
 

平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 環境生活部交通安全対策課 課長名 佐伯 明 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

誰もが安全で安心して暮らせる千葉県を目指す上で、交通事故の防止は緊急かつ重要な課題であり、「安全で安心

して暮らせる社会」実現のため、県民一人ひとりが交通事故防止を強く意識し行動する「県民力」を養い、地域・学

校・職場など、より身近な地域で交通安全活動の具体的な行動を促すなど「地域力」の向上を図り、交通事故を確実

に減少させていきます。 

２ 施策の概要 

施策名 交通安全県ちばの確立 
施策 
コード

４ － ０ ４ １ ０

アクションプラン 
における位置付け 

１５ 交通安全県ちばの確立 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く10のちから 
第8次千葉県交通安全計画 
平成18年度千葉県交通安全実施計画 

関係
課名

消防地震防災課、医療整備課、道路環
境課、（教）学校保健課、県警本部 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

交通事故発生件数  
36,694件 

（17年） 

前年より減少させます 

（毎年） 

33,834件 

（18年） 
A

交通事故死者数  
305人 

（17年） 

300人以下 

（18年） 

245人以下* 

（22年）* 

266人 

（18年） 
A

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

 本県を取り巻く交通環境は、運転免許保有者数や自動車保有台数が毎年増加の一途をたどり、

交通の過密化・混在化を招くなど、年々厳しさを増しています。 

行楽シーズン等の交通渋滞は運転者の心のゆとりをなくすばかりか、渋滞解消後の速度超過

など交通事故を誘発する大きな要因となります。 

目標の 

達成状況総括 

 交通安全県ちばの確立の実現に向けて概ね順調に進んでいます。 

交通事故死者数については、前年より３９人減少し、全国で唯一７年連続減少させることが

できました。また、交通事故の発生件数や死傷者数も減少しております。 

しかし、全国的に見ると交通事故死者数 全国ワースト３位と依然として死亡事故多発県に

変わりはありません。 

その要因としては、依然として交通事故死者の約４割を高齢者が占めるとともに、重大事故

に直結する飲酒運転・速度超過等の無謀な運転などによる事故が多い状況です。 

* 第 8次千葉県交通安全計画における平成２２年の目標値 
 
３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

5,328 5,032 

金額

5,166 4,898 

3.0 2.1 

Ⅰ 

（高齢者の交通事故防止対策の推進） 

高齢者ケアの実戦部隊となる社会福祉協議会、民生委員児

童委員協議会、老人クラブや自治会に加えて「参加・体験型

交通安全リーダー研修」の修了者を啓発者として、高齢者宅

を直接訪問して交通事故防止を訴えるシルバーサポート活

動を展開します。 
人員

3.0 2.1 



 

7,343 7,409 

金額

7,095 7,247 

1.7 2.0 

Ⅱ 

（地域ぐるみ交通安全活動の推進） 

「交通安全推進隊」や交通安全母の会など地域に密着した

交通安全活動を行うボランティア等の幅広い活動を支援し

ます。 

さらには、県民一人ひとりが、地域・学校・職場など、よ

り身近な地域で交通安全活動の具体的な行動を起こす体制

づくりを支援していきます。 
人員

1.6 2.0 

23,692 23,598 

金額

22,587 23,373 

5.8 4.6 

Ⅲ 

（交通安全運動による広報啓発活動の推進と交通安全教育

の充実） 

特に、自転車販売店等と連携した「自転車安全利用の促

進」、飲酒疑似体験装置を活用した交通安全教育などによる

「飲酒運転の根絶」、交通運輸関係団体等と連携した夕暮れ

時の早めのライト点灯運動による「薄暮時対策」について積

極的に推進します。 

事故多発時には「知事の非常事態宣言」を発令し、県民へ

警鐘を鳴らすとともに、緊急街頭啓発など即効性のある対策

を講じます。 

県民総参加による交通安全活動を推進するとともに、県民

の必要に応じた実践的な交通安全教育の推進を図ります。 

人員

4.9 4.6 

507 504 
金額

301 292 

1.0 1.0 

Ⅳ 

（交通安全環境の整備） 

交通事故多発箇所を対象に、県、県警、道路管理者（国、

県、市町村等）、交通安全関係機関・団体等が共同して道路

環境面について、事故の要因を現地調査して、対策を講ずる

「共同現地診断」を実施します。また、「交通モニター」な

ど広く県民から道路交通における安全施策に関する情報・意

見等を求めます。 

人員

1.0 1.0 

49,923 49,613 
金額

48,304 47,457 

14.0 14.0 
Ⅴ 

（被害者救済支援策としての交通事故相談事業の充実） 

 交通事故に遭われた方々にとっては、事後の対応や精神的

不安は切実な問題です。交通事故被害者対策として、「交通

事故相談所」に専門の相談員と弁護士を配置し、相談業務を

実施します。また、臨床心理士を配置し、心のケア対策を図

ります。 

人員

14.0 14.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

高齢者の交通事故死者数 
108人 

（17年） 

103人 

（18年） 

103人 

（18年） 
A

Ⅰ 

交通安全シルバーリーダーネット

ワーク※参加者数 

396人 

（17年度） 

480人 

（18年度） 

486人 

（18年度） 
A

Ⅱ 交通安全推進隊員数 
2,174名 

（18年3月末） 

3,000名 

（18年度） 

2,592名 

（19年3月末） 
B

Ⅲ シートベルト着用率 

90．8％ 

（17年 10月） 

※参考 全国平均 

92．4％ 

(警察庁・日本自動車

連盟合同調査) 

100％ 

（18年） 

93．7％ 

（18年 10月） 

※参考 全国平均 

93．8％ 

 

B



 

Ⅳ 
共同現地診断計画箇所及び重大死

亡事故等における現地診断実施率 

100％ 

（17年度） 

100％ 

（18年度） 

100％ 

（18年度） 
A

Ⅴ 交通事故相談件数 
4,448件 

（18年 3月末） 

5，000件 

（18年度） 

4,478件 

（19年 3月末） 
B

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

（高齢者の交通事故防止対策の推進） 

高齢者の交通事故が増加傾向にあるなか、今後の急速な高齢化と相まって、高齢者の交通事故対策は

緊急かつ重要な課題であり、高齢者の交通安全を総合的に推進する必要があります。 

（地域ぐるみ交通安全活動の推進） 

交通事故の多くは自分の居住する身近な地域で発生していることから、地域ぐるみの交通安全活動の

推進が必要です。 

（交通安全運動による広報啓発活動の推進と交通安全教育の充実） 

交通安全への意識の高揚を図るには、継続した広報啓発活動と県民の必要に応じた交通安全教育の実

践が不可欠です。 

（交通安全環境の整備） 

事故危険箇所の解消や交通事故被害者救済に取組む必要があります。 

今後の 

施策展開 

（高齢者の交通事故防止対策の推進） 

高齢者の交通事故防止対策については、福祉分野や自治会等と連携して「地域で守る・防ぐ」に加え

て「交通事故を起こさない環境」を作るための地域ネットワークづくりを支援していきます。 

（地域ぐるみ交通安全活動の推進） 

県民一人ひとりが、地域・学校・職場など、より身近な地域で交通安全活動の具体的な行動を起こす

体制づくりを支援していきます。 

（交通安全運動による広報啓発活動の推進と交通安全教育の充実） 

県民総参加による春・夏・秋・冬の交通安全運動をはじめ、交通事故多発時には知事の非常事態宣言

を発令し、重点的かつ即効性のある対策を講じます。 

（交通安全環境の整備） 

「共同現地診断」の実施や「交通モニター」など広く県民から道路交通における安全施策に関する情

報・意見等を求めることにより、交通危険箇所の解消に努めます。 

（被害者救済支援策としての交通事故相談事業の充実） 

交通事故被害者へのケアとして交通事故相談業務体制の充実にも努めていきます。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

（高齢者の交通事故防止対策の推進） 

高齢者の交通事故防止対策の推進について、高齢者ケアの実戦部隊となる社会福祉協議会、民生委

員児童委員協議会、老人クラブや自治会に加えて「参加・体験型交通安全リーダー研修」の修了者を

啓発者として、高齢者宅を直接訪問して交通事故防止を訴えるシルバーサポート活動を展開します。

（地域ぐるみ交通安全活動の推進） 

地域ぐるみ交通安全活動の推進については、県民一人ひとりが、地域・学校・職場など、より身近

な地域で交通安全活動の具体的な行動を起こす体制づくりを支援していきます。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・地域でつくる高齢者交通安全対策事業 

（通年）

・春の全国交通安全運動（4／6～15） 

・各種広報啓発活動（通年） 

・自転車安全運転の利用促進月間（5月） 

・参加・体験型高齢者交通安全リーダー研修 

・共同現地診断（5月～7月） 

４月 

～６月

・各種広報啓発活動（通年） 

・春の全国交通安全運動（4／6～15） 

・交通安全教育モデル事業（６校） 

・自転車安全運転の利用促進月間（5月） 

・参加・体験型高齢者交通安全リーダー研修（4/13）

・共同現地診断（5月～7月） 

・交通事故相談業務（通年） 

・高齢者宅訪問事業（5/18） 

 

 



 

７月 

～９月 

・夏の交通安全運動（7／20～31） 

・秋の全国交通安全運動（9／21～30） 

・飲酒運転追放啓発（7月、9月） 

・薄暮時対策啓発（9月～3月） 

・参加・体験型高齢者交通安全リーダー研修 

・共同現地診断（9月～12月） 

７月 

～９月

・夏の交通安全運動（7／20～31） 

・秋の全国交通安全運動（9／21～30） 

・飲酒運転追放啓発（7月、9月） 

・薄暮時対策啓発（9月～3月） 

・参加・体験型高齢者交通安全リーダー研修(9/25) 

・こども自転車千葉県大会（7/4） 

・共同現地診断（9月～12月） 

・高齢者宅訪問事業（8/31） 

10月 

～12月 

・冬の交通安全運動（12／10～31） 

・飲酒運転追放啓発（12月） 

 
10月 

～12月

・冬の交通安全運動（12／10～31） 

・世代間交流事業（10/31） 

・交通安全県民大会（11/7） 

・飲酒運転追放緊急対策会議（11/22） 

・飲酒運転追放キャンペーン(12/1) 

１月 

～３月 

 
１月 

～３月

・ダンプカー交通事故防止対策会議（3/5） 

・共同現地診断施設部会（3/13） 

・交通安全フォーラム（3/20） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 高齢者の交通事故防止対策の推進 

参加・体験型高齢者交通安全リーダー研修を 2 回実施し 98 人が参加し、交通安全シルバー

リーダーネットワーク事業により 486 人に交通安全に関する情報提供を行い、世代間交流事業

など高齢者に応じた実践的な交通安全教育の実施等により、高齢者の交通安全に対する意識高揚

が図られました。 

Ⅱ 地域ぐるみ交通安全活動の推進 

交通安全母の会など地域に密着した交通安全活動を行う交通安全ボランティアへの支援活動

を行うとともに、地域の交通安全ボランティアの支援強化により交通安全推進隊は 2,592 名が

加入しました。また、交通安全コミュニティ事業を5小学校区に対し展開した結果、地域におけ

る交通安全に対する意識高揚が図られました。 

Ⅲ 交通安全運動による広報啓発活動の推進と交通安全教育の充実 

春・夏・秋・冬の交通安全運動をはじめ、飲酒運転追放緊急対策会議の実施、知事・県警察本

部長をはじめ関係者を中心とした飲酒運転追放キャンペーンの実施、飲食店に対する飲酒運転追

放推進店の指定等飲酒運転根絶のための各種施策や街頭啓発の実施などを展開したことにより、

交通安全に対する県民への意識高揚が図られました。 

Ⅳ 交通安全環境の整備 

共同現地診断の実施により交通事故の多発地点 63 箇所を改善するとともに、交通モニター

からの242件の通報による各交通関係の問題点等を把握改善しました。 

Ⅴ 被害者救済支援策としての交通事故相談事業の充実 

来所、巡回、電話により交通事故相談 4,478 件を受け専門の相談員による交通事故に対する

適切なアドバイスにより、交通事故被害者の救済を図る体制を整備しました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項  

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

 交通事故死者数は減少傾向にあるものの、全国ワースト上位という極めて憂慮すべき状況が続い

ています。 

 このような厳しい状況から脱却するため、交通事故の特徴を踏まえた「高齢者の交通事故防止

対策」、「飲酒運転の根絶」、「地域ぐるみの交通安全活動」など、より一層の各種取組みが必要です。

 

Ⅰ 高齢者の交通事故防止対策の推進 

高齢者の事故死者数は前年度より減少したものの、事故死者数全体から見ると高齢者の事故死

者数が依然と高く、今後も高齢者への交通事故防止対策が大変重要です。 

Ⅱ 地域ぐるみ交通安全活動の推進 

交通事故の多くは自分の居住する身近な地域で発生していることから、引き続き地域ぐるみの

交通安全活動への支援強化が必要です。 

Ⅲ 交通安全運動による広報啓発活動の推進と交通安全教育の充実 

県民すべての交通安全意識を高揚するため、今後もより一層の広報・啓発活動の推進が必要で

す。 



 

Ⅳ 交通安全環境の整備 

新たな事故多発地点への交通環境の整備や交通環境の変化に応じた対策が必要です。 

Ⅴ 被害者救済支援策としての交通事故相談事業の充実 

相談内容が複雑かつ多様化しているとともに、交通事故当事者等に対し広く相談の機会を提供

する必要があります。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅴ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

課題への 

対応策 

平成１９年度は、新たな戦略プロジェクトとして、「付けよう反射材１０万人キャンペーン」、  

「ストップ・ザ・飲酒運転事業」、「地域で守る子どもと高齢者の交通安全推進事業」を実施します。

 

Ⅰ 高齢者の交通事故防止対策の推進 

参加・体験型高齢者交通安全リーダー研修や世代間交流事業など高齢者に応じた実践的な交通

安全教育の実施等を推進するとともに、高齢者への反射材の配付など夜間の高齢者の交通事故防

止対策を実施していきます。 

Ⅱ 地域ぐるみ交通安全活動の推進 

地域ぐるみの交通安全活動については、県民一人ひとりが、地域・学校・職場などより身近な

地域で交通安全活動の具体的な行動を起こす体制づくりとして「交通安全推進隊」等を整備し、

育成・支援の拡大をしていきます。 

また、モデル事業として、地域が主体となった交通安全対策の事業を実施していきます。 

Ⅲ 交通安全運動による広報啓発活動の推進と交通安全教育の充実 

飲酒運転防止の啓発ビデオ作成等による飲酒運転の根絶のための啓発事業の実施をはじめ、

「薄暮時対策」、「自転車の安全利用の促進」など、あらゆる方法により広報啓発活動を県民と

連携・協働して積極的に推進していきます。 

Ⅳ 交通安全環境の整備 

交通事故多発地点や交通危険箇所の整備、改善など交通環境の整備を目的に、県、県警、道路

管理者（国、県、市町村）、交通安全関係機関が一体となって共同現地診断を継続して実施し

交通環境の整備を進めます。 

Ⅴ 被害者救済支援策としての交通事故相談事業の充実 

交通事故相談体制の充実に向けて、交通事故相談所の周知（パンフレットやホームページへの

掲載）、相談員の資質の向上（相談員研修会の実施）に努めていきます。 

 

（二次評価結果） 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

引き続きワースト上位にあり、対策をゆるめず実施していく必要がある。警察、教育機関、道路管理者等、他部局

との連携を一層強化して取り組むこと。また、交通事故原因を十分分析して、新たな対策についても検討すること。

 


