務の斡旋 

交通事故の被害者とその家族の福祉の向上を図るため、交通事故相談事業の充実に努め

ます。 

また、交通事故問題は、調停、訴訟等の手続きによらなければ解決が困難なケースもあ

るので、これらの対処については、交通事故紛争処理センターや、日本弁護士連合会交通

事故相談センター等への斡旋を行います。 

 

２ 交通事故被害者等の援護 

交通遺児等に対して、本市が行う交通遺児等奨学金支給事業、埼玉県交通安全対策協議

会が行う援護金の給付事業、自動車事故対策機構が行う生活資金の貸付事業、交通遺児育

成基金が行う育成基金事業等の広報活動に努め、交通事故被害者等の援護の充実を図りま

す。 
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第５章 踏切道の安全確保 

 

【施策の体系】 

 
踏切道の立体交差化及び構造改良の推進 

 

  

 
踏切道の安全に関する知識の普及 

 

 



- 43 - 

 

踏切事故については、長期的には減尐傾向にありますが、改良すべき踏切道はまだ残され

ています。 

そこで、踏切道の立体交差化等を推進することにより、踏切事故の削減を目指します。 

 

１ 踏切道の立体交差化及び構造改良の推進 

交通事故の防止や交通の円滑化を図るため、慢性的な交通渋滞の発生している踏切や狭く

て通りづらい踏切について順次、拡幅改良を推進します。 

立体交差化には時間がかかるため、歩道が狭く緊急的に対応が必要な踏切道については、

歩行者安全対策のため構造改良を推進します。 

 

２ 踏切道の安全に関する知識の普及 

踏切を通行する自動車運転者や歩行者等に対し、踏切事故の危険性を周知するとともに、

安全意識の向上を図るため、交通安全教室等の機会をとおして、啓発活動を行います。 

 


