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１．社会的背景：今後の社会資本整備のあり方 

 

第１章 我が国の住宅・社会資本整備の回顧と現況 

第２節 公共事業における公共の福祉の優先  
  戦後の住宅・社会資本整備は着実に大きな成果を挙げてきた反面、私権と公共事業の関係には大きな課題が残されている。  
 社会資本整備や都市計画は、安全で快適なまちづくりや道路・河川など社会経済基盤の整備を通じて『公共の福祉』（個々の人間の個別利益に対して、それを超え、ときにそれを制約する機能を持つ

公共的利益）を増進するために行われるものである。しかしながら、現実には、公共事業における一坪地主運動に見られるように、事業に反対する立場から、事業の遅延を意図して用地買収を手間取ら

せるような活動が行われ、公共事業の進捗に大きな障害となっているケースも見受けられる。事業の公共性及びその結果としての私権に対する公共の福祉の優先・尊重に関する意識を国民全体が向上さ

せ、一定の公正な手続きに基づいて適正に決定された事業に対してはその決定を尊重する、という認識を持つことが期待される。  
 公共事業に臨む行政側の姿勢としては、事業の計画段階から、関係する情報や行政の方針を公開したり必要な説明を行い、意見聴取や住民参加など住民と対話する機会を設けるとともに、事業の採択

等においては整備効果の定量分析等の事業評価などを併せて進めていく必要がある。同時に、地域住民の側としても、事業が実施されたことによって地域全体あるいは国全体の国民の暮らし・経済に与

える影響など、一個人の私権を超えた公共の問題についても考慮するという「公の精神（パブリックな問題についてパブリックな立場で考える視点）」を醸成し、そうした意識を持ちながら事業に積極

的に関わっていく姿勢が大切である。 
（建設白書Ｈ１２より）  

 



 

 

2不老川流域川づくり市民の会

２．交通安全に関する施策の方向 

■第７次埼玉県交通安全計画（平成１３年度から平成１７年度までの５カ年） 

 

第１章 彩の国 道路交通の安全  
第１節 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  
 我が国の交通事故による死者数は、昭和 45年に 1万 6,765人を数えたが、46年以降着実に減少に向かい、
54年には 8,466人とほぼ半減した。その後再度増勢に転じ、昭和 63年から 8年連続 1万人台を記録したが、
平成 8年以降 9,000人台で推移している。  
 しかしながら、交通事故総量は逐年増加傾向を示し、平成 12年には、交通事故件数 が 931,934件、負傷
者数が 1,155,657人となり、共に過去最悪を記録した。  
  第６次の交通安全基本計画において、「年間の交通事故死者数を平成９年までに 1 万人以下とし、さら
に、平成 12年には、9,000人以下とすることを目指すものとする」として、各般の交通安全対策を鋭意推進
した結果、交通事故による死者数は平成 8年に 9,942人と 1万人を切り、12年には 9,066人となり、僅かな
がら目標を達成するに至らなかった。  
 近年の交通死亡事故の発生状況をみると、その特徴は次のとおりである。  
 ◇65歳以上の高齢者の死者数が高水準で推移しており、全死者数の約 3分の１を占め ている。このう  

ち、高齢者の歩行中の死者数が約５割を占め、また、高齢者の自動車 運転中の死者数が増加している。  
 ◇高齢者が第１当事者となった自動車運転中の死亡事故件数が急増している。  
 ◇自動車乗車中の死者数が高水準で推移しており、その約６割はシートベルト非着用である。  
  ◇夜間における死亡事故件数が高水準で推移している。  
    これは、  
ア  高齢化の進行により、死亡事故の当事者となる比率の高い高齢者人口及び高齢運転免許保有者数が増   

加していること 
イ  シートベルト着用が徹底していないこと  
ウ  国民生活や経済活動の 24時間化等に伴なって増加した夜間の交通量が、近年においても増加傾向で推 

移していること等によるものと考えられる。  
  図－１ 全国の交通事故死者の推移  

   

   
 埼玉県内における交通事故死者は、昭和 45年には 845人に達したが、各種交通安全 対策を積極的に推進
した結果減少傾向を示し、中でも、昭和 54年以降、昭和 58年、昭和 59年を除き、昭和 62年まで 300人
台で推移した。しかし、全国と同様に昭和 63 年を境に再び増加傾向に転じ、平成８年までの９年連続して
400 人台を記録したが、その後再度減少傾向を示し、平成 12 年には、第６次埼玉県交通安全計画で目標と
する年間死者 400以下を達成し 389人に死者を減少することができた。  
  しかしながら、平成 12年は、人身事故 50,441件、負傷者 63,333 人、物損事故 133,249 件 といずれも
本県交通統計史上最悪を記録した。  
  図－２ 埼玉県の交通事故発生状況と推移  

  
   

近年の交通事故の発生傾向としては、次のようなことがあげられる。  
（１）依然として多い若者・高齢者死者  
 交通事故の死者を年齢層別に見ると、若者 （16～24 歳）及び高齢者 （65 歳以上）の構成率が依然とし
て高く、特に高齢者の死者は平成 12年中は 112人（全体の 28.8％）と、平成 7年以降、高齢者死者が若者
の死者数を上回っている。  
 また、平成 12 年中の交通事故死者の年齢層別の割合と、人口の割合を対比してみると若者及び高齢者の
死者が人口構成を大幅に上回っており、特に高齢者死者の構成率は、人口構成率の 2.4 倍以上も高くなって
いる。高齢者については、被害者となるだけでなく、加害者となる事故も年々増加しており、今後、さらに

高齢化が進むことが予想され、高齢者の関係する事故の増加が懸念される。  
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図－３ 年齢層別死者数の推移  

 
   
（２）過度の速度違反等無謀運転による死亡事故の多発  
 「速度違反」「酒酔い運転」「信号無視」「一時不停止」等の無謀運転に起因する交通事故が、依然として多

発しており、運転者の基本的なルール違反によるものが 4割以上を占めている。  
図－４ 交通死亡事故の原因別発生状況の推移  

   

 
（３）交差点における事故率  
   本県における交差点における事故率は極めて高く、平成 12 年における本県の交差点事故率は、61.7
パーセントであり、全国平均に比べて 17.0ポイントと高く、本県の交通事故の特徴的傾向を示している。  
  図－５ 交通死亡事故の交差点事故率全国対比  

 
   
（４）自転車事故の増加  
 平地率が高く、自転車の保有台数が大阪府・東京都に次いで全国３位 （日本自転車協会調・平成 11年末）
と多い本県では、自転車が市民の足として広く利用されており、近年、自転車事故が多発し、平成８年から

５年連続１万人以上が負傷している。 また、自転車事故による死者も毎年高位に位置している。  
   
図－６ 自転車乗用中死傷者の年別推移  
         ３年  ４年  ５年  ６年  ７年  ８年  ９年  10年  11年  12年  
死者数    72    52    83    66    70    75    69    62    80    73  
全国順位 １位  ６位  １位  ２位  １位  １位  １位  ２位  １位  １位  
傷者数  7434  7903  8846  9038  9714 10707 10927 10374 11801 13637  
全国順位 ４位  ５位  ４位  ４位  ４位  ４位  ４位  ４位  ４位  ３位  
   
 以上の特徴を示しながら、本県の交通事故は多発傾向にある。その背景には、都市化の進展に伴う人口増

加や高齢者を含めた運転免許保有者数の増加並びに自動車保有台数等の増加という道路交通の量的拡大とと

もに、高齢化の進展による高齢者の増加をはじめとする質的変化が大きな影響を与えている。  
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はもとより、い

わゆる交通弱者といわれている歩行者や自転車利用者などの被害者側の規範意識の低下も否めない。したが

って、今後も引き続き県民全体に対し、交通ルールの遵守やマナーの向上を呼びかけることが必要である。  
 交通安全対策の究極の目的は交通事故の撲滅であり、この実現に向けて最大限の努力をしていくが、 第７
次計画においては、とりわけ平成 17 年までに年間の交通事故死者数を 375 人以下にすることを目指すもの
とする。  
   
２ 交通安全対策の今後の方向  
 人間尊重の理念を基本にして、交通事故の増加に歯止めをかけ、安全で円滑な交通社会を築いていくため

には、道路交通環境の変化を的確に捉えるとともに、将来予測を適切に踏まえた上で、道路利用者全体の意

識啓発向上にも配慮をした総合的な交通安全対策を従来にも増して強力かつ効果的に推進していくことが必

要である。  
 以上の施策を推進していく前提として、高齢化、高技術化、国際化等の進展への対応及び本県の独自性・
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特徴といえる高齢者の交通安全対策、自転車の交通安全対策とともに、環境対策等にも配慮した。  
 このような観点を基盤として、人と環境にやさしい道路交通環境の整備、交通安全思想の普及徹底、安全

運転の確保、車両の安全性の確保、道路交通秩序の維持、緊急時における救急・救助体制の整備充実、損害

賠償の適正化及び被害者救済体制の充実等、交通事故防止に関する調査研究の推進などの交通安全対策を行

政及び民間が一体となって総合的かつ計画的に推進するものとする。  
  特に、次の重点対策及び新規対策を強力に推進する。  
（１）高齢者の交通安全対策の推進  
 高齢化社会の進展により、今後益々高齢者の社会進出が活性化するとともに、高齢運転者の増加も予想さ

れるほか、高齢者が被害者または加害者となる交通事故の増加が懸念され、高齢者を交通事故から守る社会

環境づくりの促進が急がれる。  
 そこで、高齢者の交通安全対策が重要課題となるが、従来からの啓発を中心とする対策に加え、今後は高

齢者が自ら実際に交通安全を考えることができる参加・体験・実践型の対策を推進する。  
また、高齢者が安全に安心して社会参加できる道路環境を創造するため、広幅員で段差のない歩道等の整備

を推進する。  
（２）自転車の交通安全対策の推進  
 自転車事故による死者は平成 11 年、平成 12 年と２年連続全国ワースト１位となっており、 この状況を
改善するため、 自転車利用者の交通ルールの遵守及びマナーの高揚を図り、安全な乗り方を知ってもらうな
ど、広報啓発や参加・体験・実践型教育などを積極的に推進する。  
（３）シートベルト及び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は、自動車乗車中の事故における生命を保護する効果が高いことから、

従来にも増して運転者に対するシートベルト着用の広報啓発活動を積極的に推進するとともに、チャイルド

シートについても、その効果や必要性、正しい使用方法について周知するほか、同乗者及び後部座席でのシ

ートベルト着用の促進も働きかける。また、実際に衝撃を体験でき、着用の重要性を学ぶことができるシー

トベルト体 験車を効果的に活用して、着用率の向上を図る。  
（４）人と環境にやさしい道路交通環境の整備  
 歩行者及び自転車利用者等のための対策としては、広幅員の歩道や自転車歩行者道等の整備を進めるとと

もに、子供たちの安全確保を図るために、通学路の整備を推進する。  
 自動車交通の対策としては、本県における事故の特徴の一つである、交差点などの事故多発箇所の原因究

明と改善対策を積極的に推進するとともに、交通管制システムの整備拡充、信号機の高度化、交差点改良、

バイパス及び環状道路の整備、道路の拡幅等を進める。  
また、高齢化社会の進展に対応し、ユニバーサルデザイン（バリアフリーをさらに発展させたコンセプトで、

あらゆる人びとに対応できるデザインを目指す）の考え方をとり入れながら「交通バリアフリー法」や「福

祉のまちづくり条例」に基づバリアフリー化を進めるとともに、自動車が環境に与える影響に配慮し、「彩の

国青空再生戦略２１」の達成に向けた施策を推進するなど、安全で人と環境にやさしい道路環境の整備を図

る。  
 さらに、道路交通の安全と円滑を図るため、交通需要マネジメント（交通需要を前提として道路を供給す

るだけでなく、車の効率的な運用や公共交通への利用転換等交通需要を積極的にコントロールする取り組み）

を推進するとともに、高度情報化に対応した道路管理や道路交通情報の充実、渋滞や事故の原因となる違法

駐車を防止するための総合的な駐車対策を推進する。  

 また、震災などの大規模の災害から県民を守るため、緊急輸送道路の整備や災害に強い道路施設の整備を

図る。  
（５）交通安全教育の推進  
  幼児から成人に至るまでの段階的かつ体系的な交通安全教育及び高齢者、身体障害者等に対する適切な

交通安全教育を実施するため、県、市町村、警察、学校、関係民間団体及び家庭が互いに連携を図るととも

に、指導者の養成・確保、教材等の充実、参加・体験・実践型の教育の普及を図る。  
また、 運転者教育に関しては、 安全に運転しようとする意識の育成及び危険予測・回避能力の向上を図る
観点から、免許取得前教育、免許取得時教育、免許取得後の再教育を充実させるとともに、二輪車、四輪車

については、実体験を通した教育を積極的に推進する。  
（６）交通安全推進体制の充実・強化  
   相互に密接な関係を持ち、相互に連携しあいながら、総合的かつ効果的な交通安全活動を実施できる  

よう、 県、 市町村、 指定地方行政機関、 民間団体等が一体となった交通安全活動を推進する。  
   また、県民一人一人が交通安全問題を自らの課題と考え、積極的かつ主体的に交通安全対策に参加す 

るためには、県交通安全対策協議会を中心とした民間団体等の活用が重要な役割を果たしている。今後 
の課題としては、市町村交通安全対策協議会が未設置の市町村については、早急に設置するように働き 
かけるとともに、設置済みの市町村及び県交通安全対策協議会については、事業に創意工夫を加え、活 
性化の推進を図る。  
なお、年間を通した県民総ぐるみの交通安全運動として、「彩の国交通安全県民運動」を強力に推進する。  
通過車両が多いという本県の事情をかんがみ、隣接都県との連携を図った交通安全活動を推進する。  

（７）車両の安全性の確保  
   自動車使用者への安全装置の情報提供や、正しい使用方法の普及促進等を実施し、車両の安全性の確 

保・向上を図る。  
（８）効果的な指導取締りの実施  
   悪質性、危険性、迷惑性の高い違反を重点に、科学的捜査方法等を活用して効果的に指導取締りを実 

施する。  
（９）緊急時における救急・救助体制の整備充実  
   交通事故による負傷者の救命率を向上させるため、初期救急体制の整備充実を推進する。特に、搬送 

途中の応急処置等の充実を図るため、救急救命士の養成・配置等及び高規格救急自動車の整備やヘリコ 
プターによる救急業務の実施を積極的に促進する。  

   また、事故現場に居合わせた関係者が適切・迅速な応急手当を施すことよって救命率の向上が可能と 
なるので、心肺蘇生法等の応急手当の一層の普及に努める。  

（10）交通事故調査・分析の充実  
   交通安全対策の基本となる事故調査や分析の高度化と充実を図り、実効ある交通事故対策に反映させ 

るよう努める。  
   以上の諸対策等を総合的かつ強力に推進することにより、交通事故の増加傾向に歯止めをかけ、特に 

死亡事故の防止には格段の意を注ぎ、交通事故死者数の減少に努める。  
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第２節 推進する施策  
１ 人と環境にやさしい道路交通環境の整備  

（１） 交通安全施設等の整備  
 ア 道路の新設・改築による交通安全対策の推進  
    ～（県内１時間道路網構想の推進）～  
 県内の市町村相互をおおむね１時間以内で結ぶような道路網の形成を目指す「県内１時間道路網構想」

を進め、安全で円滑な交通を確保し、交通安全の向上を図る。  
 このため、高速道路や地域高規格道路の整備、国道や主要な県道のバイパス整備４車線化、東西方向

の道路の強化、インターチェンジにアクセスする道路の整備など、体系的な道路網の整備を進めるとと

もに、交差点の改良・立体化、交通需要マネジメント等ソフト施策など、総合的な交通渋滞対策を推進

する。  
（ア）バイパス及び環状道路の整備  
（イ）道路の拡幅  
（ウ）交差点の改良・立体化  
   交差点及び交差点付近の交通事故の防止と交通渋滞を解消するため、第３次渋滞対策プログラム 
の推進などの交差点の改良・立体化を推進する。  

（エ）交通需要の適切な誘導  
   交通安全の確保を図るため、道路整備と併せ、交通需要を適切に誘導するための交通需要マネジ 
メントを推進する。  

（オ）歩道等交通安全施設の整備  
   一般道路の改築にあたっては、広幅員の歩道、中央分離帯、立体横断施設、道路照明灯、道路標 
識等、交通安全施設についても積極的に整備を推進する。  

イ 交通安全施設等の整備事業の推進  
  交通事故の多発している道路その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について、 平成８年  
度から 14 年度までを計画期間とする交通安全施設等整備事業七箇年計画に基づき、次の方針により交通
安全施設等を整備し、安全かつ、円滑・快適な交通環境の確立を図る。  
 また、平成 15 年度以降も、交通事故発生状況等を勘案し、総合的かつ計画的な交通安全施設等整備事
業の推進を図る。 さらに、誰もが安全で快適な日常生活を営み、積極的に社会参加ができる環境を実現す
るため、高齢者や障害者に配慮した、ゆとりとうるおいのある「人と環境にやさしい道づくり」を推進す

る。  
（ア）道路管理者が実施する事業  
   ａ 交通事故多発地点の重点整備  
   ｂ 右折帯の重点整備  
   ｃ バリアフリー化を始めとする歩行空間等の面的整備  
     歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行を確保するため、歩行者等の交通事故が発生す 

る危険性の高い区間等について、歩道及び自転車歩行者道の整備を重点的に実施する。 
整備に当たっては、幅の広い道路や段差の解消など、バリアフリー化に配慮する。  

      市街地や公共施設などの多い地域では、幅の広い歩道などバリアフリーに配慮した快適な歩 
行空間ネットワークを整備するとともに、視覚障害者の利用機会が多い道路等には、視覚障 

害者誘導用ブロックの整備を推進する。  
    ｄ 通学路の整備  
      児童の安全を確保するため、通学路における歩道などの交通安全施設の整備を推進するとと 

もに、安全点検の実施などを通じて利用者の視点からの交通安全対策を推進する。  
    ｅ 安全で快適な道路交通の確保  
    ｆ 災害に強い交通安全施設等の整備  
    ｇ 自転車道等の整備  
      自転車利用者の安全を確保し、併せてジョギングや散策等快適な生活環境施設の整備を推進 

するため、安全で快適な自転車道及び自転車歩行者道ネットワークの整備を推進する。  
  イ 公安委員会で整備する事業  
    ａ 信号機の整備  
    ｂ 道路標識等の整備  
    ｃ 交通管制システムの整備拡充  
    ｄ 災害に強い交通安全施設等の整備  
  ウ 道路法非適用道路に係る交通安全施設の整備  
  エ 交通環境のバリアフリー化の促進  
  （ア） 交通バリアフリー法に基づくバリアフリー化の促進  
  （イ） 福祉のまちづくり条例に基づくバリアフリー化の促進  
       
  （２） 効果的な交通規制の推進  
    道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑化を図り、道路網全体の中でそれぞれの道  

路が持つ社会的機能、道路の構造、交通安全施設の整備状況、交通流・量の状況等地域の実態に応じ 
た効果的な交通規制を行う。  

 ア 地域の特性に応じた交通規制   
   主として通過交通の用に供される道路については、交通流・量を整序化し円滑な交通を確保するた 

めの交通規制を、また、主として地域交通の用に供される道路については、通過交通の流入を抑制 
して、良好な生活環境を維持するための交通規制を、さらに、主として歩行者及び自転車利用者の 
用に供される道路については、歩行者及び自転車利用者を通行車両から分離するための交通規制を 
強化する。  

 イ 幹線道路対策  
   幹線道路については、交通の安全と円滑を図るため、道路の構造、交通安全施設の整備状況、交通 

の状況等を勘案しつつ、最高速度の法定化等について交通規制の見直しを推進する。  
 ウ 高速道路における交通規制     
 エ 事故多発地域における重点的交通規制  
 オ 災害発生時における交通規制   
   （３） 身近な生活環境の改善（コミュニティ・ゾーンの形成）  
   （４） 高度情報技術を活用した道路交通システムの整備  
   （５） 交通需要マネジメントの推進  
 ア 自動車の効率的利用の促進  
 イ 公共交通機関の利用の促進  
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 ウ 徒歩・自転車利用の促進  
   環境にやさしく小回りの利く自転車や歩行者が安全で快適に移動できるよう、道路や関連施設など 

の整備を進めるとともに、サイクルアンドライドの推進や徒歩・自転車への利用転換を進めるため、 
幅広いＰＲを積極的に展開する。  
（６） 交通公害の防止  

（７） 総合的な駐車対策の推進  
 ア 推進体制の整備・強化  
 （ア） 推進体制の強化・啓発活動の推進  
     違法駐車を排除し、駐車秩序の向上を図るため、埼玉県駐車問題協議会や地域交通安全活動推 

進委員の活動を充実・強化するほか、関係機関・団体と緊密な連携を図りながら、官民一体とな 
った総合的な駐車対策を推進する。  

       また、市町村に対して違法駐車防止条例の制定を働きかけるなど、推進体制を促進する。  
   （イ） 違法駐車抑止気運の醸成  
       違法駐車の排除及び適正な自動車の保管場所の確保等に関し、各季の交通安全運動の講習 

会・会議等あらゆる機会を据えて県民への広報・啓発活動を積極的に行うなど、周知徹底を図る。  
  イ 駐車施設の整備促進  
   （ア） 計画・調査の実施・促進  
       計画的に駐車施設を整備するために、駐車需要の調査及び整備の基本方針等を内容とする 

駐車場整備に関する基本計画の策定、それに基づく駐車場整備地区の指定・整備計画等の策定を 
促進する。  

   （イ） 駐車施設の整備  
       大規模な建築物に対して駐車場の設置を義務付ける附置義務条例制定の促進等を行うほか、 

各種補助制度や融資制度等を活用した民間駐車場及び駅周辺等における公共駐車場の整備 
を促進する。  

   （ウ） 保管場所の確保  
       適正な保管場所の確保と格納の徹底を図るため、保管場所管理システムを活用して保管場所 

の調査を迅速かつ適正に実施するとともに、青空駐車の取締りを強力に推進し、保管場所を確 
保していない車両の一掃を図る。  

       自動車の販売等に際しては、適正な保管場所が確保されるよう自動車販売業界を指導する。  
       また、県営住宅についても、駐車施設の整備を促進する。  
  ウ 既存駐車施設等の活用促進  
    駐車場案内・誘導システムの導入による駐車施設の位置や満空情報の提供、公共施設附置駐車場の 

休日一般開放など、既存駐車場の有効利用を図るほか、短時間駐車の需要に対応するため、パーキ 
ング・メーター等の適正な運用を図る。  

  エ 指導・取締りの強化  
    交通の危険性・迷惑性の高い違反及び高齢者、身体障害者等の移動の円滑化を妨げる違反を重点と 

した取締りを強化する。特に都市部における取締りにあたっては、  
   レッカー移動等を活用するとともに、違法駐車が繰り返されている駅周辺等の幹線道路に違法駐車抑

止システムを整備して、違法駐車等を監視し、警告・排除を行うなど、交通の安全と円滑の確保を図る。  
    また、駐車違反管理システムを効率的に活用し、公安委員会による指示・使用制限命令及び下命・

容認事案の捜査等を積極的に行い、使用者等の責任を追及する。  
（８） その他の道路交通環境の整備  
  ア 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、速やかに当該個所の現場診断等を行い、 
道路交通環境等事故発生の要因を調査し、発生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の再発防止を図る。  

  イ 道路使用の適正化  
   （ア） 道路使用及び占用の抑制  
       工作物の設置、工事等の道路使用及び占用については、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、極力これを抑制する方針のもとに適正な許可を行うとともに、道路 
使用許可条件の履行、占用物件等の維持管理の適正化を図り、特に、地下埋設物の管理について指導 
監督を強化する。  

   （イ） 不法占用物件等の排除  
       道路交通の妨害となる不法占用物件等については、強力な指導取締りにより、その排除を行 

うとともに、不法占用等の防止を図るため、関係機関、団体と協力して沿線住民等に対し積極的に啓 
発活動を行う。  

   （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、無秩序な掘り返し工事に伴う交通渋滞や事故 

を防止するため、占用工事の計画的な施工について合理的な調整を図る。  
       また、道路空間の有効利用を図るため、電線類を集約して収容する電線共同溝の整備を推進 

する。  
  ウ 自転車利用環境の総合的整備  
   （ア） 放置自転車等の解消  
       鉄道の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、関係機関・団      

体等による総合的な自転車等駐車対策推進体制の充実を図る。  
       また、放置自転車等規制条例の制定を促進し、放置自転車等の整理・撤去の推進を図る。  
   （イ） 駅前周辺等の自転車駐車場の整備  
       自転車の駐車需要の多い鉄道の駅周辺の自転車駐車場を確保するため、各種補助事業等によ 

り自転車駐車場の整備を推進する。  
   （ウ） 駐車方法の教育及び広報  
       自転車利用者に対し、その社会的な責任の自覚を求めるため、道路交通法その他の法令の遵 

守、正しい駐車方法等に関する教育及び広報活動を行う。  
  エ 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、都市公園の整備を推進する。  
    さらに、埼玉県コミュニティ施設特別整備事業の一環として、子供の遊び場や地域の憩いの場とし 

て小公園の整備を促進する。  
  オ 電線類の地中化推進  
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３．子供の交通事故の特性 
［静岡県の事例］ 

 

小学生の交通事故の原因 

 
http://www.seien-c.ed.jp/kyodo/syakai/yuutou/7102.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ［青森県の事例］ 

 
 

＊小学生の交通事故のうち、自転車利用時における事故が多数あるが現状である。小

学生の場合の自転車通学は少ないことが考えられることから、休日や放課後の移動

時に、自転車事故にあっていることが推測される。 




