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は じ め に 

 

 

 本市における交通事故（人身・物件）は、昭和６２年以降急激に増加し、平成１３

年から平成１７年までの間は１０，０００件を上回り、平成１８年以降は８，０００件

から９，０００件台で推移しており、依然として多発の傾向にあります。 

 平成２２年の一年間をとってみても、死者１０人、負傷者２，５１９人と、誠に憂

慮すべき状況が続いています。 

 また、交通事故の傾向として、高齢者の関係する事故が増加しているという特徴が

あり、原因別に見ると脇見運転、一時停止違反による事故が多発しています。 

 この背景には、高齢社会の到来、交通渋滞等による道路環境の悪化、更には運転免

許保有者数、自動車保有台数及び余暇時間の増加などにより、交通環境が大きく変化

したことが原因となっています。 

 こうした状況を踏まえて、道路交通の安全と円滑化を図るため、埼玉県が策定した

第９次埼玉県交通安全計画を参考に、本市における平成２３年度から平成２７年度ま

での５年間の交通安全対策の大綱として、第９次川越市交通安全計画を作成しました。 

 この交通安全計画に基づき、市及び関係機関・団体等をはじめ市民一人ひとりが交

通安全に対する強い意識を持って、全力で交通事故の防止に取り組む必要があります。 
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計画の基本的考え方 

 

 交通安全対策を推進するにあたっては、「人優先」の交通安全思想を基本として、

交通事故根絶を究極目標とし、社会情勢の動向を踏まえ、交通環境の実態に対応した

諸施策を講じる必要があります。 

 交通事故は、事故の関係者をはじめ多くの人達に物心両面にわたる多大なダメージ

を与えており、大きな社会問題となっています。このため、交通事故防止対策を適切

かつ効果的に実施していくことは、重要な課題となっています。 

 交通事故の原因には、「人」、「自動車や列車等の交通機関」及び「交通環境」の

三つの要素があり、これらが複雑に絡み合って発生するとされています。 

 このため、交通安全対策を的確かつ効果的に進めるには、これらの要素について相

互の関連を考慮しながら、交通事故の調査・分析や、交通安全対策に関する評価・予

測等の成果を活用し、適切かつ効果的な施策を総合的に策定し、かつこれを市民の理

解と協力のもと、国、県及び関係機関・団体と緊密な連携を図りつつ、強力に推進し

ていく必要があります。 

 このような観点から、本計画は交通安全対策基本法に基づき、埼玉県交通安全計画

を参考にするとともに、第三次川越市総合計画との整合を図りながら作成しました。 
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第９次川越市交通安全計画における  

 

 
 

推進する施策の体系  
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第１部　道路交通の安全

第１章　道路交通事故の傾向と交通安全対策の方向

１　道路交通事故の傾向

（１）　川越市の位置及び道路交通

（２）　川越市の交通事故の傾向

ア　交通事故死者の傾向

イ　高齢者の交通事故の傾向

ウ　交通事故の発生場所

エ　交通事故の原因

オ　自転車利用中の事故

２　交通安全対策の方向

（１）　計画の目標

（２）　対策の方向

（３）　対策の重点

ア　高齢者の交通安全の確保

イ　子供の交通安全の確保

ウ　交差点における交通事故の防止

エ　自転車による交通事故の防止

３　交通円滑化対策の方向

第２章　推進する施策

第１節　人と環境にやさしい道路交通環境の整備

１　道路交通環境の整備

（１）　交通の円滑化・道路交通網の整備

ア　幹線道路の整備

イ　沿道環境及び生活道路の整備

ウ　交差点の改良及び道路の拡幅

エ　道路における交通安全施設の整備

（２）　安全で快適な交通環境の整備

ア　歩行者・自転車の安全対策

イ　交通環境のバリアフリー化の推進

ウ　通学路の整備

エ　交通安全施設の整備

（３）　効果的な交通規制の促進

２　交通需要マネジメントの推進

（１）　公共交通機関の利用促進

（２）　自動車の効率的利用の促進

（３）　徒歩・自転車利用の促進

３　総合的な駐車対策の推進

（１）　駐車施設整備の推進

（２）　郊外型駐車場の整備

４　自転車等駐車対策の推進

（１）　自転車駐車施設の整備

（２）　放置自転車等の解消

ア　撤去

イ　指導・啓発

５　その他の道路交通環境の整備

（１）　重大事故の再発防止

（２）　道路占用の適正化

ア　道路占用の抑制

イ　不法占用物件等の排除

ウ　道路掘り返しの規制等

（３）　子供の遊び場等の確保

（４）　自動車交通公害対策の推進

５



第２節　交通安全思想の普及徹底

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

（２）　児童生徒に対する交通安全教育

ア　小学校における交通安全教育

イ　中学校における交通安全教育

ウ　高等学校における交通安全教育

（３）　若者に対する交通安全教育

（４）　成人に対する交通安全教育

（５）　高齢者に対する交通安全教育

ア　高齢者(歩行者・自転車利用者)に対する交通安全教育

イ　高齢運転者に対する交通安全教育

（６）　障害のある人に対する交通安全教室

（７）　交通安全教育指導者の養成

２　交通安全啓発活動

（１）　広報活動の推進

（２）　交通安全運動の推進

（３）　シートベルト、チャイルドシートの着用の徹底

（４）　夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進

（５）　飲酒運転根絶の推進

３　交通安全関係団体の活動の促進

第３節　安全運転の確保

１　運転者に対する啓発活動の推進

２　二輪車安全運転対策の推進

３　高齢運転者対策の推進

４　自転車の安全確保

第４節　道路交通秩序の維持

１　交通の指導取締りの強化等

２　暴走族対策の推進

（１）　暴走族対策の推進

（２）　暴走族追放の広報活動の推進

（３）　暴走族追放のための環境整備

第５節　緊急時における救急救助体制の整備充実

１　救急救助業務実施体制の整備充実

（１）　救急救命士の積極的活用等

（２）　救急・救助体制の充実

（３）　救急隊員及び救助隊員の教育訓練の充実

（４）　応急手当の普及

２　救急医療体制の整備

第６節　被害者救済体制の充実等

１　交通事故相談の充実

２　被害者の援護

第２部　踏切道における交通の安全

第１節　踏切道の立体交差化及び構造改良の促進

第２節　踏切保安施設の整備及び交通規制の促進

第３節　踏切道の統廃合の促進

第４節　その他踏切道の交通安全と円滑化

６
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 第1部 道路交通の安全 
 

第１章 道路交通事故の傾向と交通安全 

対策の方向 

 

 １ 道路交通事故の傾向 

 （１）川越市の位置及び道路交通 

川越市は埼玉県の南西部に位置しており、平成２３年４月１日現在の人口

は343,276人で、平成１８年同期に比べ10,525人の増加となっています。 

川越市の道路網は、関越自動車道と国道254号が南北方向の軸として、国道

16号が東西方向の軸として、それぞれ主要幹線道路を形成し、これら主要幹線

道路を補完する市道や県道が中心市街地から放射状に広がっています。このた

め、中心市街地に交通が集中しやすい構造となっています。また、多車線道路

として整備されている路線は、国道及び県道（川越北環状線／一部区間供用開

始）のみであり、全体として幅員も狭く、規格の低い道路網で構成されていま

す。 
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（２）川越市の交通事故の傾向 

市内の交通事故発生件数の推移を見ると、死者数については昭和４７年に過 

去最悪の３４人を記録しましたが、昭和４９年に１１人に減少し、その後、ほぼ

１０～２０人で推移して、平成１９年以降は１０人以下となっています。 

交通事故総件数については、平成１８年以降は１万件を割り減少傾向にあり、 

人身事故件数についても、平成１７年以降、年々減少している傾向にあります。

【図１・２】 

 

         図１ 川越市内の交通事故死者数・傷者数の推移 

   

          図２ 川越市内の交通事故件数 
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 ア 交通事故死者の傾向 

交通事故による死者を年齢層別に見ると、年によりばらつきがありますが、

死者全体に占める高齢者（65歳以上）の構成率が比較的高い傾向にあります。

【図３】 

    図３ 川越市内の年齢層別交通事故死者数の推移 

  イ 高齢者の交通事故の特徴 

傷者数については、平成１３年から６年連続で年間3,000人以上で推移してい

たものの、平成１９年以降、3,000人を割り、ここ数年は2,500人前後と減少傾

向にありますが、高齢者については、平成１５年以降は300人台のまま横ばいの

状況を示しています。【図４】 

 

    図４ 川越市内の年齢層別交通事故傷者数の推移 

人



 １０

    平成２２年中の交通事故死者の年齢層別の割合と、人口の年齢層別の割合を

   対比してみると、全死者中で高齢者の割合が最も高く(70％)、全人口中の高齢

   者の割合(20.8％）に比べ約3.5倍となっています。【図５】 

これに比べ、交通事故傷者の年齢層別の割合と、人口の年齢層別の割合を対

比したものでは、高齢者の傷者の割合（12.8％）は、全人口中の高齢者の割合

より大幅に少ないことが判明しています。【図６】 

このことから、高齢者は事故に遭う割合が低いのにも関わらず、死亡事故と

なるケースが多いことがわかります。 

 

    図５ 川越市内の年齢層別人口及び交通事故死者数の対比（平成２２年） 
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 ウ 交通事故の発生場所               

   交差点とその付近での交通事故が、平成 

２２年においては、全体の約６割を占めて 

います。                    図７ 事故発生場所の割合 

交通事故の抑止には、交差点での事故対 

策を重点的に実施する必要があります。 

   

 エ 交通事故の原因 

   交通事故の原因としては、脇見運転等と一時不停止によるものが多くの比率を

占めています。【図８】 

 

       図８ 川越市内の法令違反別交通事故件数の推移 
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 オ 自転車利用中の事故 

自転車利用中の事故が多発しています。最近の自転車の事故は被害者だけでは 

なく、加害者になるケースも増えています。 

なかでも、事故を起こした自転車に法令違反が認められるケースが平成１８ 

年以降では約９０％前後となるなど、自転車利用者自らが交通ルールを遵守して

いない状況が続いています。【図９】 

また、自転車の事故件数を見ると、平成１７年は８５３件あったものが、平成

１８年以降は毎年減少し、平成２２年には６７８件となっています。【図１０】 

 

      図９ 川越市内の自転車事故における法令違反の有無割合 

 

 

    図１０ 川越市内の自転車事故の発生件数の推移 

件
数 
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   本市の交通事故はこのような特徴を示しており、交通事故の総件数では減少傾

  向にあるものの、依然として多発の傾向で推移しており、その背景には、都市化

  の進展に伴う人口増加、運転免許保有者数の増加、車両保有台数及び自動車走行

  距離等の増加という道路交通の量的拡大とともに、高齢社会の到来等による交通

  環境の質的変化があるものと考えられます。 

 また、依然として道路利用者全体の安全意識が低いため、無謀運転をはじめと

する加害者側の原因だけでなく、歩行者や自転車利用者等の被害者側の法令違反

が多く認められることも、交通事故が多発の傾向で推移していることにつながっ

ています。 

 

 ２ 交通安全対策の方向  

 （１）計画の目標 

    平成２７年までに 

  ① 交通事故による死者数を年間６人以下とする。 

② 交通事故死傷者数を年間１８００人以下とする。 

 

本市から交通事故を根絶することが究極の目標ですが、一朝一夕にこの目標を 

達成することは困難であると考えられることから、本計画の終期である平成２７

年までに年間の道路交通事故による死者数を６人以下、死傷者数を１８００人以

下とすることを目指します。 

 本計画では、埼玉県における第９次埼玉県交通安全計画の目標である平成２７

年までに年間の交通事故死者数を１２５人以下、死傷者数を人口１０万人当たり

５２５人以下とする目標を踏まえ、本市における目標を設定しました。 

 

（２）対策の方向 

   交通事故の根絶を目指し、安全で快適な交通社会を築いていくためには、人間

尊重の理念のもとに交通環境の変化を踏まえ、総合的な交通安全対策を積極的に

推進していくことが必要です。 

   交通安全対策を推進していくためには、幼児、児童、高齢者、障害のある人の

交通安全対策、飲酒等無謀運転の防止対策、交通安全意識の普及徹底に努め、さ

らに道路環境の整備、車両の安全性の確保、緊急時における救急救助体制の整備、

被害者救済体制の充実等の交通安全対策を市及び関係機関・団体が一体となって、

総合的かつ計画的に推進していくことが必要です。 
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 （３）対策の重点 

   ア 高齢者の交通安全の確保 

     高齢者の交通事故を防止するため、歩道や分かりやすい標識などの道路交

通環境の整備と、歩行中・自転車乗用中の交通事故防止に関する啓発活動を

強化するとともに、高齢者に対する交通安全教育を推進します。 

     また、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を推進します。 

     更に、運転免許証を自主返納した高齢者に対して、身分証明書として使用

できる住民基本台帳カードの発行無料化について、実施に向け検討します。 

     

   イ 子供の交通安全の確保 

     子供の交通事故を防止するため、学校における交通安全教育を推進すると

ともに、通学路の危険個所を点検し対策を実施します。 

 

   ウ 交差点における交通事故の防止 

     交通事故の約６割を占める、交差点とその付近における交通事故を防止す

るため、交差点を中心とした道路環境の整備を推進します。 

 

   エ 自転車による交通事故の防止 

     自転車利用者の交通事故を防止するため、自転車乗用中の交通事故防止に

関する啓発活動及び学校等における自転車安全利用５則を基本とした交通安

全教育を推進します。 

 

   自転車安全利用５則 

① 自転車は、車道が原則、歩道は例外。 

普通自転車は次の場合、歩道を通行することができる。 

⑴「歩道通行可」の標識等があるとき。 

⑵以下の者が運転するとき。 

・児童（６歳以上１３歳未満）や幼児（６歳未満） 

・７０歳以上の高齢者 

・内閣府令で定める障害のある身体障害者 

⑶車道または交通の状況に照らして、やむお得ないと認められるとき。 

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。 
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④ 安全ルールを守る。 

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

・夜間のライト点灯 

・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認 

⑤ 子供はヘルメットを着用。 

 

 ３ 交通円滑化対策の方向 

   近年、道路整備を上回る自動車交通量の増加により、中心市街地における慢性

的な交通渋滞が発生しており、歩行者の安全や経済活動が阻害されるなど、市民

生活全般にわたって大きな影響を及ぼしています。 

   また、年々増加する観光客等川越を訪れる人々にとっても、安全で快適に川越

のまちを散策できる環境の整備が必要となっています。 

   今後、環状線等の道路改築等のハード整備のみでは限界があるため、通過交通

の迂回誘導、企業及び学校の送迎バス等の迂回誘導、公共交通機関の充実と利用

促進、道路整備や交差点改良による渋滞の緩和、効率的な駐車場の整備による待

機車両の解消、効果的な交通規制による交通の抑制及び滞留時間の短縮等総合的

かつ計画的に実施する必要があります。 

 

第２章 推進する施策 

 

第１節 人と環境にやさしい道路交通環境の整備 

 １ 道路交通環境の整備 

 （１）交通の円滑化・道路交通網の整備  

くるま社会の急速な進展は、道路整備を上回る交通量をもたらし、特に中心

市街地における交通渋滞は、市民生活や経済活動にも多大な影響をもたらして

います。 

また、市民意識調査においても、最も多く望まれている施策の一つに、道路

交通網の整備が挙げられています。 

市民が安全で活発な都市活動を円滑に行うため、広域的な視点に立った道路

体系の確立をすべく幹線道路の整備や、地域活動を豊かにする生活道路等の道

路交通網の整備促進を図ります。 

 

   ア 幹線道路の整備 

現況交通の効果的な分散を図り、市街地へ流入する通過交通の排除と渋滞
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の解消や交通事故を防止するため、バイパス機能を持つ環状道路の整備を図

ります。 

また、国道や県道等の主要幹線道路及び圏央道インターチェンジへのアク

セス道路等の整備の促進を図ります。 

なお、国県道については渋滞交差点の改良を促進し、安全性の向上と交通

の円滑化に努めます。 

 

   イ 沿道環境及び生活道路の整備 

安全で快適な道路空間の確保や優れた都市景観の創出、都市防災の観点等

も含めて、積極的に電線類の地中化を推進します。 

また、市民の生活に密着した生活道路は、幹線道路との整合を図り、地域

の特徴や沿道の自然環境などに配慮し、住民との合意形成を行いながら整備

を推進します。 

 

   ウ 交差点の改良及び道路の拡幅 

交差点及び交差点付近の交通事故の防止と交通渋滞を緩和するため、道路

の拡幅や交通動態に応じた右左折帯を整備するなどの交差点の形状改善を推

進します。 

また、視認性に優れた道路標識、注意看板等の設置や路面標示の整備を推

進します。 

 

   エ 道路における交通安全施設の整備 

道路の新設や改良にあたっては、歩道、中央分離帯、道路照明灯、道路標

識等の交通安全施設についても併せて整備を推進します。 

 

 （２）安全で快適な交通環境の整備  

    高齢者や障害のある人が積極的に社会参加できるような安全で快適な交通環

境を創出するため、段差の少ない歩道の整備、視覚障害者誘導用ブロック等の

交通安全施設の整備を推進します。 

 

   ア 歩行者・自転車の安全対策  

交通量の多い区間や通学路等については、歩行者の安全を確保するため、

歩道や路側帯を整備し歩行者優先のまちづくりを進めます。 

また、自転車が安全に通行できるよう、自転車通行帯や自転車道など歩行
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者と自転車と車の分離を図るような道路の改善に努め、自転車の利用を促進

します。 

 

   イ 交通環境のバリアフリー化の推進 

高齢者や障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を送れるようにす

るため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「埼

玉県福祉のまちづくり条例」等に基づき、駅や公共施設のバリアフリー化や

歩道の拡幅、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの整備等を推進すると

ともに、放置自転車等通行の妨げとなる障害物の一掃に努めます。 

 

   ウ 通学路の整備  

児童生徒の安全を確保するため、通学路について歩道等の整備を推進する

とともに、安全点検の結果を踏まえ、計画的な整備を図ります。 

 

   エ 交通安全施設の整備  

交通事故多発地点等については、現場診断や事故分析に基づき、交通安全

施設等を整備します。 

見通しの悪い交差点等への道路反射鏡の設置や、夜間事故防止のための道

路照明灯の設置など、交通事情に対応した交通安全施設の整備を推進します。

 また、視認性に優れた大型標識及び路面標示を整備します。 

 

 （３）効果的な交通規制の促進 

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑化を図るため、地域のまちづ

くりと連動した効果的な交通規制を促進します。 

危険性の高い交差点への信号機や音響式信号機の設置について関係機関に要

請します。 

また、地域の交通事情を考慮し、安全で円滑な交通環境を確保するための交

通規制、幼児・児童生徒・高齢者・障害のある人等の安全を確保するための交

通規制等について、関係機関に要請します。 

 

 ２ 交通需要マネジメントの推進  

 （１）公共交通機関の利用促進 

道路の交通総量の減少による交通渋滞の緩和、交通事故防止及び円滑な道路

交通の確保を図るため、鉄道やバスなど、公共交通機関の利用の促進を図りま
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す。 

また、公共交通機関の利用がしやすくなるよう、鉄道事業者、バス事業者の

ほか、国や県等と様々な施策について検討を進めます。 

路線バスについては、ノンステップバスの導入やバス停環境の整備、バスロ

ケーションシステムを活用した駅等における発着案内板及びバス総合案内板の

整備を促進します。更に、空港や地方都市へのアクセスとして高速バスの充実

を図ります。 

鉄道・駅については、鉄道駅周辺整備のほか、鉄道とバスとの円滑な乗り換

えができるように必要な情報提供を図ることで、観光客はもとより市民など日

常的なバス利用者を増加させ、自動車から公共交通機関への利用転換を図るた

め、交通事業者と連携して鉄道のサービスレベルの向上やバスと鉄道の連携強

化など、公共交通の利便性の向上及び駅施設の改善を図ります。 

市内循環バス「川越シャトル」については、路線バスを補完する公共交通機

関として利便性、効率性を考慮し、利用しやすいバスの運行を図ります。 

 

 （２）自動車の効率的利用の促進  

市民一人ひとりが過度な自動車依存を見直し、公共交通や自転車など環境に

も健康にもやさしい交通行動への自発的な変化を促す取り組みとして、ノーカ 

ーデーの実施をはじめ、円滑で安全な道路交通を確保するため、相乗りや効率

的な物資の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。 

 

 （３）徒歩・自転車利用の促進  

道路の交通渋滞の緩和及び円滑な道路交通の確保を図るため、また環境保全

対策の視点からも、街中などでの移動の際自転車の利用や徒歩によることを促

進します。 

また、安心して歩ける歩行空間の確保や、自転車が安全に通行できる空間を

確保するため、道路や関連施設の改善に努めます。 

 

 ３ 総合的な駐車対策の推進 

 （１）駐車施設整備の推進 

改正道路交通法の施行により、中心商業地区での違法駐車車両の取り締まり

の強化がなされた一方で、大規模店舗附帯駐車場の空車待ちや、荷さばきの駐

車車両に伴う交通渋滞が、快適な歩行空間や円滑な道路交通に影響を及ぼして
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います。 

このことから、計画的に駐車施設を整備するために、駐車場整備地区の指定、

駐車場整備計画の検討を行うと共に、道路交通円滑化施策の視点から、早急に

附置義務条例の見直しを進めます。 

 

 （２）郊外型駐車場の整備 

観光の中心である蔵造りの町並み周辺地域へ流入する自動車交通量を抑制し、

交通渋滞の緩和及び観光客の安全を確保するため、観光客等の自動車を郊外で

受ける郊外型駐車場の整備を推進します。 

また、郊外型駐車場からのアクセス方法として、徒歩のほか、パークアンド

バスライドやパークアンドサイクルライドなど、様々な方法でのアクセス手段

の確保を検討します。 

 

 ４ 自転車等駐車対策の推進 

 （１）自転車駐車施設の整備  

自転車駐車需要の多い駅周辺に自転車駐車場の整備を推進するとともに、道

路、公共空地を自転車駐車場としての活用を図ります。 

また、民間への補助制度を活用して、民営自転車駐車場の整備の促進を図る

とともに、各個別の施設、商店等にも自転車の駐車エリアの設置について、協

力を依頼します。 

更に、鉄道事業者に対し、用地提供や自転車駐車場設置などの積極的な対応

を求め、自転車駐車施設を整備します。 

 

 （２）放置自転車等の解消  

駅周辺の道路、歩道等に大量に放置された自転車等は、通行の障害、災害時

や緊急時の妨げ、都市景観の阻害等さまざまな社会問題をもたらしています。

 これを解消するため、歩行者、特に高齢者や障害のある人が安心して外出で

きるように、自転車等の放置防止対策を積極的に推進します。 

 

   ア 撤去 

駅周辺の道路、歩道等に放置してある自転車を「川越市自転車放置防止条

例」に基づき撤去し、歩行者、特に高齢者や障害のある人の安全確保を図り

ます。 

また、「自転車放置禁止区域」に指定されていない駅周辺については、新
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たに禁止区域指定に向け作業を進めるとともに、自転車駐車施設の整備等を

促進し、放置自転車の整理・撤去を図ります。 

 

   イ 指導・啓発 

自転車利用者に対し、自転車の放置を防止するため、朝の置き方指導員に

よる指導や啓発を強化するとともに、放置禁止を警告する路面標示などを実

施します。 

また、啓発活動として、クリーンキャンペーン、広報車による巡回広報な

どを実施します。 

更に、放置自転車が引き起こす弊害を広く市民に周知するため、広報紙等

への掲載や市内各中・高等学校への生徒指導の依頼などにより、自転車の放

置防止を図ります。 

 

 ５ その他の道路交通環境の整備 

 （１）重大事故の再発防止  

重大事故が発生した際には、関係機関と協力し速やかに当該箇所の現場診断

を行い、道路交通環境等の事故発生要因に即した所要の対策を講じ、事故の再

発防止を図ります。 

 

 （２）道路占用の適正化 

   ア 道路占用の抑制  

道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通環境を確保するため、道路

占用については、極力抑制する方針のもとに適正な許可を行います。 

また、道路占用許可条件の履行、占用物件の適正な維持管理について指導

監督の強化を図るとともに、特に送迎バス等の停車場所や運行については、

貴重な道路空間を適正に利用するため、相互の連絡調整とルール化を図りま

す。 

 

   イ 不法占用物件等の排除 

道路交通に支障を来たし、災害時や緊急時の妨げとなる不法占用等の防止

を図るため、関係機関や商店街等にも協力を求め、啓発活動及び指導取締り

を実施します。 
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   ウ 道路掘り返しの規制等  

道路の掘り返しを伴う占用工事等については、無秩序な掘り返しと工事事

故を防止するため、計画的な占用工事の施工について調整を図ります。 

 

 （３）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の防止と良好な生

活環境を創出するため、都市公園や児童遊園の整備を推進するとともに公共施

設等の有効利用を図ります。 

 

 （４）自動車交通公害対策の推進 

大気汚染及び騒音等の監視測定体制の充実を図り、発生源の実態把握に努め

ます。 

また、アイドリング・ストップの実施や急発進や急加速の防止などのエコド

ライブの実践を啓発します。 

 

第２節 交通安全思想の普及徹底 

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、自他の生命尊重という理念の下に、市民一人ひとりが交通社

会の一員としての責任を自覚し、率先して交通ルールと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。 

交通安全教育の実施にあたっては、児童生徒には参加・体験の手法を取り入れ

るなど、わかりやすい指導に努めるとともに、人の成長過程に合わせた生涯にわ

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、幼稚園、保育園、家庭及び地域において、身

近な生活のなかで交通安全のきまりを理解させ、すすんできまりを守り、安全

に行動できる習慣や態度を身につけさせることを目標とします。 

このため、幼稚園、保育園、家庭及び地域において、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実施します。また、幼児の特性や

発達段階に配慮し、幼児向け交通安全ビデオ等視聴覚教材を活用するなど、分

かりやすい指導に努めます。 
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 （２）児童生徒に対する交通安全教育 

小学校、中学校、高等学校における交通安全教育は、人間尊重の理念のもと

に、児童生徒の心身の発達や地域の実情に応じて、日常生活における歩行及び

自転車のルールなど、交通安全に必要なことがらを理解させることが必要です。

社会の一員として、自己の安全のみならず他の人々や社会に貢献できる健全な

社会人を育成することを目指し、学校、家庭、地域の連携を図りながら計画的

かつ継続的に実施します。 

 

   ア 小学校における交通安全教育 

小学生の時期は、安全教育に対して習得の程度に個人差はあっても、一様

に素直に受け止め、身に付けようとすることから、安全教育にとって最適な

時期で、身の回りの危険について一通りの教育が可能であり、その効果は大

きいものといえます。 

このことから、特に歩行者としての安全確保及び自転車のルールと安全な

乗り方について、自ら安全に行動できるよう指導します。 

なお、児童の交通事故は、道路への飛び出しや左右の安全未確認等による

ものが多いことから、できるだけ臨場感のある具体的な行動場面を設定し、

「安全を確かめる習慣」を身につけられるような指導を実施します。 

 

   イ 中学校における交通安全教育 

中学生の時期は、幼少期から青年期への過渡期であり、独立心が高まる反

面、仲間や集団からの影響を受けやすい時期です。学校は生徒の心理状態や

友人関係を適切にとらえて、学級活動や学校行事等の場を有効に利用し、歩

行者としての安全確保、自転車の通行ルール、正しい交通マナー等交通事故

の防止と交通安全について、重点的に指導します。 

また、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指導を徹底します。 

 

   ウ 高等学校における交通安全教育 

高校生の時期に法や決まりの意義を理解し、それを遵守することの大切さ

について自覚を促すことが大切です。特に、自転車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、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

健全な社会人となるよう指導します。 



 ２３

 

 （３）若者に対する交通安全教育 

若者に対する交通安全教育は、若者の交通事故実態及び交通事故加害者とし

ての責任の周知に重点を置き、著しい速度超過、飲酒運転等無謀運転の防止を

図るため、自己の運転技量に対する認識及び社会的責任を自覚させ、運転者と

しての交通安全意識を高める教育を積極的に推進します。 

また、若者の特性を踏まえ、若者が積極的に参加・理解しやすい効果的な安

全教育を推進するため、関係機関・団体とともに、二輪車及び四輪車の運転実

技教育等の参加体験型教育を積極的に推進します。 

特に、二輪車運転者に対しては関係機関・団体等が連携して、二輪車の安全

に関する各種情報の提供、自主的な訓練への協力を実施します。 

 

 （４）成人に対する交通安全教育 

運転者に対して、死亡事故に直結するおそれの高い、著しい速度超過や飲酒

運転等無謀運転の禁止を呼びかけるとともに、安全運転に必要な知識、技術、

特に危険予測・回避能力の向上に努めます。 

また、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等運転者としての社会的責

任を自覚させるため、地域や職場における各種講習会や民間交通安全団体等を

通じて安全運転を具体的に教える実践的、体験的な講習会の開催を促進します。 

更に、交通安全協会をはじめとする各種交通安全団体の活動及び自動車製造

販売者団体、自動車利用者団体等の交通安全活動に対して、積極的に指導・協

力を行います。 

 

 （５）高齢者に対する交通安全教育  

高齢社会の到来とともに、高齢者の社会的活動が活発化するなかで、高齢者

の関係する交通事故は、増加の一途をたどっています。 

また、その事故形態は従来の「被害型事故」の増加に加え「加害型事故」の

増加という二重構造になりつつあります。このため、高齢者に対する交通安全

教育の推進がますます重要となっています。 

 

ア 高齢者（歩行者・自転車利用者）に対する交通安全教育 

 高齢者に対する交通安全教育は、加齢に伴う心身機能の変化が、歩行中や

自転車利用中の交通行動に及ぼす影響についての理解と、道路及び交通の状
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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

を習得することを目標とします。 

目標達成のため、関係機関・団体と連携して、高齢者に対する社会教育活

動、福祉活動、各種の催し等の機会を活用して、積極的に交通安全教育を実

施するとともに、高齢者世帯や高齢者支援施設への訪問による指導・啓発活

動を推進します。 

また、夜間の交通事故防止に効果の高い反射材の普及促進等、交通安全用

品の普及に努めます。 

 

   イ 高齢者運転者に対する交通安全教育 

     加齢に伴う運動能力や反動動作等の心身機能の変化及び自動車の特性等を

再認識するため、関係機関・団体、自動車教習所と連携し運転適性診断や運

転技能診断を実施します。 

     また、運転免許証の自主返納についての啓発に努めるとともに、自主返納

した高齢者に対しては、身分証明書として使用できる住民基本台帳カードの

発行無料化について、実施に向け検討します。 

 

 （６）障害のある人に対する交通安全教育 

    障害のある人に対する交通安全教育は、交通安全に必要な技能及び知識の習

得のため、地域における福祉活動の場を利用するなどして、障害の種類や程度

などに応じた、きめ細かい交通安全教育を推進します。 

 

 （７）交通安全教育指導者の養成 

交通安全教育を積極的に推進し、幼児から高齢者に至るまでの発達段階に応

じ、学校、職場、家庭、地域等において、実践的かつ効果的な交通安全教育を

実施するためには、単なる知識の伝達にとどまることなく、すべての人々の安

全行動に結びつくような説得力のある指導ができる交通安全教育指導者が必要

です。 こうした交通安全教育に必要な知識と優れた指導力を身につけた指導

者を養成するために、関係機関・団体と連携し、学校、職場、地域等における

指導者を対象とした講習会や研修会等の充実を図ります。 

 

 ２ 交通安全啓発活動 

 （１）広報活動の推進  

交通安全に対する関心と意識を高めるため、広報紙等を通じて日常生活に密
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着したきめ細かい広報を行います。さらに、交通安全運動期間中には、広報紙、

リーフレット等の配布と併せて、街頭指導や広報車による広報活動を積極的に

実施します。 

 

 （２）交通安全運動の推進  

交通安全運動は、市民参加の運動として関係機関・団体と緊密な連携を保ち

ながら、市民の交通安全思想の普及・徹底を図ります。 

正しい交通ルールの遵守とマナーの実践を習慣づけるために、子供、高齢者、

障害のある人の事故防止、無謀運転の追放、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、違法駐車の排除、携帯電話を使用しなが

らの運転の防止等交通事故の原因に即した重点目標を掲げ、集中的に交通安全

運動を実施します。 

 

 （３）シートベルト、チャイルドシートの着用の徹底 

後部座席を含めたシートベルト着用及びチャイルドシート使用の効果、正し

い着用等の方法についての理解を深め、全ての座席におけるシートベルト着用

及びチャイルドシートの正しい使用の徹底を図ります。 

このため、関係機関・団体と連携し、交通安全運動期間中の街頭指導の機会

等を促えて普及啓発活動を展開します。 

 

 （４）飲酒運転根絶の推進 

飲酒運転を根絶させるため、飲酒運転の危険性を様々な機会を促えて広報し、

安全教育等においても徹底指導を行い、「飲酒運転は、社会的犯罪である」と

いう市民の認識を深め、市民総ぐるみで飲酒運転を許さない規範意識の確立を

図ります。 

 

 （５）夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進 

    夕暮れ時や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や自発光式

ライト等の普及、特に高齢者に対する明るい服装等の着用効果に関する広報及

び啓発を推進します。 

 

 ３ 交通安全関係団体の活動の促進  

交通安全を目的とする関係機関・団体等については、交通安全教育指導者の養
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成等の事業及び諸行事に対する援助、交通安全対策に必要な資料を提供するなど

により、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、川越市交通安全推進協議会を中

心に、行政や関係機関・団体等が緊密に連携を取りあい、効果的な活動の展開を

図ります。 

更に、関係機関・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。 

 

第３節 安全運転の確保 

 １ 運転者に対する啓発活動の推進 

無謀運転や違法駐車等他の迷惑となる行為の自粛、安全確認の徹底、シートベ

ルト・チャイルドシートの正しい着用の徹底等について、関係機関・団体と連携 

・協力して、運転者に対する安全運転の啓発活動を推進します。 

 

２ 二輪車安全運転対策の推進 

若者や女性層に多用され、また事故も多い自動二輪車及びミニバイクの安全対

策については、街頭活動をはじめとして、関係機関・団体を通じての安全教育活

動に協力し、事故防止を図ります。 

また、若者が興味を持って積極的に参加できる体験型安全教育、技能講習会等

の実施を促進します。 

 

 ３ 高齢運転者対策の推進 

高齢社会の到来に伴い、高齢者の運転機会が増加していることから、関係機

関・団体と連携し、運転適正診断の促進を図ります。 

   また、高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者マークの使用を啓発します。 

 

 ４ 自転車の安全確保 

自転車利用者に対し、自転車の無料点検や交通安全教育及び広報活動を通じて、

規格や基準に適合した自転車利用を呼びかけます。 

また、自転車安全利用５則などの、通行ルールの遵守及び公共の場所に自転車

を放置しないよう呼びかけるなど、自転車の安全利用を図るとともに、自転車へ

の反射材の装着を促進し、夕暮れ時や夜間における安全確保を進めます。 

更に、自転車利用者が加害者となる事例が増加していることから、歩行者保護

の運転を心掛けるよう啓発に努めるとともに、併せて子供自転車免許制度や高齢
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者自転車免許制度を活用し、自転車利用者の安全意識の高揚を図ります。 

 

第４節 道路交通秩序の維持 

 １ 交通の指導取締りの強化等 

死亡事故等の重大事故に直結する、無免許運転、飲酒運転、スピード違反、暴

走行為等の悪質危険なものは、取締まりの強化や指導を関係機関に要請します。 

 

 ２ 暴走族対策の推進 

 （１）暴走族対策の推進  

暴走行為による事故、事件の発生を未然に防止し、交通秩序を確保するとと

もに、青少年の健全育成を図るため、暴走族対策を関係機関・団体と連携し強

力に推進します。 

 

 （２）暴走族追放の広報活動の推進  

暴走族追放の気運を高めるため、関係機関・団体と連携を図りながら広報活

動を積極的に実施するとともに、家庭、学校、職場、地域等における青少年に

対する適切な指導を実施します。 

 

 （３）暴走族追放のための環境整備  

暴走族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、集合さ

せない環境整備に努めるとともに、暴走行為等を行わせないための道路環境整

備を推進します。 

 

第５節 緊急時における救急救助体制の整備充実 

 １ 救急救助業務実施体制の整備充実 

 （１）救急救命士の積極的活用等  

救命率の向上を図るため、救急救命士を養成するとともに、気管挿管、薬剤

投与が実施できる救急救命士の育成を図り、救急業務の高度化を推進します。 

 

 （２）救急・救助体制の充実  

交通事故に起因する救助活動の増加及び事故の種類、内容の複雑多様化に対

処するため、救助体制の整備、拡充を図るとともに、関係機関との連携を強化

し、救急・救助活動の円滑な運用を図ります。 
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 （３）救急隊員及び救助隊員の教育訓練の充実  

救急隊員及び救助隊員の養成と知識や技術等の向上を図るため、各種研修へ

の積極的参加及び訓練資器材を整備し、教育訓練の充実を図ります。 

 

 （４）応急手当の普及 

市民が、緊急時に適切な応急手当を施せるようにするため、自動体外式除細

動器（ＡＥＤ）の使用・取扱いを含めた講習会を実施し、応急手当の知識と実

技の普及を図ります。 

 

 ２ 救急医療体制の整備 

交通事故の発生に迅速に対処するため、関係機関・団体との連携のもと、救急

医療体制の充実を図ります。 

 

第６節 被害者救済体制の充実等 

 １ 交通事故相談の充実 

交通事故の被害者やその家族の福祉の向上に努めるとともに、相談内容の多様

化・複雑化に対処するため、交通事故相談業務の充実を図ります。 

相談にあたっては、交通事故被害者等の心情に配慮した相談に努めます。 

また、関係機関・団体等との連携を強化し、交通事故相談業務の円滑かつ適正

な運営を図ります。 

なお、損害賠償問題に関し、調停、訴訟等の手続きによらなければ問題の解決

が困難であると思われる相談事案については、市の法律相談や関係機関を紹介し

ます。 

 

 ２ 被害者の援護  

交通事故により遺児となった児童生徒に対し、交通遺児奨学金を支給するとと

もに、自動車事故対策センター等各団体が実施する各種奨学金制度を活用できる

よう配慮します。 

 

 

 

 

 

 



 ２９

第２部  踏切道における交通の安全 
 

第１章 踏切道事故の傾向と交通安全 

対策の方向 

踏切道事故は、踏切保安設備等の整備により長期にわたって減少傾向にあります

が、ひとたび発生すると多数の死傷者を生じさせるなど、重大な結果をもたらしま

す。 このことを踏まえて、踏切道の立体交差化、構造改良、保安設備の整備、交

通規制、踏切の統廃合の促進等、踏切事故の発生を極力防止するための措置を、鉄

道事業者及び関係機関に積極的に働きかけます。 

 

第２章 推進する施策 

 

 第１節 踏切道の立体交差化及び構造改良の促進 

鉄道との平面交差により渋滞が発生している主要な幹線道路の踏切においては、

立体交差化を検討し、都市内交通の円滑化に努めます。 

また、主要駅に近く遮断時間が特に長い踏切については、歩行者の利便性と安

全性を向上させる構造改良を推進します。 

 

 第２節 踏切保安施設の整備及び交通規制の促進  

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、自動車や歩行者等の通行状況、

幅員、迂回路の状況等を勘案し、踏切遮断機等の踏切保安施設の高規格化を鉄道

事業者に要請するとともに、必要に応じて自動車通行止め、大型車通行止め等の

交通規制の実施を関係機関に要請します。 

 

 第３節 踏切道の統廃合の促進  

踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて近隣踏切道の統廃合を

促進するとともに、これら以外の踏切道についても周囲の状況を勘案し、統廃合

を促進します。 

 

 第４節 その他踏切道の交通安全と円滑化  

踏切事故の発生原因は、直前横断や自動車の無謀な通行、運転の誤り等、道路

交通側に起因することが多いことから、自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者

に対し、交通安全運動等あらゆる機会を通じて、安全意識の向上に努めます。 
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① 人口・自動車保有台数等の推移 

（各年１２月末日現在） 

  区分 

 

年次 

人口 

車両 運転免許 

自動車 原付・小特 計 指数 人数 指数

平成18年 332,751人 181,301台 21,983台 203,284台 100.0 206,771人 100.0

平成19年 333,360人 182,135台 21,875台 204,010台 100.4 206,818人 100.1

平成20年 334,988人 182,793台 21,807台 204,600台 100.6 209,059人 101.1

平成21年 337,763人 182,741台 21,664台 204,405台 100.6 211,408人 102.2

平成22年 340,529人 182,824台 21,826台 204,650台 100.7 213,428人 103.2

※原付・小特は、 125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー 

※車両については、各年３月３１日現在 

 

② 交通事故発生状況の推移     （各年１２月末日現在） 

  区分 

 

年次 

人身事故 死者 傷者 

件数 指数 人数 指数 人数 指数 

平成18年 2,577件 100.0 14人 100.0 3,128人 100.0 

平成19年 2,415件 93.7 5人 35.7 2,874人 91.9 

平成20年 2,206件 85.6 9人 64.3 2,603人 83.2 

平成21年 2,110件 81.9 7人 50.0 2,485人 79.4 

平成22年 2,107件 81.8 10人 71.4 2,519人 80.5 

 

③ 踏切道の人身事故発生状況       （各年１２月末日現在） 

 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 

件数 0件 0件 0件 0件 1件 
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④ 都市計画街路事業の概要 

                    （平成23年 8月末日現在） 

事務事業等の名称 事業概要 

三田城下橋線街路事業 

事業延長 336ｍ  計画幅員 16ｍ 

用地買収面積 2,215.36㎡  買収済面積 2,215.36㎡ 

用地取得率 100％ 

川越駅南大塚線街路事業 

事業延長 1,350ｍ  計画幅員 16ｍ 

用地買収面積 12,556㎡  買収済面積 12,329.00㎡ 

用地取得率 98.19％ 

市内循環線街路事業 

事業延長 306ｍ  計画幅員 16ｍ 

用地買収面積 1,754.55㎡  買収済面積 1,548.13㎡ 

用地取得率 88.23％ 

寺町通り線街路事業 
事業延長 428ｍ  計画幅員 4ｍ～6ｍ 

用地買収なし 

川越所沢線街路事業 

事業延長 140ｍ  計画幅員 16ｍ 

用地買収面積 1,492㎡  買収済面積 1,458.94㎡ 

用地取得率 97.78％ 

 

本川越駅前通線街路事業 

 

事業延長 428ｍ  計画幅員 16ｍ 

用地買収面積 3,396.94㎡ 買収済面積 2,687.95㎡ 

用地取得率 79.13％ 

                                 （街路課） 

⑤ １・２級幹線市道の整備事業 

 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

路線長 ６路線 ９路線 ９路線 １８路線 １５路線

整備延長 389ｍ 663ｍ 605ｍ 1,558ｍ 735ｍ

                               （道路建設課） 

⑥ 道路改良に伴う歩道整備事業 

 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

路線長 ６路線 ７路線 ６路線 １１路線 ３路線

整備延長 566ｍ 736ｍ 1,003ｍ 2,637ｍ 443ｍ

                               （道路建設課） 
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⑦ 歩道の整備事業 

 箇所（路線）名 事業延長 

平成18年度 市道００７１号線 １７５ｍ

平成19年度 
市道５４５５号線 １３５ｍ

市道００７１号線 １５ｍ

平成20年度 市道５４５５号線 ３６ｍ

平成21年度 
市道３５３８号線 １１９ｍ

市道５３８１号線 １５４ｍ

平成22年度 
市道０００６号線 ４９ｍ

市道０００２号線 ３０ｍ

                             （道路環境整備課） 

⑧ 電線の地中化整備事業 

 箇所（路線）名 事業延長 

平成18年度 
市道１１７９号線（寺町通り線） １９６ｍ

市道０００９号線 １８８ｍ

平成19年度 市道０００９号線 ９０ｍ

平成20年度 

市道０００１号線（三田城下橋線） ７２４ｍ

市道０００９号線 ４０ｍ

平成22年度 市道００１０号線（川越駅南大塚線） １９９ｍ

                         （道路環境整備課・街路課） 

⑨ 自転車放置禁止区域の指定状況 

    昭和63年 3月 川越市駅周辺      昭和63年 4月 霞ヶ関駅周辺 

    昭和63年12月 川越駅東口周辺   平成 6年 3月 笠幡駅周辺 

    平成 7年 3月 新河岸駅周辺    平成 8年 3月 南古谷駅周辺 

    平成 8年12月 南大塚駅周辺    平成10年 3月 的場駅周辺 

    平成15年 4月 西川越駅周辺    平成15年 4月 本川越駅周辺 

    平成16年 4月 鶴ヶ島駅周辺 


