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第10次岩国市交通安全計画の構成 

【計画の考え方】 

○基本理念

 「交通安全市いわくに」を実現するため、人命尊重の考え方に立って、交

通事故のない社会を目指す。

 歩行者等の交通安全意識の向上、自転車利用者等への交通ルールと正しい

交通マナーの徹底及び市民一人ひとりへの交通安全教育・普及啓発活動の

充実を図る。

【計画の目標】 

１ 道路交通の安全   

平成32年までに年間交通事故死者数ゼロを目指す。 

平成32年までに年間人身事故発生件数400件以下を目指す。

２ 踏切道の交通の安全 

踏切事故件数ゼロを目指す。



【道路交通の安全についての対策】 

＜計画の５つの視点＞ 

● 高齢者、障害者及び子供の安全確保

● 歩行者及び自転車利用者の安全確保

● 生活道路における安全確保

● 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進

● 地域ぐるみの交通安全対策の推進

＜施策の方向の５つの柱＞ 

１ 交通安全思想の普及徹底 

２ 道路交通環境の整備 

３ 救助・救急活動の充実 

４ 被害者支援の推進 

５ 交通安全岩国市対策協議会と連携した取組み 

【踏切道の交通の安全についての対策】

１ 踏切事故防止対策の推進 
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第１章 計画策定に当たって

１ 計画策定の趣旨 

交通安全対策の総合的かつ基本的な推進を図るため、昭和 45 年 6 月に交通

安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）が制定された。 

これに基づき、岩国市では昭和 46 年以降、関係機関・団体等と協力して交

通安全対策を推進し、市内の交通事故防止を図ってきた。

一方、本市では少子高齢化の急速な進展により、市民の３人に１人が 65 歳

以上という超高齢社会の到来を迎えており、市民の安心安全な生活を確保する

上で、交通安全対策の役割は極めて重要といえる。 

交通事故のない安全で安心なまちの確立は、私たち市民すべての願いであり、

そのためには、一人ひとりが他人に迷惑をかけず、思いやりを持った行動をす

ることが大切なこととなる。 

それを基本として、交通安全意識と交通マナーの向上を図るため、人間の成

長過程に合わせた学習の機会を設けることで、市民一人ひとりが交通安全を自

らの課題として認識し、「自分の身は自分で守る」、「自分たちの地域は自分

たちで守る」という意識をもち、行政や交通安全機関等と協働して、できるこ

とに取り組み、行動していくことが大切である。 

このような観点を踏まえたうえで、この「第 10 次岩国市交通安全計画」は、

平成28年度から平成32年度までの本市における陸上交通の安全に関する施策

の大綱を定めたものである。 

本計画に基づき、関係機関・団体等と緊密に連携し、交通の状況や地域の実

態に応じて、交通安全に関する施策を総合的、計画的に推進する。 

２ 計画の位置づけ 

 この計画は、交通安全対策基本法第 26 条の定めるところにより、国の交通

安全基本計画並びに山口県の交通安全計画に基づき、本市における主として陸

上交通の安全に関する総合的な施策を定めるもので、「岩国市総合計画」の部

門計画として位置づけるものである。  

３ 計画の期間 

平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間とする。 
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第２章 計画の基本的考え方

１ 基本理念 

「交通安全市いわくに」を実現するため、人命尊重の考え方に立って、交通

事故のない社会を目指す。 

 歩行者、自転車利用者及び運転者の交通安全意識の向上、交通ルールと正し

い交通マナーの徹底、並びに市民一人ひとりへの交通安全教育及び普及啓発活

動の充実を図る。 

２ 計画の５つの視点 

交通事故のない、誰もが安心・安全に暮らせるまちを目指し、今後、対策を

実施していくにあたり、特に次に掲げる５つの視点を重視する。 

【第１の視点】高齢者、障害者及び子供の安全確保 

本市では、ほぼ３人に１人が 65 歳以上という超高齢社会を迎えている。

また、少子化が進展している中、安心して子供を産み、育てることができる

社会を実現するため、高齢者や障害者、子供たちを交通事故から守る施策に

重点的に取り組む。 

【第２の視点】歩行者及び自転車利用者の安全確保 

安全で安心なまちの実現を図るため、人優先の考えの下、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する。

また、自転車利用者は被害者にも加害者にもなり得るため、それぞれの対

策を講じる。幼児から高齢者まで、心身の発達に応じた段階的な安全教育を

積極的に取り入れ、正しい交通マナーの習得を図る。

さらに、駅前や歩道上の放置自転車が問題となっているため、駐輪対策の

推進、自転車駐輪の利用状況等に応じた新たな放置禁止区域の設定や放置禁

止区域の変更の検討を含め、放置自転車対策に取り組む。

【第３の視点】生活道路における安全確保 

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及び交通流の円滑化を推進するなど、生活

道路における交通の安全を確保するための総合的な対策を一層推進する。 
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市内の交通事故が多発している箇所については、関係機関・団体等と連携

を図りながら、整備、改善を実施し、引き続き交通事故の防止に努める。 

【第４の視点】交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

第９次岩国市交通安全計画（以下、「第９次計画」という）の計画期間に

おいては、総合的な交通安全対策を実施し、交通事故件数や負傷者数の減少

に寄与してきたが、依然として交通死亡事故が発生していることから、それ

ぞれの発生原因に即した対策を講じる必要がある。

このため、交通死亡事故の防止対策をさらに充実・強化するために、交通

死亡事故の発生場所、時間帯等を踏まえたきめ細かな対策を効果的かつ効率

的に実施していくなど、交通情勢の変動に的確に対応した対策を行い、交通

死亡事故の減少を図る。

【第５の視点】地域ぐるみの交通安全対策の推進 

 人口減少、高齢化が進む中、効果的に交通事故を減少させるためには、地

域が実情に応じた主体的な交通安全対策に取り組む必要があり、自らの問題

として地域ぐるみの交通安全対策を進めるため、市民の交通安全意識を醸成

していく。

また、地域の安全な交通環境の実現のためには、交通社会の主体となる運

転者、歩行者等の意識・行動を見守り、支援するシステムを、行政・市民・

関係機関・団体等の協働により形成していく。

３ 施策の方向の５つの柱 

交通事故をなくし道路交通の安全を確保するため、以下の５つの柱により交

通安全対策を実施する。

【第１の柱】交通安全思想の普及徹底 

交通安全意識を向上させ正しい交通マナーを身に付けるためには、心身の

発達段階に合わせ、生涯にわたる交通安全の学習を実践する。 

また、人優先の交通安全思想のもと、高齢者、障害者等の交通弱者に関す

る知識や思いやりの心を育むとともに、交通事故被害者等の痛みを思いやり、

交通事故を起こさない意識の醸成を図る。 
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【第２の柱】道路交通環境の整備 

子供や高齢者等が安全・安心して外出できる歩行空間が確保された道路交

通環境の整備を推進する。また、自動車交通を担う幹線道路等と歩行者中心

の生活道路の機能分化を進めるなど、生活道路における安全対策を推進する。 

【第３の柱】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 小限にとどめるため、

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・救急体制の

充実と、救急医療体制の堅持に努める。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、救急現場又は搬送途上において、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の充実を図るほか、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等を推進する。

【第４の柱】被害者支援の推進 

交通事故に係る諸問題の円滑な解決を図り、交通事故被害者の精神的・経

済的な負担を軽減するため、専門の相談機関の紹介など、交通事故被害者支

援の推進を図る。

＜応急手当講習会のイメージ＞
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【第５の柱】交通安全岩国市対策協議会と連携した取組み 

交通安全岩国市対策協議会と連携し、交通安全に関する情報交換や情報共

有を図り、交通事故防止活動に努める。 

交通安全岩国市対策協議会と協働することで、世代に応じた交通安全教育

や地域における交通安全意識や交通マナーの向上を図る。

＜交通安全岩国市対策協議会による交通教室＞
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第３章 現状と課題

１ 現 状 

（１）道路交通事故の現状と特徴

ア 現状

第９次計画の期間中は、計画の目標「死者数６人以下」を平成 24 年、27

年に達成し、平成元年以降 少を記録した。

また、第９次計画のもう１つの目標「人身事故発生件数 570 件以下」に

ついては、平成 26 年に 544 件と初めて達成し、平成 27 年は 509 件とさらに

減少している。

一方、負傷者数については平成 25 年に 827 人であったが、全体的に減少

傾向にあり、平成23年に753人であったのが、平成27年は585人となった。 

平成 23 年から平成 27 年の交通事故状況の傾向 

区 分 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

発生件数（件） 630 634 683 544 509 

負傷者数（人） 753 751 827 650 585 

死者数（人） 9 4 7 10 4 

高齢者死者数（人） 2 4 3 8 3 
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イ 特徴

 近の交通死亡事故の特徴としては、65 歳以上の高齢者の死者数が全死者

の半数以上を占めており、このうち約半数が歩行中の事故で、その大半が道

路横断中となっている。 

また、自動車運転中に走行車線をはみ出したことに起因する事故が増加し

ている。 

今後、高齢化が一段と進むことから、高齢者が関係する事故の比率が高ま

ることが予想される。中でも高齢の運転免許保有者の増加は、今後の道路交

通情勢に大きな影響を与えるものと考える。

（２）踏切事故の現状と特徴

ア 現状

平成23年度から平成27年度までの５年間に岩国市内で２件の踏切事故が発生

している。 

平成 23 年度から平成 27 年度の踏切事故状況の傾向 

区 分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

事故件数（件） ０ １ １ ０ ０ 

負傷者数（人） ０ ０ ０ ０ ０ 

死者数（人） ０ ０ ０ ０ ０ 

イ 特徴

平成 23 年度から平成 27 年度までの５年間に発生した踏切事故２件を見る

と、１件が列車の側面に自動車が衝突したもの、他の 1 件は踏切内に停滞す

る自転車と接触したもので、いずれも負傷者、死者は発生していない。 

２ 課 題 

（１）道路交通安全対策

ア 高齢者と子供の安全確保

 本市では、ほぼ３人に１人が65歳以上という超高齢社会を迎えているため、

高齢者の交通安全対策を重点的に取り組むことが求められる。 



8 

具体的には、本市では、道路横断中の高齢歩行者事故の割合が高いことや、

高齢運転者による事故の増加が懸念されることから、高齢者が主として歩行

及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に分

けて対策を推進する必要がある。 

一方、少子化が進展している中、安心して子供を産み、育てることができ

る社会を実現するためには、子供を交通事故から守る交通安全対策も重点的

に取り組むことが求められる。

具体的には、通学時等における見守り活動の推進、交通安全教育の推進、

通学路等の歩道整備などに取り組む必要がある。

イ 生活道路における安全確保

市内交通死亡事故では、歩行者・自転車利用者の死者数、負傷者数の割合

が半数以上を占めている。また、高齢者と子供の安全を確保するため、身近

な道路の安全性を高めることが、より一層求められている。 

このような情勢を踏まえ、人優先の考え方のもと、通学路等の生活道路に

おいて、歩道の整備等による歩行空間の確保を一層積極的に進めるなど、歩

行者の安全確保対策を推進していく必要がある。 

一方、自転車利用者については、事故によって被害者、加害者のどちらに

もなり得るため、事故を起こさない、被害を受けない対策をそれぞれ講じる

必要がある。 

このため、地域における道路交通事情等を十分に踏まえ、各地域に応じた生

活道路を対象として、自動車の安全な走行方法の普及等の対策を講じるととも

＜地域の見守り活動の様子＞
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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及び交通流の円滑化を推進するなど、総合的な

対策を一層推進する必要がある。 

また、市民の主体的な参加と取組が不可欠である。 

（２）踏切道における交通安全対策

踏切道にあっては、自転車の横断方法や高齢者等の歩行者対策など、それ

ぞれの踏切の状況を踏まえ、効果的な対策を推進する必要がある。 

＜踏切道の横断＞
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第４章 計画の内容 

１ 道路交通の安全 

誰もが安心・安全に暮らすことのできるまちの実現は、市民全ての願いで

ある。市民全てが、人命尊重の考え方に立って、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ある。 

そのためには、地域が主体となって交通安全に取り組み、行政・市民・関

係機関・団体等それぞれが責任を持ちつつ役割分担しながらその連携を強化

し、市民一人ひとりが様々な形で積極的に参加し、協働していくことが有効

である。

【第１の柱】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

ア 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、心身の発達段階に応じ、基本的な交通ル

ールを遵守するとともに、正しい交通マナーを実践する態度を習得させ、

日常生活においては、安全に道路を通行するために必要な、基本的な技能

及び知識を習得させることを目標とする。

幼稚園・保育所等においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力

を図りながら、日常の教育・保育活動のあらゆる場面をとらえて交通安全

教育を計画的かつ継続的に実施する。

＜幼児に対する交通安全教育＞
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イ 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、

道路及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及び能力を高め

ることを目標とする。 

小学校においては、警察と連携した「交通安全教室」を実施する等、家

庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、学校の教育活動全体

を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、危険の予測と回避、

交通ルールの意味及び必要性等について重点的に交通安全教育を実施する。 

ウ 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

目標とする。 

中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りなが

ら、学校の教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の交通ル

ールに関する正しい理解、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の

予測と回避、標識等の意味等について重点的に交通安全教育を実施する。 

エ 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、二輪車の運転者や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

ができるような健全な社会人を育成することを目標とする。 

オ 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、事業所において安全運転管理者講習に参

加させる等自動車の安全運転確保の観点から行い、関係機関・団体等と連

携し、交通安全教育の推進を図る。 

カ 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、運転免許取得経験の有無により、交通

行動や危険認識、交通ルール等の知識に差があることに留意しながら、加
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齢に伴う身体機能の変化や判断能力が歩行者又は運転者としての交通行動

に及ぼす影響や、運転者から見た歩行者や自転車の危険行動についての理

解促進を図るとともに、安全に道路を通行するために必要な技能や交通ル

ール等の習得を目標とする。 

その他、老人クラブ等の関係団体と連携して、高齢者の交通安全教室を

開催するとともに、社会教育活動や福祉活動等の多様な機会を活用し、高

齢者の交通安全教育を実施する。 

キ 障害者に対する交通安全教育の推進

障害者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、

地域における福祉活動の場の活用のほか、手話通訳員の協力や字幕入りＤ

ＶＤの活用など、障害の程度に応じたきめ細かな交通安全教育を実施する。 

ク 外国人に対する交通安全教育の推進

外国人に対しては、交通ルールに関する交通安全教育を国際交流事業等

の多文化交流の場において推進するとともに、外国人向け教材の充実など、

効果的な交通安全教育に努める。 

（２）効果的な交通安全教育の推進

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、

交通安全教育に用いる資機材の貸与や講師の派遣、情報の提供など、相互の

連携を図りながら交通安全教育を推進するとともに、交通安全教育指導者の

養成・確保に努める。 

＜高齢者に対する交通安全教育＞
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（３）普及啓発活動の推進

交通安全岩国市対策協議会の構成機関・団体が相互に連携し、市民総参加

の運動として交通安全運動を推進し、交通安全思想の普及や、交通ルールの

遵守と正しい交通マナーの実践を図る。 

ア 自転車の安全利用の推進

自転車を利用する際の、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践に

ついて理解促進を図る。 

また、自転車の安全利用を促進するため、「自転車安全利用五則」の活

用など、歩行者や他の車両への配慮等について普及啓発を図る。特に、ス

マートフォン等の操作や画像を注視しながらの乗車が違反であることの周

知を図る。 

イ 自転車乗車時のヘルメットの着用促進

自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメットの被害軽減効果の理解を

促進し、児童及び幼児のヘルメット着用の徹底を図ると共に、高齢者や中・

高校生等に対しても、ヘルメット着用の促進を図る。 

ウ 全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や正しい着用方法について理解促進を図り、後

部座席を含めたすべての座席におけるシートベルト着用の徹底を図る。 

＜自転車乗車時のヘルメット着用＞
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エ 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や正しい使用方法について、幼稚園・保育

所、関係機関・団体等と連携し、啓発・指導を実施することで、正しい使

用の徹底を図る。 

オ 反射材用品等の普及促進

反射材用品等の効果、使用方法の理解促進に向け、参加・体験・実践型

の交通安全教室の実施や関係機関・団体等と連携した反射材の装着促進活

動を実施し、反射材用品等の装着等の普及促進を図る。 

とりわけ、毎月９日「反射材着用促進の日」は、集中的に実施する。 

カ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立

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交通安全

教育や啓発を推進するとともに、交通ボランティアや安全運転管理者等と

連携して、地域、職域等における飲酒運転根絶の取組を促進し、運転者に

「飲酒をしない、させない」という規範意識の確立を図る。  

キ 交通安全情報の提供と効果的な広報の実施

交通事故等の実態や交通事故防止など、交通安全に関する情報提供を報

道機関の協力を得て積極的に行う。また、市広報紙、携帯端末、インター

ネット等を活用し、広範囲かつ効果的な広報を実施する。

ク その他の普及啓発活動の推進

（ア）高齢運転者標識の普及啓発

高齢運転者標識（高齢者マーク）の普及啓発を図るとともに、高齢運

転者標識を取り付けた自動車への「思いやり」の意識を高める。 

＜反射材の装着促進キャンペーン＞ ＜各種反射材＞
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（イ）悪質性、危険性の高い交通違反防止の広報

重大事故の主原因となっている、悪質で危険性の高い 高速度違反、

飲酒運転等の事故実態・危険性等について周知し、これらの違反の防止

を図る。 

（ウ）交通安全活動に関する会議の開催

交通安全岩国市対策協議会の構成機関・団体による会議を開催し、交

通安全に関する情報交換や情報共有を図り、連携を強化する。 

（エ）「ライトきりかえ運動」の推進と早め点灯の普及啓発

夜間、歩行者や自転車の発見を早くし、事故防止を図るため、照射範

囲の広いハイビームへのこまめな切り替えを行う「ライトきりかえ運動」

を推進する。 

また、季節や気象の変化等に応じた自動車前照灯の早め点灯を促す。 

（オ）速度抑制運動の推進

速度超過の危険性の周知と速度抑制の意識の醸成を図り、走行速度を

抑制する運動を推進する。 

（カ）はみ出し事故防止対策の推進

はみ出しによる交通事故は重大事故につながる可能性が高いため、関

係機関・団体が連携して、「コースアウト４（し）ない運動」をはじめ、

はみ出し事故防止の啓発を推進する。 

（キ）高齢者交通事故防止対策の推進

人口の高齢化に伴い、高齢者の関係する交通死亡事故が増加するおそ

れがあることから、地域での「高齢者の交通事故防止運動」を促進し、

高齢者交通安全教室等の高齢歩行者対策を推進する。 

また、自動車等の運転に不安を有する高齢者が、運転免許証を返納し

やすい環境の整備を図り、運転卒業証制度等の周知を図る。 

（ク）ドライブレコーダーの普及促進

交通事故防止を促進するため、映像記録型ドライブレコーダー、デジ

タル式運行記録計等の安全運転の確保に資する車載機器の普及促進を図

る。 
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（ケ）二輪運転者のプロテクター着用の推進

二輪運転者の被害軽減を図るため、胸部等保護の重要性の理解促進を

図るとともに、プロテクター着用の推進を図り、関係機関・団体等と連

携して啓発する。 

（４）民間団体等との協働の推進

ア 民間団体への支援の充実

民間団体による交通安全活動を促進するため、交通安全指導者の養成や

団体による行事への支援、情報提供を行う。 

イ 交通ボランティアの養成・支援

高齢者が地域で交通安全指導を行う岩国市高齢者交通安全指導員等の交

通ボランティアの確保・養成を推進する。また、交通指導員等が組織する

岩国ブロック交通指導員等連絡協議会の運営を支援する。 

（５）市民の参加・協働の推進

市民一人ひとりが、交通事故のない暮らしやすいまちとするために、主体

的に交通安全に関心を持ち、行動することが重要である。また、地域の実情

に応じた、市民に身近な交通安全対策も重要である。このため、市民の参加・

協働を積極的に進め、行政・市民・関係機関・団体等が一体となった交通安

全活動を推進する。 

＜団体による交通安全行事＞
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【第２の柱】道路交通環境の整備 

（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

交通安全対策は、地域の理解を得ながら、通学路や生活道路、市街地の幹

線道路等に歩道を整備するなど、人の視点に立った交通安全対策を推進する

必要がある。 

ア 生活道路における交通安全対策の推進

道路管理者は、地域内交通の安全性等の向上を図るため、身近な生活道

路の整備・改修を計画的に進める。また、公安委員会等と連携し、子供や

高齢者等が安心して通行できる道路空間の確保を図る。

さらに、歩道の整備等による経路対策、歩行者や自転車の通行における

ゾーン対策、交差点改良、ハンプ（※末尾用語解説参照）や狭さく（※末

尾用語解説参照）の設置等による通過車両の抑制対策を実施する。 

イ 通学路における交通安全の確保

通学路における交通安全を確保するため、道路管理者と市内の小中学校

等関係者での「岩国市通学路学校安全対策協議会」において、定期的な合

同点検の実施や対策の改善・充実等の取組を継続して推進するとともに、

道路交通実態に応じ、警察、教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関

が連携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を実施する。 

ウ 高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備

高齢者や障害者等をはじめ、市民が安全に安心して移動できる環境を整

備するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の施設周辺や相互に連絡す

る道路について、平坦性・幅員が確保された歩道等の整備を推進する。 

＜車両速度抑制のための狭さく＞＜車両速度抑制のためのハンプ＞
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エ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進

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、交通事故

の発生する危険性が高い区間について、歩道及び自転車通行空間の整備を

推進する。 

（２）幹線道路における交通安全対策の推進

幹線道路における交通安全については、市民の参加・協働により重点的・集

中的に交通事故の撲滅を図る。 

また、高規格幹線道路から生活道路に至るネットワークによって適切に機能

が分担されるよう道路の体系的整備を推進するとともに、他の交通機関との連

携強化を図る。 

ア 事故危険箇所対策の推進

特に事故の発生割合の大きい幹線道路区間や、その他の危険区間等にお

いて、公安委員会と道路管理者が連携して集中的な事故抑止対策を実施す

る。事故危険箇所においては、信号機の新設・改良、歩車分離式信号の運

用、道路標識の高輝度化等の整備、中央帯を設置する等対策を推進する。 

イ 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

の再発防止を図る。 

ウ 道路の改築等による交通事故対策の推進

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、

歩道等を設置するための既存道路の拡幅、自転車の通行を歩行者や車両と

分離するための自転車通行空間の整備等、道路の改築等による交通事故対

策を推進する。また、交通混雑が著しい中心部、駅周辺等においては、地

区周辺の幹線道路、交通広場等の総合的な整備を図る。  

（３）交通安全施設等の整備

公安委員会及び道路管理者が連携し、事故実態の調査・分析を行いつつ、

重点的、効果的かつ効率的に歩道や信号機の整備をはじめとした交通安全施

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る。 
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ア 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進

生活道路において人優先の考えのもと、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

図る。 

イ 幹線道路対策の推進

幹線道路では交通事故が特定の区間に集中して発生していることから、

事故危険箇所等の事故の発生割合の大きい区間において重点的な交通事故

対策を実施する。 

ウ 交通円滑化対策の推進

交通安全に資するため、信号機の高度化、交差点の改良等推進すること

により、交通容量の拡大を図り、交通の円滑化を推進する。 

エ 道路交通環境整備への市民参加の促進

市民や道路利用者の主体的な参加の下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、道路利用者等が日常から抱い

ている意見を積極的に収集し、道路交通環境の整備に反映する。   

（４）歩行空間のバリアフリー化

高齢者や障害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、病院等を結ぶ歩行空間のバリア

フリー化を積極的に推進する。

（５）自転車利用環境の総合的整備

ア 安全で快適な自転車利用環境の整備

乗用車から自転車への転換を促進するとともに、歩行者と自転車の事故

を減らすため、自転車道や自転車専用通行帯、自転車の通行位置の明示な

ど、自転車利用環境の総合的な整備を推進する。また、自転車利用者の交

通ルールや正しい交通マナーの啓発を推進する。 

イ 自転車等の駐輪対策の推進

駅周辺や商店街等における放置自転車等の解消を図るため、県、道路管

理者、警察等と連携し、利用者ニーズにあった駐輪場の整備や利用促進、

自転車等の整理・撤去等の放置自転車対策を図る。自転車等放置禁止区域

においては、路上サイン等の設置により周知を図り迷惑駐輪を防止する。 

また、自転車駐輪の利用状況等に応じて、新たな放置禁止区域の設定や
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放置禁止区域の変更を検討する。

（６）交通需要マネジメント（ＴＤＭ※末尾用語解説参照）の推進

本市の現状は、マイカーに依存したまちとなっており、全市的に公共交通

が衰退しつつある。安心・安全な移動環境を整備し市民一人ひとりが過度な

自動車依存を見直し、公共交通の利用や自転車の利用などを促す取組みを、

ノーマイカーデーの実施等をはじめ、関係機関・団体等と協力しながら推進

する。 

（７）災害に備えた道路の整備と災害発生時の情報提供

風水害、地震災害等の災害が発生した場合においても、生活を支える道路

交通を確保する。

道路斜面等の防災対策を進めるとともに、災害時の迂回路や避難路の整備

を推進する。また、避難及び緊急物資の輸送に支障が生じないよう市道及び

市の農道・林道等の必要なものについては、橋りょう等の耐震点検を実施し、

補強等を推進する。

災害発生時の道路被災状況や道路交通情報については、インターネット、

防災行政無線、防災メール等を活用し、迅速かつ的確に提供する。 

（８）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、

市民等の意見・要望等を十分に踏まえつつ、交通の状況や地域の特性に応じ

た駐車対策を推進する。  

（９）交通安全に寄与する道路交通環境の整備

ア 道路の使用及び占用の適正化等

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっては、

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する。また、

工事に伴う事故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整する。 

イ 子供の遊び場等の確保

路上遊戯等による子供の交通事故防止

のため、子供の安全な遊び場や良好な生 

活環境づくりを目指し、都市公園等の整 

備、改築を推進する。  

＜都市公園＞
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ウ 地域に応じた安全の確保

冬期の安全な道路交通を確保するため、積雪・凍結対策として適時・適

切な凍結防止剤散布や除雪を実施する。 

【第３の柱】救助・救急活動の充実 

（１）救助・救急体制の整備

ア 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する。

イ 多数傷病者発生時における救助・救急体制の充実

大規模道路交通事故等の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、救護訓練の実施及び消防機関と医師会並びに災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ＊末尾用語解説参照）の連携による救助・救急体制の

充実を図る。

ウ 救急救命士の養成・配置等の促進

プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急処置）の充実

のため、ドクターヘリの活用促進を図るとともに、岩国地区消防組合にお

いて救急救命士を計画的に配置できるようその養成を図る。

また、医師の指示又は指導・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強化

を図る。

＜消防組合の救助・救急体制＞
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エ 救助・救急用資器材の整備の推進

救助工作車、救助資機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

救命処置用資器材等の整備を推進する。

（２）応急手当の普及啓発活動の推進

交通事故などによる傷病者の尊い命を救い、社会復帰に導くためには、「救

命の連鎖」（下図参照）がとても重要となる。 

 交通事故現場には予期しない危険が潜んでいる場合があり、その場に居

合わせた人（バイスタンダー）は状況にあわせて自らの安全を確保したうえ

で傷病者に近づき、反応を確認し、反応がなければ助けを求め、協力者が駆

け付けたら 119 番通報と自動対外式除細動器（ＡＥＤ※末尾用語解説参照）

の手配を依頼し適切な応急手当を行う必要がある。 

このため、一次救命処置（心肺蘇生法とＡＥＤ）を含む応急手当について、

岩国地区消防組合・医療機関及び日本赤十字社等の関係機関が行う講習会等

への市民の参加を推奨するとともに、開催を支援する。

＜救命の連鎖の図＞
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（３）救急医療体制の堅持

迅速かつ適切な救急医療を提供するため、初期・二次・三次救急医療機

関の連携や救急医療体制の堅持に努めるとともに、救急医療の適切な受診対

応などについて、市民への普及啓発を推進する。

【第４の柱】被害者支援の推進 

交通事故被害者について、事故に係る諸問題の円滑な解決を図り、被害者の

精神的・経済的な負担を軽減するため、関係機関や犯罪被害者支援団体等と連

携し、専門の相談機関の紹介や情報提供など、交通事故被害者支援の充実を図

る。

【第５の柱】交通安全岩国市対策協議会と連携した取組み 

（１）交通安全岩国市対策協議会の取組み

交通安全岩国市対策協議会は、岩国市、関係機関・団体等との連携により

交通安全運動時の広報活動や交通安全イベント等を実施し、交通安全思想の

普及・啓発に努め交通事故防止を図る。

また、交通安全に関する諸問題について審議、対策を講ずる。

（２）交通指導員の育成

市は交通安全指導教育を交通安全岩国市対策協議会に委託しており、交通

指導員が保育園、幼稚園等で交通安全教室を実施する。

＜交通安全市民大会＞ ＜交通安全市民パレード＞
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また、交通指導員の知識と指導方法、技術等の取得のため、警察や民間団

体等が実施する研修に積極的に参加できるよう支援し、交通指導員の育成を

図る。

（３）研究開発の充実

交通安全教室等で使用する指導教材は、交通安全研修や他市の交通安全対

策協議会との連携により、教材を開発し充実を図る。

２ 踏切道の交通の安全  

踏切事故は、減少傾向にあるが、改良すべき踏切道がなお残されている現状

である。こうした現状を踏まえ、関係機関等と連携を取りながら、引き続き、

踏切事故防止対策を総合的かつ積極的に推進することにより踏切事故のない

社会を目指す。
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第５章 計画の目標 

１ 道路交通の安全  

平成 32 年までに年間交通事故死者数ゼロを目指す。 

平成 32 年までに年間人身事故発生件数 400 件以下を目指す。 

人命尊重の考え方に立って、交通事故のない、安全で安心して暮らせる「交

通安全市いわくに」を実現することが目標である。本市の道路交通の安全に係

る目標として、平成 24 年以降の交通事故年間 少死者数が４人の実績である

が、目標としてゼロを目指すこととする。 

 一方、人身事故発生件数については、平成 23 年から平成 27 年にかけて人身

事故発生件数が 20％減であった。そこで、平成 28 年から平成 32 年にかけて

の発生件数も同様に 20％減である年間 400 件以下を目指し、人身事故発生件

数の減少に積極的に取り組むものとする。 

２ 踏切道の交通の安全 

踏切事故件数ゼロを目指す。 

踏切道における交通の安全を図り、踏切事故件数ゼロを目指す。 
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用語解説 

Hanpu(hump) 
自動車の速度を抑制するために道路を凸

型に舗装したもの。

狭さく（狭窄）

車道部分を狭めたり、視覚的に狭く見せか

けることにより、車のスピードを抑制しよう

とするもの。

交通需要マネジメント（ＴＤＭ） 

Transportation Demand Management 

自動車の効率的な使用や使用の制御、公共

交通機関への利用転換などを促すことで、交

通需要を調整する取組。 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 

Disaster Medical Assistance Team 

医師、看護師、業務調整員で構成され、地

域の救急医療体制だけでは対応できないほ

どの大規模災害や事故などの現場に急行す

る医療チーム。 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 

Automated External Defibrillator 

心臓がけいれんし、血液を流すポンプ機能を

失った状態（心室細動）になった心臓に対し

て電気ショックを与え、正常なリズムに戻す

ための医療機器。 






