「交通安全対策の総合的推進（交通安全基本計画）」の事後評価（平成16年度内閣府本府政策評価書）
平成17年３月
内

閣

府

本評価書は、
「平成16年度内閣府本府政策評価実施計画」
（平成16年４月30日内閣総理大臣決定）
に基づく政策評価のうち、「交通安全対策の総合的推進（交通安全基本計画）」の事後評価につい
て、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第10条の規定に基づき作成するものである。
（説明）
交通安全基本計画は、交通安全対策基本法第22条第１項の規定に基づき、中央交通安全対策会
議により作成されており、交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるもので
ある。
現行の当該計画（第７次交通安全基本計画）の対象期間は平成13年度〜平成17年度の５年間で
あることから、この評価については、その結果を次期計画（第８次交通安全基本計画）に反映さ
せるため、他の「実施計画」に基づく政策評価より早期に実施、公表することとした。
また、交通安全基本計画は、各府省庁により実施される陸上、海上及び航空交通の安全に関す
る総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものであるため、総合評価方式（※）を用いること
とした。

※［総合評価方式］
政策の決定から一定期間を経過した後を中心に、問題点の解決に資する多様な情報を提供することにより政
策の見直しや改善に資する見地から、特定のテーマについて、当該テーマに係る政策効果の発現状況を様々な
角度から掘り下げて分析し、政策に係る問題点を把握するとともにその原因を分析するなど総合的に評価する
方式

平成16年度内閣府本府政策評価書（事後評価）
[要 旨]
【総合評価方式】
政策分野 交通安全対策

交通安全対策の総合的推進（第7次交通安全基本計画（平成13年度〜平成17年度））
政策の目的

分野１

道路交通の安全

評価結果の概要
死者数についてみると、計画期間の２年度目において「年
間の２４時間死者数を８，４６６人以下とする」という目標を達成
することができたほか、昭和４５年の１万６，７６５人という死者
数を半減するに至った役割の一翼を担った点において、道路
交通事故による死傷者数を限りなくゼロに近づけ、国 交通安全施策は効果的であった。
民を交通事故の脅威から守る。
交通事故発生件数や死傷者数についてみると、死者数のよ
うには減少しておらず、「自動車保有台数当たりの死傷者数を
可能な限り減少させる」という目標を達成できたとは、必ずしも
言い難い状況にある。
計画期間中における平成１３年から１５年までの鉄軌道運
鉄軌道の運転事故を未然に防止し、より安全な鉄軌道
転事故の動向を見てみると、発生件数は必ずしも減少傾向と
を目指す。
は言えない。

分野２

鉄軌道交通の安全

分野３

踏切道における交通の安全 踏切事故の発生を極力防止する。

分野４

海上交通の安全

航空交通の安全

全死者数に占める高齢者の割合や高齢者が第一当
事者（原付以上運転者）となる事故件数が増加している
ことから考えて、今後とも、交通対策本部決定「本格的
な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安
全対策について」に基づく諸対策をより一層推進するこ
とが重要であると思われる。
また、今後は、交通事故そのものを防ぐ施策につい
ての更なる検討が必要であると考えられる。
鉄軌道における交通安全の諸施策を引き続き推進
する必要があると考えられる。

計画期間中における平成１３年から１５年までの踏切事故
の動向を見てみると、発生件数が一貫して減少傾向にあること
踏切道における交通安全の諸施策を引き続き推進
から、踏切道における交通安全施策は概ね効果的であったと する必要があると考えられる。
考えられるが、死傷者数に目立った減少が見られない。

平成15年時点では「海難及び船舶からの海中転落による死
亡・行方不明者数を平成１７年までに200人以下にする」という
ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海
初歩的な知識・技能の不足した運航者の増加等を踏
目標は達成するに至っていないが、計画期間中における平成
難の発生を防止するとともに、海難及び船舶からの海
まえ、安全知識の更なる普及・啓発活動をはじめとした
１３年から１５年までの「海難に伴う死亡・行方不明者数」並び
中転落による死亡・行方不明者数の減少に努め、限り
海上交通安全の諸施策を引き続き推進する必要がある
に「船舶からの海中転落者及びそれに伴う死亡・行方不明者
なくゼロに近づける。
と考えられる。
数」の推移を見てみると、いずれも減少傾向にあることから、海
上交通安全施策は概ね効果的であった。
我が国における民間航空機の事故の発生件数は、航空輸
送が急速に拡大したにもかかわらず、航空交通環境の整備等
により、多少の変動はあるものの横ばい傾向を示している。

分野５

今後の取組方針等

航空交通の安全を確保し、事故発生を防止する。
計画期間中における平成１３年から１６年までの航空事故
の動向を見てみると、負傷者数が大幅に減少していることか
ら、航空交通安全の施策は概ね効果的であった。

航空事故の性格上、ひとたび事故が発生した場合、
多数の死亡者が生じる可能性があり、航空交通安全の
諸施策を引き続き推進する必要があると考えられる。

今後、平成１８年度を開始年度とする第８次交通安
全基本計画を策定するに際しては、基本的には第７次
交通安全基本計画の施策を踏まえることが望ましいと思
われる。

計画全体

交通安全基本計画に基づいて、
○ 個々の施策が計画どおり実施されているかどうか
人命尊重の理念の下に、陸上、海上及び航空交通の ○ 個々の施策の総合的な推進が全般的に有効に機能してい
各分野において、２１世紀の安全な交通社会の実現を
るかどうか
ただし、人命尊重の理念の下に、陸上、海上及び航
目指す。
などの観点から総合的に評価を行ったところ、上記の結果のと
空の各分野において、より一層安全な交通社会の実現
おり、第７次交通安全基本計画は有効な計画であったと評価で
を目指すという観点から、様々な新しい施策を生み出す
きた。
ことが必要と考えられる。

平成16年度政策評価書（事後評価）
政策分野：交通安全対策
１

政策名

交通安全対策の総合的推進
（第７次交通安全基本計画（対象期間：平成１３年度から平成１７年度））

２

担当局課

政策統括官（共生社会政策担当）（参事官：二見吉彦）

３

評価方式

総合評価方式

４

政策の目的
人命尊重の理念の下に、陸上、海上及び航空交通の各分野において、２１世紀の安全な交通社会
の実現を目指す。

５

関係予算の推移（単位

百万円）

平成13年度

平成15年度

平成16年度

陸上交通

1,769,181

1,599,079

1,570,652

1,441,747

海上交通

130,491

131,644

128,503

104,207

航空交通

276,656

249,219

239,076

256,358

2,176,328

1,979,942

1,938,231

1,802,312

合計
６

平成14年度

分野別評価
分野１：道路交通の安全
①目的
交通事故による死傷者数を限りなくゼロに近づけ、国民を交通事故の脅威から守ることが究極
の目標である。
目標
当面、自動車保有台数当たりの死傷者数を可能な限り減少させるとともに、平成１７年までに、
年間の２４時間死者数を、交通安全対策基本法施行以降の最低であった昭和５４年の８，４６６
人以下とすることを目指す。

②分野別予算額推移（単位

百万円）

陸上交通安全対策予算（道路交通、鉄軌道交通、踏切道における交通の合計額）
平成13年度
1,769,181

平成14年度

平成15年度

1,599,079

1,570,652

平成16年度
1,441,747

③具体的施策例
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、救助・救急体制等の整備、損害賠償の適正化と被害者対策の推進、科学技術の
振興等（詳しくは、別添の第１章３及び４を参照）
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④政策効果の発現状況
交通事故死者数の推移
平成 13 年
死者数(人)
※

平成 14 年

８，７４７

８，３２６

平成 15 年
７，７０２

平成16年の交通事故死者数は、7,358人である。

自動車１万台数当たりの死傷者数
平成 13 年
死傷者数（人）

平成 14 年

１５５．２

１５２．２

平成 15 年
１５３．３

⑤政策に対する評価
まず死者数についてみると、上記④のとおり、計画期間の２年度目において「年間の２４時間死
者数を８，４６６人以下とする」という目標を達成することができたほか、昭和４５年の１万６，
７６５人という死者数を半減するに至った役割の一翼を担った点において、道路交通安全施策は効
果的なものであったと認められる。
その際、個々の交通安全諸施策の評価としては、厳密には、個々の施策のみのアウトカムを切り
出して評価することはできないのであるが、交通事故死者数等のアウトカムの内容を分析した結
果、次のように推測できるのではないかと考えられる。
一つは、飲酒運転の厳罰化等悪質・危険運転者対策が効果的であったということである。すなわ
ち、当該対策が一つの柱である改正道路交通法令の施行（平成１４年６月）の前後で、死亡・重大
事故につながりやすい飲酒運転による死亡事故件数は大幅に減少していることから（別添の第１章
１（３）イ①を参照）、死者数の減少には、改正道路交通法令の施行の効果が大きかったものと推
測される。
勿論、改正道路交通法の効果のみならず、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、救助・救急体制等の整備等の諸対策も効
果を発揮したことは言うまでもない。
もう一つは、高齢者の死者数の減少という効果はみられるものの、全死者数に占める高齢者の割
合や高齢者が第一当事者（原付以上運転者）となる事故件数が増加していることから考えて、高齢
者交通安全対策が未だ十分ではないと推測される（別添の第１章３（１）を参照）。もっとも、交
通安全の施策が効果を発現するには時間がかかるため、今後とも、交通対策本部決定「本格的な高
齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」に基づく諸対策をより一層推進す
ることが重要であると思われる。
次に、死傷者数についてみると、上記④のとおり、死者数のようには減少しておらず、残念なが
ら「自動車保有台数当たりの死傷者数を可能な限り減少させる」という目標を達成できたとは、必
ずしも言い難い状況にある。今後、交通事故そのものを防ぐ施策についての更なる検討が必要であ
ると考えられる。
分野２：鉄軌道交通の安全
①目的
鉄軌道の運転事故を未然に防止し、より安全な鉄軌道を目指す。
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②分野別予算額推移（単位

百万円）

陸上交通安全対策予算（道路交通、鉄軌道交通、踏切道における交通の合計額）
平成13年度
1,769,181

平成14年度

平成15年度

1,599,079

平成16年度

1,570,652

1,441,747

③具体的施策例
鉄軌道交通環境の整備、鉄軌道の安全な運行の確保、鉄軌道車両の安全性の確保、救助・救急
体制の整備、科学技術の振興等（詳しくは、別添第２章を参照）
④政策効果の発現状況
鉄軌道運転事故の状況
平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

発生件数（件）

９０８

８５１

８６８

死者数（人）

３１４

３４４

３４７

負傷者数（人）

３８２

４７５

３９８

⑤政策に対する評価（別添の第２章２を参照）
鉄軌道交通における運転事故は、踏切事故防止対策の推進、さらには、列車運行の高速化・高密
度化に対応した自動列車停止装置等の運転保安設備の整備・充実、制御装置の改善、乗務員等の資
質の向上など総合的な安全対策を実施してきた結果、長期にわたって減少傾向にある。具体的には、
昭和５８年には、１，７６２件であったものが、平成５年には１，１８８件、１５年には８６８件
となっている。
また、平成１５年の運転事故による死傷者数は７４５人（うち死亡者３４７人）で前年比９．０％
減となっている。
ただし、第７次交通安全基本計画の実施期間中における平成１３年から平成１５年までの鉄軌道
運転事故の動向を見てみると、上記④のとおり、発生件数は必ずしも減少傾向とは言えないことか
ら、鉄軌道における交通安全の諸施策を引き続き推進する必要があると考えられる。
分野３：踏切道における交通の安全
①目的
踏切事故の発生を極力防止する。
②分野別予算額推移（単位

百万円）

陸上交通安全対策予算（道路交通、鉄軌道交通、踏切道における交通の合計額）
平成13年度
1,769,181

平成14年度

平成15年度

1,599,079

1,570,652

平成16年度
1,441,747

③具体的施策例
踏切道の立体交差化及び構造の改良の促進、踏切保安設備の整備及び交通規制の実施、踏切道
の統廃合の促進、その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置（詳しくは、別添第３章
を参照）
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④政策効果の発現状況
踏切事故の状況
平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

発生件数（件）

４７９

４４８

４３４

死者数（人）

１３６

１４０

１４１

負傷者数（人）

１７１

１５０

１７７

（踏切事故：鉄軌道の運転事故のうち、踏切障害及びこれに起因する列車事故をいう。）

⑤政策に対する評価（別添の第３章２を参照）
踏切事故は、踏切保安設備等の整備により、鉄軌道の運転事故と同様、長期にわたって減少傾向
にある。
また、平成１５年中に発生した踏切事故の件数も、運転事故（８６８件）の半数を占めているも
のの４３４件で前年比３．１％減である。ただし、死傷者数は３１８人で前年比９．７％増となっ
ている。
第７次交通安全基本計画の実施期間中における平成１３年から平成１５年までの踏切事故の動
向を見てみると、上記④のとおり、発生件数が一貫して減少傾向にあることから、踏切道における
交通安全施策は概ね効果的であったと考えられるが、死傷者数に目立った減少が見られないことな
どから、踏切道における交通安全の諸施策を引き続き推進する必要があると考えられる。
分野４：海上交通の安全
①目的
ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難の発生を防止するとともに、海難及び
船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数の減少に努める。海難及び船舶からの海中転落に
よる死亡・行方不明者数を限りなくゼロに近づけることが目標である。
目標
当面、年間の海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者を平成１７年までに２００
人以下とすることを目指す。

②分野別予算額推移（単位
平成13年度
130,491

百万円）
平成14年度

平成15年度

131,644

128,503

平成16年度
104,207

③具体的施策例
海上交通環境の整備、海上交通の安全に関する知識の普及、船舶の安全な運航の確保、船舶の
安全性の確保、小型船舶等の安全対策の充実、海上交通に関する法秩序の維持、救助・救急体制
の整備、損害賠償の適正化・充実、科学技術の振興等（詳しくは、別添第４章を参照）
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④政策効果の発現状況
海難船舶隻数およびそれに伴う死亡・行方不明者数の状況
平成 13 年
海難船舶隻数（隻）

平成 14 年

平成 15 年

２，７１０

２，６９３

２，７３３

１７１

１８３

１６２

死亡・行方不明者数（人）

船舶からの海中転落者及びそれに伴う死亡・行方不明者数の状況
平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

船舶からの海中転落者数（人）

２２３

２０４

１９１

死亡・行方不明者数（人）

１４９

１３８

１３６

⑤政策に対する評価（別添の第４章２を参照）
海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数をみると、上記④のとおり、計画期間３
年度目に当たる平成１５年時点は２９８人（１６２人＋１３６人）であり、「平成１７年までに２
００人以下とする」という目標を達成するに至っていない。
しかしながら、我が国の周辺海域において，海難に遭遇した船舶（以下「海難船舶」という。）
の隻数の推移をみると、第２次交通安全基本計画期間（昭和５１年から５５年まで）の年平均隻数
では３，２３２隻であったものが、平成１５年では、２，７３３隻となっており、約２割減少して
いる。これを用途別にみると、漁船の海難は１，３８２隻（全体の４３％）であったものが、９３
２隻まで減少したものの、依然として全体の３４％以上を占めており、また、貨物船の海難は８６
４隻（２７％）であったものが３６５隻（１３％）まで減少した。一方、モーターボート、ヨット
等のプレジャーボート及び遊漁船（以下「プレジャーボート等」という。）の海難は３７６隻（１
２％）であったものが、１，０５１隻まで増加し、全体の３８％を占めるに至っている。このほか、
タンカーの海難は、１９９隻だったものが１０２隻に減少し、旅客船の海難についても７５隻だっ
たものが５９隻まで減少した。
このような海難船舶の状況から、ふくそう海域における情報提供・航行管制システムの整備を始
め、海難防止思想の普及、民間団体の海難防止活動の展開、気象・海象情報の提供の充実等の各種
安全対策を計画的に推進してきた成果が認められる反面、プレジャーボート等の海難の増加につい
ては、近年の国民の余暇志向の高まりに伴い、マリンレジャーが急速かつ広範に国民に普及し、運
航のための初歩的な知識・技能の不足した運航者の増加が、その背景にあるものと考えられる。
また、船舶からの海中転落者数の推移をみると、第２次交通安全基本計画期間の年平均人数では
３１３人であったものが、平成１５年では１９１人となっており、約４割減少している。
海難による死亡・行方不明者の数は、第２次交通安全基本計画期間の年平均で４２６人であった
ものが、平成１５年では１６２人となっており、約６割減少している。
また、船舶からの海中転落による死亡・行方不明者の数は、第２次交通安全基本計画期間の年平
均で２６８人であったものが、平成１５年では１３６人となっており、約５割減少している。
これらは、海上交通環境の整備、海上交通の安全に関する知識の普及、船舶の安全な運航の確保、
船舶の安全性の確保、小型船舶等の安全対策の充実、海上交通に関する法秩序の維持、救助・救急
体制の整備等の諸対策が総合的に効果を発揮したものと考えられる。
第７次交通安全基本計画の実施期間中における平成１３年から平成１５年までの「海難に伴う死
亡・行方不明者数」並びに「船舶からの海中転落者及びそれに伴う死亡・行方不明者数」の推移を
見てみると、上記④のとおり、いずれも減少傾向にあることから、海上交通安全施策は概ね効果的
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であると考えられるが、初歩的な知識・技能の不足した運航者の増加等を踏まえ、安全知識の更な
る普及・啓発活動をはじめとした海上交通安全の諸施策を引き続き推進する必要があると考えられ
る。

分野５：航空交通の安全
①目的
航空交通の安全を確保し、事故発生を防止する。
②分野別予算額推移（単位
平成13年度

百万円）
平成14年度

276,656

平成15年度

249,219

平成16年度

239,076

256,358

③具体的施策例
航空交通環境の整備、航空機の安全な運航の確保、航空機の安全性の確保、救助・救急体制の
整備、科学技術の振興等（詳しくは、別添第５章を参照）
④政策効果の発現状況
航空事故の状況
平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

発生件数（件）

２１

３５

１９

死亡者数（人）

１２

１３

１２

負傷者数（人）

１３１

６５

１３

※

平成 16 年の発生件数は 28 件、死亡者数は 14 人、負傷者数（暫定値）は 23 人である。

⑤政策に対する評価（別添の第５章２を参照）
我が国における民間航空機の事故の発生件数は、航空輸送が急速に拡大したにもかかわらず、航
空交通環境の整備等により、多少の変動はあるものの横ばい傾向を示している。
第７次交通安全基本計画の実施期間中における平成１３年から平成１６年までの航空事故の動
向を見てみると、上記④のとおり、負傷者数が大幅に減少していることから、航空交通安全施策は
概ね効果的であると考えられる。
しかしながら、航空事故の性格上、ひとたび事故が発生した場合、多数の死亡者が生じる可能性
があり、航空交通安全の諸施策を引き続き推進する必要があると考えられる。
７

計画に基づいた政策の効果の発現状況
第７次交通安全基本計画に基づいた陸上、海上及び航空の各分野における政策の効果の発現状況
は６④のとおりであり、各分野を合計した全死者数の約９割を占める道路交通事故による死者数の
減少が著しいことが分かる。
したがって、総括的にみれば、
「２１世紀の安全な交通社会」の形成に向けて、望ましい方向に向
かっていると分析することができる。
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８

有識者の意見
中央交通安全対策会議の第１回専門委員会議（座長：政策研究大学院大学森地茂教授）において
意見を聴取したほか、特に、道路交通の部分については、学識経験者からなる「道路交通安全の基
本政策等検討会」（座長：東洋大学国際地域学部太田勝敏教授）の助言を求めつつ作業を行った。

＜第１回専門委員会議における主な意見＞
○

高齢者を第一当事者（原付以上運転者）とする交通事故件数は増加しているが、高齢者の免許
保有者１０万人当たりでみれば変化がないので、必ずしも高齢者が危険になっているということ
にはならないのではないか。

○

応急手当の普及のための各種講習会やドクターヘリについて、交通事故統計からは分からなく
ても、病院側から見た微妙な違いを効果として記載したらどうか。

○

アウトカムについて、今後は、ある要因の寄与度等を図るような工夫が重要となるのではない
か。

＜道路交通安全の基本政策等検討会における主な意見＞
○

限界があることは前提だが、施策ごとに定量的に換算できるもの、そのうちお金に換算できる

もの、単一の要因に帰属できるもの等、いくつかの段階があると思う。個別の施策ごとにきめ細
かい議論が必要で、それを公開していくことが重要である。
○

すぐに費用対効果の比較をすることには反対である。しかし、「国民に対する行政の説明責任」
といった観点からすると、算定できないと断定してしまうのは良くない。「交通事故調査・分析
の充実」に注力していくと、将来的には、できるようになってくるのではないか。

○

第７次交通安全基本計画の影響が第８次・第９次につながるということを書いておくとよいの
ではないか。

○

今後、高齢者数がさらに増えるのだから、もっと危険になるという警告をしてもよいのではな
いか。高齢者が第一当事者になっている交通事故件数は大変な勢いで伸びているため、高齢者の
運転教育をもう少し強調してもよいのではないか。

９

総合的評価（本政策の見直しのポイント）及び今後の取組方針
交通安全基本計画に基づいて、

○

個々の施策が計画どおり実施されているかどうか（なお、別添第１章４、第２章１、第３章１、
第４章１、第５章１にある「第７次交通安全基本計画の評価」欄の各項目の括弧内に記す省庁名
は、それぞれの施策の担当省庁を示すものである）

○

個々の施策の総合的な推進が全般的に有効に機能しているかどうか

などの観点から総合的に評価を行ったところ、６⑤の結果のとおり、第７次交通安全基本計画は有
効な計画であったと評価できた。
したがって、今後、平成１８年度を開始年度とする第８次交通安全基本計画を策定するに際して
は、基本的には第７次交通安全基本計画の施策を踏まえることが望ましいと思われる。
ただし、人命尊重の理念の下に、陸上、海上及び航空の各分野において、より一層安全な交通社
会の実現を目指すという観点から、様々な新しい施策を生み出すことが必要と考えられる。
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第１章
１

道路交通

平成１５年中の交通事故分析

（１）交通事故発生件数、死者数及び負傷者数
構成率
発生件数

94万7,993件

死者数

0.6％

118万1,431人

99.4％

重傷者数

7万5,086人

6.3％

軽傷者数

110万6,345人

93.0％

8,877人

0.7％

30日以内死者

年

比

＋1万1,272件、＋1.2％

7,702人

負傷者数

前

−

624人、−7.5％

＋1万3,576人、＋1.2％
−

3,192人、−4.1％

＋1万6,768人、＋1.5％

−

698人、−7.3％

（２）交通事故の主な特徴
○ 軽傷事故の増加
死者、重傷者は減少し、軽傷者が増加
○ 自動車事故と自転車事故が増加（歩行中と二輪・原付乗車中は減少）
自動車乗車中の死傷者

対前年比

２．３％増加

自転車乗用中の死傷者

対前年比

２．０％増加

対前年比

７．９％増加

○ 高齢者の事故の増加
特に自動車乗車中の死傷者

○ 飲酒運転による交通事故が大幅に減少 対前年比 １９．５％減少
○ 高い走行速度での事故が大幅に減少
時速７０㎞/hを超えるもの

対前年比 １７．６％減少

時速８０㎞/hを超えるもの

対前年比 １６．４％減少

（３）交通事故の様々な分析
第７次交通安全基本計画を総合評価方式によって政策評価する前提として、各種施策
の最大のアウトカム指標である交通事故を様々な観点から分析することは極めて重要で
あると考えられ、このような趣旨から、以下、分析を加えてみることとする。
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ア

２４時間死者と３０日以内死者の比較
しばしば、２４時間死者数という概念を捉えて、「交通事故死者数が減少している

のは、医療水準の向上等によって、被害者が２４時間を越えてわずかの時間だけ生
きながらえているからに他ならず、３０日以内死者は大幅に増加している」との批
判がなされることがあるが、これは明確な誤りである。
下のとおり、３０日以内死者数（Ｂ）は概ね２４時間死者数（Ａ）の１．１５倍
となっており、３０日以内死者数についても２４時間死者数と同様に、大幅に減少
している。
６年

７年

２４時間死者(Ａ)

10,649

10,679

9,942

9,640

9,211

9,006

9,066

8,747

8,326

7,702

３０日以内死者(Ｂ)

12,768

12,670

11,674

11,254

10,805

10,372

10,403

10,060

9,575

8,877

1.20

1.19

1.17

1.17

1.17

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

(Ｂ)÷(Ａ)

８年

９年

１０年

１１年

１２年

１３年

１４年

（注１）
「２４時間死者」とは、交通事故発生から２４時間以内に死亡した者をいう。
（注２）
「３０日以内死者」とは、交通事故発生から３０日以内に死亡した者をいう。

なお、２４時間死者や３０日以内死者のほかに、陸上、水上及び航空交通の事故
を原死因とする死亡者（事故発生後１年を超えて死亡した者及び後遺症により死亡
した者を除く。）すべてを死因分類「交通事故」として計上している厚生労働省の人
口動態統計がある。人口動態統計による交通事故死者数のうち、明らかに道路上の
交通事故ではないと判断されたものを除き、警察庁では「厚生統計の死者数」とし
ているが、その数も下のとおり減少している。

厚生統計の死者

７年

８年

９年

１０年

14,840

14,006

13,667

13,176

１１年
12,858

１２年
12,565

１３年
12,134

１４年
11,483

（注）統計の取り方が平成６年までと平成７年以降とで異なるため平成７年以降を計上した。

イ

近年交通事故死者が減少している理由
近年、交通事故死者数が減少している理由としては、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、
救助・救急体制等の整備等の諸対策が効果を発揮したことは言うまでもないが、定
量的に示すことができる主な要因としては、次のものが考えられる。
①

飲酒運転の厳罰化等悪質・危険運転者対策
平成１５年中の死者数の減少を月別でみると、６月から１２月までは、月平均
−３３．９人と減少しているものの、１月から５月までの月平均−７７．４人に
比べて減少幅が小さく、５月までの死者数の減少が大きいことが分かる。
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１５年

一方、死亡・重大事故につながりやすい飲酒運転による死亡事故をみると、６
月から１２月までが月平均−７．１件にとどまるのに対して、施行前と比較した
１月から５月までが月平均−３３．４件となっており、死者数減少は飲酒運転に
よる死亡事故の減少によるところが大きいものと推測される。
これらのことから、平成１５年中の死者数の主な減少要因として、飲酒運転の
厳罰化等悪質・危険運転者対策を柱の一つとして平成１４年６月に施行された改
正道路交通法令の効果を挙げることができる。

○死者数と原付以上運転者（第一当事者）の飲酒運転による死亡事故の状況

死者数
増減数
月平均増減数
飲酒死亡事故
増減数
月平均増減数

②

１４年
１５年
1〜5月 6〜12月 1〜12月 1〜5月 6〜12月 1〜12月
3,320
5,006
8,326
2,933
4,769
7,702
-26
-395
-421
-387
-237
-624
-5.2
-56.4
-35.1
-77.4
-33.9
-52.0
475
522
997
308
472
780
-4
-190
-194
-167
-50
-217
-0.8
-27.1
-16.2
-33.4
-7.1
-18.1

シートベルト着用者率の向上と致死率（自動車乗車中）の低下
下のグラフのとおり、シートベルト着用者率の向上に従って、自動車乗車中の
致死率（死者数÷死傷者数×１００）の低下が見られるので、シートベルトの着
用者率の向上が死者数減少を導いていることが推測される。

（％）

シートベルト着用者率及び致死率（自動車乗車中）の推移（各年１２月末）

（％）

90.0

1.20

85.0

1.10
シートベルト着用者率

80.0

1.00

ー

シ

75.0

0.90

ト
ベ 70.0
ル
ト
65.0
着
用
者 60.0
率

0.80

死

0.70

率

0.60
致死率（自動車乗車中）

55.0

0.50

50.0

0.40
５年

③

致

６年

７年

８年

９年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

危険認知速度（車両の事故直前速度）の低下と死者数の減少
危険認知速度別の死亡事故率は、５０㎞/h 以下が０．５％、５１〜８０㎞/h が
５．２％、８１㎞/h 以上が２２．７％であり、車両の速度が増すほど死亡事故率
が高く、下のグラフのとおり、車両の事故直前速度の低下が死者数減少を導いて
いることが推測される。
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危険認知速度別交通事故件数（一般道路）及び死者数の推移（各年１２月末）
150
140
130
５０㎞/h以下

120
110

５１〜８０㎞/h

100
90
（平成５年＝１００）

80
70
60

８１㎞/h以上

死者数

50
40
５年

④

６年

７年

８年

９年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

歩行中死傷者の違反の減少と歩行中死者の減少
下のグラフのとおり、違反あり歩行者の構成率の減少が、歩行中死者数の減少
を導いていることが推測される。
（％）

歩行中死傷者（１当及び２当）の違反構成率及び歩行中死者数の推移（各年１２月末）

（人）

61.0

3,900

59.0

3,700
3,500

57.0
構

違反あり歩行者の構成率

3,300

55.0

3,100 者

成 53.0
率

死

2,900

51.0

数

2,700

49.0
歩行中死者数

2,500

47.0

2,300

45.0
５年

（注１）
（注２）

⑤

６年

７年

８年

９年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

違反あり歩行者の構成率＝違反あり死傷者数（歩行中）÷死傷者数（歩行中）×１００
歩行中の違反有無別死傷者は、相手当事者が自転車など軽車両の場合を除く。

致死率の高い正面衝突事故の減少
近年、致死率の低い追突等の事故が増加している一方で、正面衝突等の致死率
の高い事故は減少ないし横這いとなっている。致死率の高い正面衝突事故の減少
の要因は様々であると思われるが、下のグラフのとおり、中央分離帯の設置延長
の増加に伴い、正面衝突による死亡事故件数が減少していることから、中央分離
帯等の交通安全施設の整備が正面衝突事故の減少を導いていることが推測される。
中央分離帯設置延長と正面衝突による死亡事故件数の推移
（件）
1,500
正
面
衝
突
に
よ
る
死
亡
事
故
件
数

（ｋｍ）
11,000
正面衝突による死亡
事故件数

1,400
1,300

10,500
10,000 中

1,200

9,500

1,100

9,000

1,000

8,500
8,000

900
中央分離帯設置延長

800

7,500
7,000

700

6,500

600
5年

6年

7年

8年

9年
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10年

11年

12年

13年

14年

15年

央
分
離
帯
設
置
延
長

ウ

交通事故死者数と交通事故発生件数等の関係について
交通事故死者数は減少しているにもかかわらず、交通事故発生件数や死傷者数が増

加している点についてどのように考えたらよいのであろうか。
この点について、交通事故は様々な要素が複雑に絡み合って発生するため、死者数
の減少と交通事故件数の増加との関係を明解に解きほぐすことはできない。以下はあ
くまでも、一つの考え方である。
一般的に、交通事故発生件数については、運転免許保有者数、自動車保有台数、自
動車走行キロ等の増加に伴って増加する傾向にあるものと考えられ、また実際のデー
タもそのような推測を裏付けているところである。
○交通事故発生件数、運転免許保有者数、自動車保有台数及び自動車走行キロの推移
1,000,000

9,000

900,000

8,000

800,000

7,000

700,000
交
通
事
故
発
生
件
数

6,000
600,000
5,000
500,000
4,000
400,000
3,000
300,000
交通事故発生件数（件）
自動車走行キロ（億キロ）
運転免許保有者数（万人）
自動車保有台数（万台）

200,000
100,000
0

2,000

1,000

運
転
免
許
保
有
者
数
・
自
動
車
保
有
台
数
・
自
動
車
走
行
キ
ロ

0
昭和35

40

45

50

55

60

平成２

7

12

注 １ 交通事故発生件数及び運転免許保有者数は，警察庁資料による。昭和41年以降の交通
事故発生件数は,物損事故を含まない。運転免許保有者数は,各年12月末現在である。
２ 自動車保有台数は国土交通省資料により,各年12月末現在の値である。保有台数には
第1種及び第２種原動機付自転車並びに小型特殊自動車を含まない。
３ 自動車走行キロは国土交通省資料により,各年度の値である。軽自動車によるものは
昭和62年度から計上された。

このような考え方を前提とした上で、現在、様々な交通安全施策が行われていると
ころであるが、交通安全施策というものは、例えば、道路交通環境の整備、交通安全
思想の普及徹底、安全運転の確保等をみれば分かるように、基本的には、交通事故を
防止するという意味において、死者数の減少と同時に交通事故発生件数等の減少につ
いても効果があるものと思われる。

-5-

しかしながら、交通安全施策の中には、ひとたび発生してしまった交通事故の被害
を軽減するための施策というものも存在している。例えば、
○ シートベルト及びチャイルドシート着用の推進
○ エアバッグを始めとした車両の安全性の確保
○ 救助・救急体制の整備
といった施策は、交通事故防止には直接関係がなく（シートベルトを着用することに
よって運転姿勢が安定し、運転操作を的確に行える、あるいは安全意識が高まるとい
う議論もある）、あくまでも発生した事故の被害軽減に効果があるものと考えられる。
言うなれば、死者数の減少に直結する施策である。
【交通安全施策の概念図】
自動車等の運行

事故の発生

＜事故防止対策＞

被害者の発生

＜被害軽減対策＞

以上の説明から、交通事故防止対策によって、交通事故そのものを減らそうとして
いるものの、残念ながら、交通環境等の事情から交通事故発生件数は増加傾向にあり、
ただ、被害軽減対策によって、不幸にして発生してしまった交通事故の被害を軽減す
るという効果もあって死者数が減少しているのではないか、という分析ができると思
われる。
より具体的に言えば、事故防止対策そのものによる死者数の減少に加えて、被害軽
減対策によって、これまで死亡事故となっていたものが重傷事故（注１）となり、こ
れまで重傷事故となっていたものが軽傷事故（注２）となり、これまで軽傷事故とな
っていたものが物損事故となるなど、被害が軽減されているのではないかと推測され
るところである。
なお、近年、重傷者数も減少傾向にあるのは上記分析の妥当性の根拠となるものと
思われる。
１０年
重傷者数（人）

74,247

１１年
75,894

１２年
80,104

１３年
79,673

１４年
78,278

１５年
75,086

（注１）「重傷」とは、交通事故によって負傷し、１箇月（３０日）以上の治療を要する場合をいう。
（注２）「軽傷」とは、交通事故によって負傷し、１箇月（３０日）未満の治療を要する場合をいう。

（参考）自動車１万台数当たりの死傷者数
７年
死傷者数（人）

133.2

８年
132.2

９年
132.3

１０年
135.1

１１年
141.4

１２年
153.5

１３年
155.2

１４年
152.2

１５年
153.3

（注１）死傷者数は警察庁資料による。
（注２）自動車保有台数は国土交通省資料により、各年12月末現在の値である。保有台数には、第1種及び第2種
原動機付自転車並びに小型特殊自動車を含まない。
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２

第７次交通安全基本計画本体の評価

（１） 道路交通事故の長期的推移
道路交通事故の長期的推移をみると、戦後、昭和２０年代後半から４０年代半ばご
ろまでは、死傷者数が著しく増大しており、２６年から４５年までに死傷者数は３万
５，７０３人から９９万７，８６１人へ、死者数は４，４２９人から１万６，７６５
人へと増加している。
これは、車社会化の急速な進展に対して、道路整備、信号機、道路標識等の交通安
全施設が不足していたことはもとより、車両の安全性を確保するための技術が未発達
であったことや、交通社会の変化に対する人々の意識が遅れていたことなど、社会の
体制が十分に整っていなかったことが要因であったと考えることができる。
このため、交通安全の確保は焦眉の社会問題となり、昭和４５年に交通安全対策基
本法（昭４５法１１０）が制定され、国を挙げての交通安全対策が進められた。
同法では、交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱である交通安全基本
計画の作成について定めており、昭和４６年度の第１次交通安全基本計画から始まり、
現在は平成１３年度から１７年度までの５年間を計画期間とする第７次交通安全基
本計画が実施されている。各計画では、それぞれ達成すべき目標を掲げ、交通安全に
関する施策を強力に推進してきたが、その結果、１５年の交通事故死者数は７，７０
２人と第７次交通安全基本計画の目標を２年度目で達成した１４年を更に下回り、昭
和３２年の７，５７５人以来４６年振りに８千人を下回った。
道路交通事故による交通事故発生件数，死傷者数及び死者数の推移
（人，件）

1,189,133人（15年）
18,000

1,200,000
16,765人（45年）

事故発生件数
死傷者数
死者数

1,000,000

16,000

947,993件（15年）
997,861人（45年）

14,000
交
通
事
故
発
生
件
数
・
死
傷
者
数

12,000

800,000
8,466人（54年）

7,575人（32年）

10,000
600,000
11,451人（4年）

720,880件（44年）

400,000

8,000

7,702人（15年）

6,000

4,000
200,000
2,000

0
昭和26

注

1
2
3

0
31

36

41

46

51

警察庁資料による。
昭和41年以降の件数には，物損事故を含まない。
昭和46年までは，沖縄県を含まない。
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56

61

平成3

8

13

死
者
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（２）陸上交通安全対策関係予算の長期的推移
第１次交通安全基本計画が始まった昭和４６年から現在に至るまでの国の交通安全
関係予算の推移は下のグラフのとおりであり、このグラフから、陸上交通安全対策関
係予算額（累計）の増加にしたがって、交通事故死者数が概ね減少していることが読
みとることができる。このことから、陸上交通安全対策関係予算と交通死亡事故件数
とは逆相関関係にあることが伺われるとともに、陸上交通安全対策関係予算の前提と
なる７次にわたる交通安全基本計画が概ね効果的であったことが推測される。
陸上交通安全対策予算と道路交通事故死者数の推移
（億円）
18,000

450,000

400,000

16,278

16,000

15,918

14,574
14,000

350,000

陸
上
交
通
安
全
対
策
予
算
累
計

12,000

300,000
11,432

11,451

11,227
11,086

10,792

11,105

10,942 10,649

10,344
250,000

10,679
10,000

9,734
8,945

9,520 9,262 9,261 9,317

8,466

200,000

9,073

8,760

8,783

9,942

9,347

9,640

9,211 9,006

9,066
8,747

8,719

8,326
8,000
7,702

150,000

6,000

100,000

4,000

陸上交通安全対策
予算累計（億円）

50,000

2,000

道路交通事故によ
る死者数（人）
0

0
昭和46年度

51年度

56年度

61年度

平成3年度

8年度

13年度

年度

交通安全基本計画

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

第6次

第7次

計画期間内における
陸上交通安全対策予算額

約15,543億円

約39,395億円

約47,195億円

約59,016億円

約73,044億円

約87,281億円

約63,807億円
（H13〜H16まで）

※１ 各年度の予算は、当初予算である。
※２ 予算は年度、死者数は暦年で計上している。
※３ 昭和46年の死者数には、沖縄県を含まない。

交通安全基本計画の目標値、実績値及び計画期間内予算額
第１次交通安全基本計画（昭和46年度〜昭和50年度）
昭和50年の歩行者推計死者約8,000人を半減
昭和46年
昭和4７年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
5，761人
5，689人
5，376人
4，140人
3，732人
第２次交通安全基本計画（昭和51年度〜昭和55年度）
過去の最高であった昭和45年の交通事故死者数16,765人の半減
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
9，734人
8，945人
8，783人
8，466人
8，7６0人
第３次交通安全基本計画（昭和56年度〜昭和60年度）
昭和60年までに年間の死者数を8,000人以下にする。
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
8，719人
9，073人
9，520人
9，262人
9，261人
第４次交通安全基本計画（昭和６１年度〜平成２年度）
平成２年までに年間の死者数を8,000人以下にする。
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成２年
9，317人
9，347人
10，344人
11，086人
11，227人
第５次交通安全基本計画（平成３年度〜平成７年度）
平成７年の死者数を年間１万人以下とする。
平成３年
平成４年
平成５年
平成６年
平成７年
11，105人
11，451人
10，942人
10，649人
10，679人
第６次交通安全基本計画（平成８年度〜平成１２年度）
年間の交通事故死者を平成９年までに１万人以下とし，さらに，平成12
年までに9,000人以下とする。
平成８年
平成９年
平成10年
平成11年
平成12年
9，942人
9，640人
9，211人
9，006人
9，066人
第７次交通安全基本計画（平成13年度〜平成17年度）
平成17年までに，年間の24時間死者数を交通安全対策基本法施行
以降の最低であった昭和54年の8,466人以下とする。
平成13年
平成14年
平成15年
8，747人
8，326人
7,702人
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計画期間内
予算額
約15,543億円
計画期間内
予算額
約39,395億円
計画期間内
予算額
約47,195億円
計画期間内
予算額
約59,016億円
計画期間内
予算額
約73,044億円
計画期間内
予算額
約87,281億円
計画期間内
予算額
(H16まで）
約63,807億円

道
路
交
通
事
故
死
者
数

（３）第７次交通安全基本計画本体の評価
交通安全基本計画は、交通安全対策基本法第２２条を根拠として作成された交通の
安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱である。
そのポイントは２点あり、一つは総合性である。すなわち、交通の安全は、内閣府、
国家公安委員会、警察庁、防衛庁、金融庁、総務省、消防庁、法務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、水産庁、経済産業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁と
いった多岐にわたる関係省庁に関連するため、あらゆる交通安全施策を総合的に推進
し、その総合性を確保する必要があるということである。
いま一つは継続性である。すなわち、交通事故の発生状況の長期的な予測に基づい
て、交通事故の発生をできる限り少なくするための交通安全施策を推進し、その継続
性を確保する必要があるということである。ちなみに、法律上、計画期間の定めはな
いが、第１次から第７次まではいずれも５箇年をその期間としている。
ところで、交通安全施策の効果は長期間にわたって発現するため、その効果を検証
する際には短期的視点ではなく長期的視点に立つことが何より重要であるが、この理
は、交通安全施策の集合体である交通安全基本計画についてもそのまま妥当するもの
である。
したがって、第１次から第７次までの個々の交通安全基本計画について、それぞれ
の計画における目標を達成できたか否かという分析をするよりも、昭和４５年の１万
６，７６５人という交通事故死者数が、７次にわたる交通安全基本計画に基づく諸対
策の推進によって、平成１４年の死者数が８，３２６人となって、半減するに至った
という分析が重要なのではないかと思われる。
このような意味から、第７次交通安全基本計画についても、７次にわたる交通安全
基本計画の一つとして、その総合性と継続性をもって死者数を半減せしめた点におい
て、極めて効果があったと言えるのではないかと考える。
なお、内閣府において、二輪免許保有可能な１６歳以上の男女３，０００人を対象
として、層化多段無作為抽出法により交通安全意識等に関するアンケート調査を実施
した（回答数２，１０５人）ところ、次のような調査結果が得られた。
○

第７次交通安全基本計画上、重点施策及び新規施策として掲げられた施策等のう
ち効果的であると思われる施策（事後評価）【複数回答】
①効果的な指導取締りの実施
１，３４５人（６３．９％）
②シートベルトなどの着用の徹底
１，２２８人（５８．３％）
③安全かつ円滑な道路交通環境の整備 １，０４８人（４９．８％）

○

将来的な交通安全対策として、今後、重要であると思われる施策（事前評価）
【複数回答】
①道路交通環境の整備
②道路交通秩序の維持
③安全運転の確保

１，５４７人（７３．５％）
７７４人（３６．８％）
７２２人（３４．３％）
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３

「重点施策及び新規施策」の評価

（１）重点・新規施策「高齢者の交通安全対策の推進」
（交通安全基本計画上の記述）
高齢化の進行に伴い、今後とも増加することが懸念されている高齢者の交通事故を防
止するため、高齢者に対して、加齢に伴う身体機能の変化が歩行者又は運転者としての
交通行動に及ぼす影響を理解させるとともに、道路及び交通の状況に応じて安全に道路
を通行するために必要な実践的技能及び交通ルール等の知識を取得させることを目標と
して、参加・体験・実践型の交通安全教育及び高齢者交通安全指導員（シルバーリーダ
ー）の養成を積極的に推進するほか、各種の普及啓発活動の推進や、反射材の活用等交
通安全用品の普及に努め、高齢者への交通安全意識の普及徹底を図る。
また、「平坦性が確保された幅の広い歩道」、高齢者等感応信号機、昇降装置付立体横
断施設、コミュニティ道路等の整備、生活ゾーンにおける交通規制の充実や住居系地区
等におけるコミュニティ・ゾーンの形成等により、バリアフリー化を始めとする歩行空
間の整備を行うとともに、追越しのための付加車線、分かりやすい道路標識等の整備を
推進し、高齢者等が安心して暮らせる道路環境づくりを行う。さらに、高齢者の安全運
転対策として、高齢者講習の充実、更新時講習における高齢者学級の拡充、高齢者が乗
りやすい自動車の開発促進等を推進する。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

市民参加型の高齢者交通安全学習普及事業
地域における高齢者交通安全学習を普及させるため、高齢者及び地域活動に影響のあ
る高齢者交通安全指導員（シルバーリーダー）に対し、その指導力を向上させるための
研修会を実施した。
１３年度
実施箇所数
参加人数

○

１４年度

１５年度

１６年度

６箇所

６箇所

９箇所

６箇所

５５９人

５４３人

７７３人

５５２人

高齢者交通安全意識高揚啓発事業
① 世代間交流事業
高齢者、両親、子供が一体となり、それぞれの目線で危険と思われる箇所を確認し
あう「ヒヤリ地図」の作成や、道路横断の疑似体験をすることができるシステムを活
用して、高齢者に対する啓発活動を実施した。
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１５年度
実施地域数

１６年度

６地域

１４地域

② 高齢者世帯訪問事業
各種イベントや交通安全教室に参加しない高齢者を対象として、出前型により高齢者
世帯を訪問して、啓発活動を実施した。
１５年度
訪問世帯数
○

１０１，３５８世帯

幅の広い歩道の整備
平成１３年度当初：44,082km
平成１４年度末：48,368km

○

昇降装置付立体横断施設の整備
平成１３年度当初：135 箇所
平成１４年度末：176 箇所

（注）高速自動車国道、有料道路及び道路法以外の道路は対象外

○

コミュニティ・ゾーンの形成

→

（３）重点・新規施策「安全かつ円滑な道路交通環境の整備」を参照。

○

歩行空間のバリアフリー化の推進
１日当たりの平均利用者数が 5,000 人以上の旅客施設の周辺等の主な道路のバリアフ
リー化された道路の割合
平成１５年度末：２５％

○

バリアフリー対応型信号機の設置状況

（基）

１３年度
歩行者感応化

１４年度

１５年度

３８

７４

７０

視覚障害者用付加装置

７６５

９０５

８３８

高齢者等感応化

３９１

５４０

３６９

音響式歩行者誘導付加装置

１３７

２３９

１５０

−

−

５４

歩行者支援装置

（注１）１４年度の整備基数は、１３年度２次補正予算による整備分を含む。
（注２）歩行者支援装置については、平成１５年度から特定交通安全施設等整備事業の事業項目として加えられた。
（注３）事業項目の名称と内容は次のとおりである。
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歩行者感応化：横断歩行者を感知した場合は歩行者用信号の青時間を延長し、感知しない場合は短縮する。
視覚障害者用付加装置：歩行者用信号の青表示を音響（電子音による鳥の鳴き声等）により視覚障害者に
知らせる。
高齢者等感応化：高齢者や身体障害者等が、専用の押ボタンや携帯する専用の発信器を操作することによ
り、歩行者用信号の青時間を延長する。
音響式歩行者誘導付加装置：視覚障害者等の横断歩行者に対して、チャイム等の音響により歩行者青信号
の開始を知らせる。
歩行者支援装置：高齢者や視覚障害者が横断歩道を歩行する際、信号の状態等の音声情報等を提供するこ
と等により、安全・安心かつ快適な移動ができるように支援する。

○

ルート番号表示による分かりやすい誘導の実施
交差点に設置されている標識に、交差する道路のルート番号の表示の整備を推進。
都道府県道以上が相互に交わる主要交差点のうち、交差する道路のルート番号が認識
できる交差点の割合
平成１５年末：５６％

○

高齢者講習
運転免許証の更新を迎える７０歳以上の高齢者（※）に、実際に自動車等の運転をし
てもらうことや運転適性検査器材を用いた検査を行うことにより、運転に必要な適性に
関する調査を行い、受講者に自らの身体的な機能の変化を自覚してもらうとともに、そ
の結果に基づいて助言・指導を行った。

受講者
７０歳以上の免許保有者数
受講者の割合

１３年

１４年

１５年

約４０万人

約７５万人

約１０６万人

約３９６万人

約４３５万人

約４７３万人

１０．１％

１７．２％

２２．４％

（※）高齢者講習の受講対象者は、平成１４年６月の改正道路交通法の施行により、更新期間が満了
する日における年齢が「７５歳以上の者」から「７０歳以上の者」に拡大された。

なお、第７次交通安全基本計画に基づき推進されている各種の交通安全対策に対して、
本格的な高齢者社会への移行という視点から新たな検討を加えるとともに、高齢社会対策
大綱（平成１３年１２月２８日閣議決定）の考え方を踏まえ、平成１５年３月２７日、交
通対策本部において「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策に
ついて」を決定した。現在、諸対策を実施中である（別添資料１参照）。
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＜アウトカム＞
交通安全の分野では、複数の施策の効果が複合的に発揮されて事故防止という結果につ
ながるため、厳密な意味において、個々の「高齢者の交通安全対策」によって、どれだけ
交通事故防止に効果があったかは不明である。
高齢者は交通事故の加害者となる場合も、また、被害者となる場合もあると考えられる
が、以下、高齢者交通安全対策全体としてのおおまかな分析を行う。
まず、下のとおり高齢者の死者数は、総数でも人口１０万人当たりでも、ともに減少し
ているものの、その一方で、全死者数の減少が大きいため、死者数に占める高齢者の割合
は増加傾向にあり、特に、平成１５年は初めて４割を超えることとなった。
１３年

１４年

１５年

交通事故死者数（人）

８，７４７

８，３２６

７，７０２

６５歳以上（人）

３，２１６

３，１４４

３，１０９

割合（％）

３６．８

３７．８

４０．４

１３年

１４年

１５年

１０万人当たり交通事故死者数（人）

６．９

６．５

６．０

６５歳以上死者数（人）

１４．６

１３．８

１２．８

次に、第一当事者（原付以上運転者）による交通事故を高齢者に注目してみると、交通
事故件数やその割合が増加傾向にあることが分かる。
また、高齢運転者の免許人口１０万人当たりの事故件数では、１３年と１５年とを比較
すると、微増である。
１３年

１４年

１５年

交通事故件数（件）

９０３，１１３

８９０，０５３

８９９，９６１

６５歳以上（件）

７７，５０６

８３，０４７

８９，１１７

割合（％）

８．６

９．３

９．９

１３年
免許保有者数１０万人当たり
事故件数（件）
６５歳以上免許保有者数
１０万人当たり事故件数（件）

１４年

１５年

１，１９５

１，１６３

１，１６２

１，０１３

１，００５

１，０１４
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以上より、高齢者交通安全対策は、高齢者死者数の減少という点で一定の効果はみられ
るものの、全死者数に占める割合の増加や高齢者が第一当事者（原付以上運転者）となる
事故件数の増加等から考えて、より一層強力に高齢者交通安全対策を推進することが必要
であると推測される。
特に、今後、高齢化社会がますます本格的に進展することを考慮すると、高齢者交通安
全対策は、最重要課題であると思われる。
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（２）重点・新規施策「シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底」
（交通安全基本計画上の記述）
自動車乗車中の死亡事故においてシートベルト非着用者が高い割合を占めていること
等を踏まえ、シートベルト及びチャイルドシートの着用効果及び正しい着用方法につい
ての理解を求め、正しい着用の徹底を図る。あわせて、後部座席におけるシートベルト
の着用推進を図る。
このため、地方公共団体、関係機関・団体等との協力の下、あらゆる機会・媒体を通
じて積極的に普及啓発活動を展開するとともに、シートベルト及びチャイルドシート着
用義務違反に対する指導取締りの充実を図る。特に、チャイルドシートについては、正
しい着用を指導する指導員の養成、チャイルドシートと座席との適合表の公表の促進、
型式ごとの安全性に関する比較情報の提供、地方公共団体等が行うチャイルドシートの
再利用活動の促進等を図る。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

シートベルトの着用者率の状況
１３年
着用者率

１４年

１５年

８６．４

８７．２

８７．５

運転者

９４．０

９４．７

９５．４

助手席同乗者

８８．３

８９．４

９０．１

後部座席同乗者

３２．７

３３．６

３１．０

（※）着用者率＝シートベルト着用死傷者数（自動車乗車中）÷死傷者数（自動車乗車中）×１００〔％〕

○

チャイルドシートの使用者率の状況
１３年
使用者率

５６．９

１４年
５９．２

１５年
５７．１

（※）使用者率＝チャイルドシート使用死傷者数（自動車同乗中）÷死傷者数（自動車同乗中）×１００〔％〕

＜アウトカム＞
交通安全の分野では、複数の施策の効果が複合的に発揮されて交通事故死傷者数の減少
という結果につながるため、厳密な意味において、「シートベルトの着用」や「チャイルド
シートの使用」という施策のみによって、どれだけ死傷者数が減少したかは不明である。
しかしながら、計画実施期間中の交通事故死者数は大幅に減少したことから考えて、こ
の施策は（その効果の寄与度を算定することは不可能であるが）、効果があったものと推測
することができる。
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特に、シートベルトの着用者と非着用者、あるいはチャイルドシートの使用者と非使用
者について、致死率（交通事故死傷者数に占める死者数の割合）や死亡重傷率（交通事故
死傷者数に占める死者数や重傷者数の割合）を比較した場合、下のとおり大幅な相違が見
られることから、これらの施策が交通事故死傷者数の減少に極めて効果的であることが推
測できる。
＜平成１５年のシートベルト着用有無別死傷者数＞
○ 運

転

者・・・シートベルト非着用の致死率は、着用の場合の約３１倍

○ 助 手 席 同 乗 者・・・シートベルト非着用の致死率は、着用の場合の約１０倍
○ 後部座席同乗者・・・シートベルト非着用の致死率は、着用の場合の約
区

死

分

者

数

（人）

致死率

死

亡

重傷率

着 用
非着用

者

重傷者

軽傷者

計

者

995

14,549

497,404

512,948

0.19

3.03

助手席同乗者

207

3,198

107,758

111,163

0.19

3.06

後部座席同乗者

21

405

23,894

24,320

0.09

1.75

者

1,209

2,308

16,793

20,310

5.95

17.32

助手席同乗者

202

996

9,884

11,082

1.82

10.81

後部座席同乗者

256

2,226

48,148

50,630

0.51

4.90

運

運

転

転

死

傷

６倍

（注１） 致死率＝死者数÷死傷者数×１００〔％〕
（注２） 死亡重傷率＝（死者数＋重傷者数）÷死傷者数×１００〔％〕

＜平成１５年のチャイルドシート使用有無別死傷者数（６歳未満幼児）＞
○ チャイルドシート不使用の致死率は使用の場合の約３．９倍
区

分

被
死

害

者

数

（人）

死

亡

重傷率

者

重傷者

軽傷者

チャイルドシート使用

8

77

7,502

7,587

0.11

1.12

チャイルドシート不使用

22

86

5,297

5,405

0.41

2.00

（注１） 致死率＝死者数÷死傷者数×１００〔％〕
（注２） 死亡重傷率＝（死者数＋重傷者数）÷死傷者数×１００〔％〕
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計

致死率

（３）重点・新規施策「安全かつ円滑な道路交通環境の整備」
（交通安全基本計画上の記述）
事故が多発しているなど道路交通安全の観点から問題が生じている箇所について重点
的に対策を講ずるとともに、交通管制システム・信号機の高度化、道路標識の高輝度化・
大型化・可変化、道路標示の高輝度化等を推進する。また、道路の面的整備等と交通規
制を組み合わせたコミュニティ・ゾーンの形成、歩道の整備、自転車道の整備、休憩・
情報提供等の機能を持つ「道の駅」の整備等の推進を図る。このほか、高度道路交通シ
ステム（ＩＴＳ：Ｉntelligent Ｔransport Ｓystems）の推進や交通需要マネジメント（Ｔ
ＤＭ：Ｔransportation Ｄemand Ｍanagement）施策の推進を図るとともに、交通の状
況や地域の特性に応じた総合的な駐車対策を推進する。さらに、災害に強い道路及び交
通安全施設等の整備、的確な交通規制の実施等災害時における交通安全を確保するため
の施策を推進する。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

事故危険箇所対策の推進
死傷事故発生率が高く、又は死傷事故が多発している交差点・単路を「事故危険箇所」
として３，９５６箇所指定し、平成１５年度から１９年度までの５箇年で対策実施箇所
の死傷事故を約３割抑止することを目指し、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携
して集中的な事故防止対策を推進している。

○

信号機の高度化等の推進状況

（基）
１３年度

集中制御化

１４年度

１５年度

２，３０４

２，５８９

２，３２８

プログラム多段系統化

４８８

５４２

６６１

半感応化

３６２

３３２

３９６

閑散時半感応化

３４９

４２５

３５９

右折感応化

１０６

１６１

１７２

多現示化

８０７

８９７

８４３

プログラム多段化

２，３７５

２，５４７

１，８２１

閑散時押ボタン化

６７

６８

８０

速度感応化

２０

２６

４７

高速走行抑止システム

１２

１０

１６

対向車接近表示システム

１８

１３

１３

３９１

５４０

３６９

３８

７４

７０

高齢者等感応化
歩行者感応化
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（注１）１４年度の整備基数は、１３年度２次補正予算による整備分を含む。
（注２）事業項目の名称と内容は次のとおりである。
集中制御化：車両感知器等によって収集した渋滞情報等を基に、複雑に交差する都市内の道路や交通量の多
い幹線道路の信号機を、交通管制センターのコンピュータにより面的に制御する。
プログラム多段系統化：対象区間内の信号制御パターンを曜日や時間帯に応じて自動的に変化させ、交通の
流れを円滑化する。
半感応化：幹線道路に交差する道路に車両感知器を設置し、車両が感知されないときは幹線道路の信号を優
先的に青にする。
閑散時押ボタン化、閑散時半感応化：幹線道路の交差点のうち、夜間等の交通閑散時は従道路の交通量がほ
とんどない交差点を対象として、ピーク時は通常の制御を行い、閑散時は幹線道路側を青、従道路側を赤と
しておき、従道路側に車両を感知（歩行者の場合は押ボタン操作）した時のみ信号表示を変える。
右折感応化：右折矢印信号の表示時間を、右折車両の交通量に応じて変化させる。
多現示化：右折矢印信号を設置するなどして信号現示を増加させ、特定の方向に進行する交通流を分離する。
プログラム多段化：信号制御パターンを曜日や時間帯に応じて自動的に変化させることにより、交通量に応
じた信号制御を行う。
速度感応化：異常な高速度で暴走する車を感知した場合、進行方向の信号を赤にする。
高速走行抑止システム：高速走行車両を検知し、これに対し警告板で警告を与え、減速、安全運転を促す。
対向車接近表示システム：見通しの悪いカーブ等において、車両感知器により対向車の接近を感知し、「対
向車接近」等の警告を表示する。
高齢者等感応化：高齢者や身体障害者等が、専用の押ボタンや携帯する専用の発信器を操作することにより、
歩行者用信号の青時間を延長する。
歩行者感応化：横断歩行者を感知した場合は歩行者用信号の青時間を延長し、感知しない場合は短縮する。

○

コミュニティ・ゾーンの形成
コミュニティ・ゾーン形成事業として整備が行われている地区
平成１３年度末：約 160 地区

○

歩道・自転車道の整備
歩道等設置済道路延長（うち自転車歩行者道等設置済道路延長）
平成１３年度当初：145,649km(74,372km)
平成１４年度末：152,175km(75,649km)

（注１）高速自動車国道、有料道路及び道路法以外の道路は対象外
（注２）歩道等：歩道、歩行者専用道路、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路
（注３）自転車歩行者道等：自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路

- 18 -

○

「道の駅」の整備
「道の駅」登録数
平成１３年度当初：610 箇所
平成１５年度末：743 箇所

○

ETC（ノンストップ自動料金支払いシステム）の整備
平成１３年３月：千葉地区等 63 箇所で一般運用開始
平成１５年度末：基本的に全ての料金所（1,217 箇所）に整備

○

交通安全施設等整備事業による自動車駐車場の整備
駐車可能台数（交通安全施設等整備事業分）
平成１３年度末：14,225 台分
平成１５年度末：15,351 台分

○

災害に強い道路の整備
災害時に広域的な救援ルートが確保されている都市の割合
平成１５年度末：６８％

＜アウトカム＞
１．事故多発地点緊急対策事業
平成１５年３月国土交通省による「道路交通の安全施策（幹線道路の事故多発地点対
策及び自動車の安全対策等）」という政策レビューによれば、事故多発地点のうち平成８
年度から平成１１年度中までに対策が概成した１，６６５箇所を評価対象として交通事
故抑止効果を試算したところ、対策により約３割の事故抑止効果があったとされている。
○

全国の幹線道路

事故件数

対策前

対策後

３２５，１２６

４３１，８８８

増加率
３２．８％

↓ 仮に全国と同じ傾向（３２．８％増）で増えていれば…

○

事故多発地点
対策前
事故件数

９，８３５

対策後
１３，０６５（Ａ）
実際は９，１６９（Ｂ）

交通事故抑止効果（Ａ−Ｂ）

３，８９６

なお、事故対策の効果を検証するためには対策終了からある程度の期間を経過すること
が必要であるため、上記データ（平成８年から１１年までの対策の効果）をアウトカムと
して紹介したものである。
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２．交通安全施設等の整備
平成１６年８月国家公安委員会・警察庁による「平成１６年警察改革の推進に関する
総合評価経過報告書」によれば、平成１４年度及び１５年度の２か年における信号機の
高度化等による交通人身事故の抑止効果を試算すると、約１５，４０５件とされている。
○

信号機の高度化等による交通人身事故の抑止効果
１４年度

１５年度

集中制御化

８９３

２，５９０

プログラム多段系統化

２２５

７２４

半感応化

１５６

４９８

閑散時半感応化

２４４

６９５

右折感応化

１４２

４３７

１，０４９

３，０８５

プログラム多段化

９３０

２，５２４

閑散時押ボタン化

１８

５７

８

３２

高速走行抑止システム

１１

４０

対向車接近表示システム

１６

４７

２２４

６０１

４０

１１７

多現示化

速度感応化

高齢者等感応化
歩行者感応化

交通人身事故の抑止効果の合計
※

１５，４０５件

部外有識者（学識経験者等）から成る「交通安全施設の効果に関する調査研究委員会」（委員長：故 大藏泉

横浜国立大学教授）が、信号機の高度化等事業の一定割合を抽出し、当該事業の実施前後の交通事故・交通渋
滞の発生状況等を比較分析の上、算出した効果及び測定結果に基づき、評価を実施している。
（注１）単位未満四捨五入しているため、表中の各項目の和が合計と必ずしも一致しない。
（注２）整備初年度の抑止件数は、整備時期が年度当初から年度末にわたっているため、１基当たりの１年間の効
果×基数で算出される抑止件数の半分とし、翌年度の抑止件数は、その年度の抑止件数の半分と過年度の抑
止件数の累積との和としている。
（注３）重複して高度化事業を行った信号機については、個々の高度化に関する抑止件数をそれぞれ計上している。

３．コミュニティ・ゾーンの形成
コミュニティ・ゾーン形成事業を実施した大阪市豊新地区では、事故件数が６０件
から２３件と半分以下になるとともに、歩行者の交通事故が約１０分の１に減少した。
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（４）重点・新規施策「交通安全教育の推進」
（交通安全基本計画上の記述）
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、国、地方公共団体、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の充実を図る。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

免許取得前の若者に対する運転者としての交通安全教育推進事業
運転者として交通社会に参加する直前の若者（特に高校生）及びその保護者、教職員
を対象として、運転免許取得前に車を運転する際に必要な基本的心構えや知識等を身に
つけさせるため、交通安全教育を実施した。
１３年度
実施箇所数
参加人数

○

１４年度

１５年度

１６年度

４箇所

４箇所

５箇所

４箇所

４９７人

５０１人

６１０人

６６９人

指定自動車教習所における教習の充実
指定自動車教習所においては、安全運転に必要な技能と知識はもとより社会的責任を
身に付けた健全な交通社会人としての運転者を養成している。
１３年中

１４年中

１５年中

指定校卒合格者

約１９７万人

約１９５万人

約１８９万人

新規免許取得者

約２０８万人

約２０６万人

約２０３万人

９４．８％

９４．７％

９３．４％

割合

○

※

原付免許等は除く。

※

新規免許取得者は、学技試験合格者、技能のみ試験合格者、指定校卒合格者の総計。

初心運転者講習
初心運転者講習は、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けてか
ら１年に達する日までの間に違反行為をして法令で定める基準に該当することとなった
ときに受講することができるもので、少人数のグループ編成による個別参加型の形態で、
路上訓練や運転シミュレータを利用した危険の予知、回避訓練等を行っている。
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１３年中
受講者（人）
○

１４年中

１１９，３６９

１１０，０３８

１５年中
１０３，８９６

更新時講習
講習内容の一層の充実を図るため、平成１４年６月の改正道路交通法の施行により、
優良運転者、一般運転者、違反運転者又は初回更新者の区分に応じて講習を行っている。
１４年中

１５年中

優良運転者講習（人）

３，４１７，４７３

５，６２９，３６０

一般運転者講習（人）

１，７３４，１２７

３，２８１，１７５

違反運転者講習（人）

２，６２２，０７９

４，７１２，０８２

初回更新者講習（人）

６８８，３４４

１，４２７，８６２

（注）１４年は、法改正後の６月から１２月まで。

○

高齢者講習
→

（１）重点・新規施策「高齢者の交通安全対策の推進」を参照。

＜アウトカム＞
交通安全の分野では、複数の施策の効果が複合的に発揮されて事故防止という結果につ
ながるため、厳密な意味において、
「交通安全教育の推進」という施策によって、どれだけ
交通事故防止に効果があったかは不明である。
しかしながら、計画実施期間中の交通事故死者数は大幅に減少したことから考えて、こ
の施策は（その効果の寄与度を算定することは不可能であるが）、効果があったものと推測
することができる。
特に、下のとおり
○

若者（１６歳から２４歳まで）の死者数が大幅に減少していること

○

人口１０万人当たりの若者の死者数が大幅に減少していること

○

若者を第一当事者（原付以上運転者）とする交通事故件数やその割合が減少してい
ること

○

自動車等による死亡事故発生件数（第一当事者）に占める初心運転者の割合が減少
していること
以上のことから、初心運転者対策を始めとした若者に対する交通安全教育が効果的で

あったのではないかと推測することができる。
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○交通事故死者数
１３年

１４年

１５年

交通事故死者数（人）

８，７４７

８，３２６

７，７０２

１６〜２４歳（人）

１，４０２

１，３１６

１，０３９

割合（％）

１６．０

１５．８

１３．５

○人口１０万人当たりの交通事故死者数
１３年

１４年

１５年

１０万人当たり交通事故死者数（人）

６．９

６．５

６．０

１６〜２４歳以上死者数（人）

９．７

９．３

７．７

○第一当事者（原付以上運転者）の交通事故件数
１３年

１４年

１５年

交通事故件数（件）

９０３，１１３

８９０，０５３

８９９，９６１

１６〜２４歳（件）

１８６，２０７

１７５，４６２

１７０，０６８

割合（％）

２０．６

１９．７

１８．９

○自動車等による死亡事故発生件数（第一当事者）に占める初心運転者の割合

初心運転者の割合（％）

１３年

１４年

１５年

６．８

６．６

６．０
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（５）重点・新規施策「車両の安全性の確保」
（交通安全基本計画上の記述）
平成１１年６月の運輸技術審議会答申に基づき設置された、産・官・学が参加する車
両安全対策総合検討会における検討結果を踏まえつつ、車両の安全基準の拡充・強化を
図る。また、先進安全自動車（ＡＳＶ：Ａdvanced Ｓafety Ｖehicle）の開発・普及を図
るほか、自動車の安全性に関する比較情報等を自動車使用者に提供する自動車アセスメ
ント事業を推進する。さらに、自動車使用者からの自動車不具合情報の収集・分析の強
化に努めるなど、リコール制度の充実を図る。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

車両の安全基準の拡充・強化
平成１３年６月に、新規規制項目として以下の６項目の規制化を発表し、順次、作業
を進めている。

○

＜規制項目＞

＜主な対策対象分野＞

①ＲＶ車等の死角事故防止基準

人対車両

②歩行者頭部の傷害防止基準

人対車両

③オフセット前面衝突基準

車両相互正面衝突、車両単独

④ハイマウントストップランプ

後面衝突

⑤トラック後部への突入防止装置の義務付け対象車種の拡大

トラックが関わる事故

⑥大型トラックへのスピードリミッターの義務付け

トラックが関わる事故

自動車アセスメントの充実
１３年度
衝突安全性能の公表

○

２７車種

１５年度

２３車種

１９車種

チャイルドシートアセスメントの推進
１３年度
試験の実施と公表

○

１４年度

３２製品

１４年度

１５年度

１３製品

７製品

自動車検査実施状況
１３年度

１４年度

新規検査（件）

５，２２０，２７０

５，２３７，７４７

継続検査（件）

２３，３５０，４９８

２２，８５８，１７０
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構造等変更検査（件）

７４，４０８

７８，２１５

２，２２７

２，６８６

２８，６４７，４０３

２８，１７６，８１８

整備不良車両の整備確認（件）

合
○

計

（件）

リコール制度の充実
１３年度
リコール届出件数（件）
対象自動車台数（台）

１６９

１４年度

１５年度

１７０

２０４

３，２９０，８７７ ３，０１１，８７４ ４，４１６，４７１

＜アウトカム＞
平成１５年３月国土交通省による「道路交通の安全施策（幹線道路の事故多発地点策
及び自動車の安全対策等）」という政策レビューによれば、①前面衝突基準（平成６年４
月以降順次適用）、②側面衝突基準（平成１０年１０月以降順次適用）、③大型後部突入
防止装置（平成４年６月以降順次適用）、④アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）
（平
成３年１０月以降順次適用）の４つの基準の導入について、死者数の低減効果は次のと
おりと試算されている。
（事後評価）
対象基準
①前面衝突基準

死者数低減効果（３０日以内死者数）
３６名（平成 10 年から 11 年のボンネット型乗用車同士の事故の運転者の死者数）
３９名（平成 11 年のボンネット型乗用車の単独事故による運転者の死者数）

②側面衝突基準

３名（平成 10 年から 11 年のボンネット型乗用車同士の事故及び単独事故の運転
者の死者数）

③大型後部突入防止装置

９名（平成 10 年から 11 年の追突車の運転者の死者数）

④ＡＢＳ

３名（平成 10 年から 11 年のトレーラ事故の運転者の死者数）

（事前評価）
対象基準
①前面衝突基準

死者数低減効果（３０日以内死者数）
全ての乗用車が前面衝突基準に適合すると推定される平成１７年の死者減少数は相
互、単独事故を合わせて１４６名と予想（ボンネット型乗用車の運転者の死者数）
。

②側面衝突基準

全ての乗用車が側面衝突基準に適合すると推定される平成１９年の死者減少数は相
互、単独事故を合わせて２１名と予想（ボンネット型乗用車の運転者の死者数）
。
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（６）重点・新規施策「効果的な指導取締りの実施」
（交通安全基本計画上の記述）
死亡事故等重大事故に直結する悪質・危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた効果
的な指導取締りの実施などを推進する。特に、暴走族による悪質事犯に対して、取締り
体制等を充実することにより、その指導取締りの強化を図る。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

車両等の道路交通法違反（罰則付違反）の取締り状況
１３年

○

１４年

１５年

総数

約７７７万件

約７７９万件

約８１１万件

最高速度違反

約２６０万件

約２６０万件

約２６５万件

酒酔い・酒気帯び運転

約

２２万件

約

２１万件

約

１８万件

無免許運転

約

８万件

約

７万件

約

７万件

暴走族による不法事案の検挙状況
１３年
総数

９０，０７３件

１４年
８１，９７４件

１５年
７７，１６１件

＜アウトカム＞
交通安全の分野では、複数の施策の効果が複合的に発揮されて事故防止という結果につ
ながるため、厳密な意味において、
「効果的な指導取締りの実施」という施策のみによって、
どれだけ交通事故防止に効果があったかは不明である。
しかしながら、計画実施期間中の交通事故死者数は大幅に減少したことから考えて、こ
の施策は（その効果の寄与度を算定することは不可能であるが）、効果があったものと推測
することができる。
特に、悪質かつ危険性の高い違反に起因する交通死亡事故件数の数値が、下のとおり、
減少傾向にあることから考えて、交通指導取締りが交通事故防止に効果的であると推測で
きる。
１３年
最高速度違反

１４年

１５年

１，１６７件

１，０８２件

８８３件

信号無視

３６６件

３０３件

３１５件

歩行者妨害等

４１１件

３９１件

４０３件

一時不停止

３５６件

３１７件

２８４件
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無免許運転

２２３件

２０２件

１８１件

（※）原付以上の車両の運転者が第一当事者の交通事故のうち、
「最高速度違反」、
「信号無視」、
「歩行者妨害等」、
「一時不停止」及び「無免許運転」が原因とされた交通死亡事故件数をいう。

また、警察が把握している全国の暴走族の総数は下のとおり年々減少していることから、
暴走族に対する指導取締りの強化という施策が効果的であることが推測できる。
１３年末
暴走族の総数

１４年末

２６，３６０人
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２４，６６９人

１５年末
２１，１８４人

（７）重点・新規施策「救助・救急体制の整備」
（交通安全基本計画上の記述）
交通事故による負傷者の搬送途上又は救急現場における応急処置、救急医療等の充実
を図る観点から、救急救命士の養成・配置等の促進、ドクターカーの活用の推進を図る
とともに、消防・防災ヘリコプターによる救急業務、ドクターヘリによる救命医療の実
施を推進する。また、交通事故による負傷者の救命率を向上させるため、心肺そ生法等
の応急手当の普及に努めるとともに、事故車両等から自動的に緊急通報等を行うシステ
ムの普及を図る。さらに、救命救急センター等の整備促進を図る。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

救急救命士の養成
１３年末現在
救急救命士（人）

○

２１，１１５

１４年末現在

１５年末現在

２３，０９３

２５，１２５

応急手当の普及
１３年

○

7,996

7,579

7,979

応急手当普及員養成講習会修了者数（人）

7,626

7,999

8,983

地域住民への普通救命講習受講者数（人）

901,039

970,897

1,081,946

地域住民への上級救命講習受講者数（人）

53,795

58,410

61,746

ドクターヘリ事業の推進
１３年度末

１４年度末

１５年度末

５箇所

７箇所

８箇所

緊急通報システムの拡充
整
緊急通報システム（ＨＥＬＰ）

備

状

況

平成１５年度末現在 ４６都道府県

現場急行支援システム（ＦＡＳＴ） 平成１５年度末現在
○

１５年

応急手当指導員養成講習会修了者数（人）

整備箇所（救急救命センター）
○

１４年

６都道府県

救急医療機関等の整備
１３年（注）
救急病院及び救急診療所（箇所） ５，０６７
（注）各年とも４月１日現在
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１４年

１５年

４，９６２

４，８９７

＜アウトカム＞
交通安全の分野では、複数の施策の効果が複合的に発揮されて交通事故死者数の減少と
いう結果につながるため、厳密な意味において、「救助・救急体制の整備」という施策のみ
によって、どれだけ交通事故死者数の減少に効果があったかは不明である。
しかしながら、計画実施期間中の交通事故死者数は大幅に減少したことから考えて、こ
の施策は（その効果の寄与度を算定することは不可能であるが）、効果があったものと推測
することができる。
なお、「救助・救急体制の整備」という施策が、交通事故の防止には直接関係がなく、ひ
とたび発生した交通事故の被害軽減に効果があるという点に関しては、第１章１（３）交
通事故の様々な分析 ウ 交通事故死者数と交通事故発生件数等の関係について（５ページ）
を参照して欲しい。
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（８）重点・新規施策「被害者対策の充実」
（交通安全基本計画上の記述）
近年増加している交通事故による重度後遺障害者の救済対策を充実するため、また、
精神的打撃を受けているだけでなく、交通事故に係る知識、情報が乏しいことが少なく
ない交通事故被害者等の心情に配慮した対策を推進するため、重度後遺障害者に対する
介護料の支給及び重度後遺障害者の治療・看護を専門に行う療護センターの設置・運営
に対する援助措置の充実、被害者等が事故相談を受けられる機会の充実、被害者等への
事故概要、捜査経過等の情報の提供、被害者連絡制度の充実、行政処分に関する情報の
適切な提供等被害者対策の充実を図る。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

独立行政法人自動車事故対策機構の主な業務
・

介護料支給業務
自動車事故により重度の後遺障害を負い常時又は随時介護を要する被害者に介護料
の支給を行った（１５年度実績 支給者数３，４７７人 、金額１，１９９百万円）
。

・

療護センターの設置・運営業務
重度後遺障害者に対し専門的な治療及び養護を行う療護センター（千葉、東北、岡

山、中部）の運営を行っている。
（注１）独立行政法人自動車事故対策機構は、独立行政法人自動車事故対策機構法（平成１４年法律第
１８３号）に基づき、平成１５年１０月に設立された。
（注２）介護料支給業務について、平成１５年４月から９月分の自動車事故対策センター分を加えた場
合の１５年度実績は、支給者数３，５７０人、金額２，３３１百万円となる。

○

相談件数の推移
１３年度
都道府県及び政令指定都市の交通事故相談所

○

１４年度

１２９，８５９ １２６，３５１

常設人権相談所及び特設人権相談所

２，１４３

２，００８

（財）日弁連交通事故相談センター

３３，０９５

３４，２１５

（財）交通事故紛争処理センター

１９，０４４

２１，８６３

被害者等通知制度の運用状況
１３年

１４年

１５年

通知者数

７１，８６５

７６，６９１

７６，０８７

通知件数

７８，１３５

７９，９２７

７９，４５４
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○

交通事故被害者支援事業
平成 15 年度から新たに、国民が互いに支え合う、安全で安心できる交通社会を形成す
ることを目的として、支援担当者用のテキスト「交通事故被害者の支援−担当者マニュ
アル−」の作成や、被害者の精神的回復を目的とした自助グループの立ち上げ支援など
を実施した。

＜アウトカム＞
「被害者対策の充実」という施策の究極的な目的は、交通事故の被害者の方々が物理的
かつ精神的にどれだけ救済されているかということであり、それらの評価は第１次的には
交通事故被害者の方々の主観によるべきである。
この点、交通事故死者数や交通事故発生件数のような明確なアウトプットデータがない
ため不明であるが、今後、例えば、交通事故被害者の方々の満足度のような指標の構築に
ついて検討すべきであると考えられる。
なお、内閣府が実施したアンケート調査（９ページ参照）によれば、
「将来的な交通安全
対策として、今後重要と思われるものを３つ選んで下さい」という質問において、全回答
者２，１０５名のうち、
「７．被害者対策の推進（例えば、損害賠償制度や交通事故相談を
充実する）」を選択した人は３２０名、１５．２％であったのに対して、交通事故被害者の
方々４９４名のうち、「７．被害者対策の推進（例えば、損害賠償制度や交通事故相談を充
実する）」を選択した人は８７名、１７．６％であった。
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（９）重点・新規施策「交通事故調査・分析の充実」
（交通安全基本計画上の記述）
効果的な交通安全対策を実施するためには、事故が発生した状況について、運転者等
の行動のみならず、走行環境面、車両構造面等の様々な角度から交通事故に係る情報を
収集し、その事故が発生した要因を解明する必要がある。この事故調査・分析の充実強
化を図る観点から、交通事故総合分析センターの充実・活用を図るとともに、官民の保
有する交通事故調査・分析に係る情報提供の充実を図る。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

交通事故総合分析センターの充実・活用
道路交通法の交通事故調査分析センターの指定を受けている（財）交通事故総合分析
センターは、官民それぞれが実施する交通安全対策をより一層効果的なものとし、安全
で快適な交通社会の実現に寄与するため、交通事故と人・道・車に関する各種の分析・
調査研究を行った。
１３年度

○

１４年度

１５年度

自主研究

１７件

３８件

２２件

受託研究

１１１件

１５６件

１２０件

交通事故関連情報の提供
・

交通安全マップの提供
国民が、交通事故の発生状況を認識し、交通事故防止に関する意識の啓発等を図るこ

とができるよう、各種の交通事故関連情報を統合したシステムを開発し、これによりイ
ンターネットを通じて事故データ及び事故多発地点に関する情報の提供に努めた。
１４年度
交通安全マップ※（サイト訪問数）

２５５，８２９件

１５年度
２５４，３６１件

※警察庁と国土交通省が作成したもの
・

安全運転支援システム（ＤＳＳＳ）の推進
周辺の交通安全情報を３メディア対応型ＶＩＣＳ車載機から文字、図形又は音声情報

として運転者に対し提供することによって、危険要因に対する注意を促し、安全運転意
識の向上を図るとともに、交通事故を防止することを目的とした安全運転支援システム
(ＤＳＳＳ)の実証実験を愛知県で実施した。
その他、神奈川県・三重県では類似的な方法で、部分的な安全情報提供を実施してい
る。

- 32 -

○

自動車に係る安全情報の提供の充実
自動車アセスメント情報や、安全装置の有効性、自動車の正しい使い方、点検整備の
方法に係る情報、交通事故の概況などの情報を総合的な安全情報として取りまとめ、自
動車ユーザー、自動車運送事業者、自動車製造業者などの情報の受け手に応じ適時適切
にウェブサイト等において情報提供を行った。
１３年度

１４年度

１５年度

自動車アセスメントパンフレット（発行部数）

５０万冊

５０万冊

７０万冊

チャイルドシートアセスメントパンフレット（発行部数）

１０万冊

２５万冊

５０万冊

＜アウトカム＞
交通安全の分野では、複数の施策の効果が複合的に発揮されて事故防止という結果につ
ながるため、厳密な意味において、
「交通事故調査・分析の充実」という施策のみによって、
どれだけ交通事故防止に効果があったかは不明である。
しかしながら、計画実施期間中の交通事故死者数は大幅に減少したことから考えて、こ
の施策は（その効果の寄与度を算定することは不可能であるが）、効果があったものと推測
することができる。
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（10）重点・新規施策「市民参加型の交通安全活動の推進」
（交通安全基本計画上の記述）
交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、安全で良好なコミュニテ
ィの形成を図るため、交通安全対策に関して住民が計画段階から実施全般にわたり積極
的に参加できる仕組みづくり、住民や道路利用者が主体的に行う「ヒヤリ地図」の作成、
交通安全総点検等により、市民参加型の交通安全活動を推進する。
また、交通安全対策に関する行政及び民間団体間の定期的な連絡協議の場の設置や、
交通安全に関する各種情報の集約・提供体制の整備を図ることにより、国、地方公共団
体、民間団体等が一体となった交通安全活動推進体制を強化する。
＜アウトプット＞
第７次交通安全基本計画の実施期間中における主なアウトプットデータは次のとおり。
○

市民参加型の高齢者交通安全学習普及事業
→

○

（１）重点・新規施策「高齢者の交通安全対策の推進」を参照。
高齢者交通安全意識高揚啓発事業

→
○

（１）重点・新規施策「高齢者の交通安全対策の推進」を参照。
交通安全総合情報システム整備事業
交通安全対策に関する情報をインターネットにより提供する交通安全総合データベー

ス（※）を活用し、地方公共団体の交通安全対策担当者、交通指導員等の支援を行った。
（※）交通安全総合ネットワーク「Cross Road」は内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付交通安全対策担当が
管理・運営する交通安全総合情報サイトである。この「Cross Road」では、交通安全の教育・指導に携わる方々
が、有益な情報を効率的に入手し、その有効活用によって交通安全教育の普及啓発活動をより一層促進してい
ただくとともに、より多くの方々に交通安全に関する情報を伝えることによって、痛ましい交通事故を根絶す
ることを目的としている。

○

地域交通安全活動推進委員
地域交通安全活動推進委員は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理
解を深めるための交通安全教育、地域における安全かつ円滑な交通を確保するための広
報啓発活動、地域において活動する団体又は個人に対する協力要請活動、住民からの相
談を受ける活動等の活動を行っている。
１３年度末

１４年度末

１５年度末

委嘱数（人） 約１９，６００ 約１９，６００ 約１９，５００
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＜アウトカム＞
交通安全の分野では、複数の施策の効果が複合的に発揮されて事故防止という結果につ
ながるため、厳密な意味において、
「市民参加型の交通安全活動の推進」という施策のみに
よって、どれだけ交通事故防止に効果があったかは不明である。
しかしながら、計画実施期間中の交通事故死者数は大幅に減少したことから考えて、こ
の施策は（その効果の寄与度を算定することは不可能であるが）、効果があったものと推測
することができる。
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４

第７次交通安全基本計画の評価

（１）道路交通環境の整備
①道路の新築・改築による ア
交通安全対策の推進

適切に機能分担された道路網の整備
○高規格幹線道路等の規格の高い道路のネットワークに
ついて、重点的かつ効率的に整備を推進している。
【対策の効果】
国土構造の骨格を形成し、地域ブロックの自立的な
発展や地域間の交流連携を図るとともに、交通渋滞
の緩和、交通事故の減少、環境負荷の軽減、物流の
効率化等を図る。
・平成 16 年 4 月現在、高規格幹線道路(14,000km)の
約 61％にあたる 8,540km の区間において供用を開
始した。
（国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、自転車・歩行者専用
道路等の整備を推進している。
（国土交通省）
○交通事故が多発している住居系地区又は商業系地区
を、
「あんしん歩行エリア」として警察庁及び国土交通
省で平成 15 年 7 月に 796 箇所指定し、エリア内におい
て公安委員会と道路管理者が連携して面的かつ総合的
な交通安全対策を実施している。
（警察庁、国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、コミュニティ道路や
歩車共存道路等の整備を推進している。
（国土交通省）
○コミュニティ・ゾーン形成事業として平成１３年度末
までに約 160 地区で整備している。
（警察庁、国土交通省）
○空港・港湾等の拠点とのアクセス強化、他の交通機関
との連携及び結節機能強化等を積極的に推進するた
め、空港・港湾等アクセス道路、交通結節点改善事業、
連続立体交差事業、公共交通支援事業、踏切除却・改
良を実施している。
・拠点的な空港・港湾への道路アクセス率については
61％まで向上した。
（国土交通省）
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イ

改築による道路交通環境の整備
○交通事故が多発している住居系地区又は商業系地区
を、
「あんしん歩行エリア」として警察庁及び国土交通
省で平成 15 年 7 月に 796 箇所指定し、エリア内におい
て公安委員会と道路管理者が連携して面的かつ総合的
な交通安全対策を実施している。
（警察庁、国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、歩道、自転車道、コ
ミュニティ道路、歩車共存道路等の整備を推進してい
る。
〔幅の広い歩道の整備〕
平成１３年度当初：44,082km
平成１４年度末：48,368km
（国土交通省）
○コミュニティ・ゾーン形成事業として平成１３年度末
までに約 160 地区で整備している。
（警察庁、国土交通省）
○大規模自転車道の整備により、安全の確保を推進して
いる。
（国土交通省）
○道路管理者と警察・地方公共団体等が連携して、ハー
ド、ソフト一体となった駐車対策を推進している。
（警察庁、国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、自動車駐車場の整備
を推進している。
〔駐車可能台数（交通安全施設等整備事業分）
〕
平成１３年度末：14,225 台分
平成１５年度末：15,351 台分
（国土交通省）
○鉄道駅周辺等で自転車等の大量放置の見られる箇所に
ついて、歩行空間の確保、自転車・自動車交通の円滑
化を図るため、自転車駐車場の整備を推進した。
（国土交通省）
○道路交通環境改善促進事業等により、自転車駐車場の
整備を推進している。
（国土交通省）
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○通過交通の排除の徹底により、車よりも歩行者等の安
全・快適な利用を優先するとともに、沿道と協働した
道路緑化、無電柱化等による質の高い生活環境を創出
する｢くらしのみちゾーン｣の形成や、歩行者・自転車
とバスや路面電車など公共交通機関の利便性を高め、
まちの賑わいを創出するため、警察と連携して一般車
両の利用を制限する「トランジットモール」の導入を
促進している。平成 15 年度末で、
「くらしのみちゾー
ン」「トランジットモール」に取り組む地区として 42
地区を登録している。
（国土交通省）
○通過交通の排除による交通事故の防止のため、生活環
境の向上等を図るため、幹線街路の整備や地区内街路
を面的に整備し、交通環境等の改善を図った。
（国土交通省）
ウ

災害発生等に備えた安全の確保

○道路防災総点検に基づき、防災・震災対策を継続的に
実施している。
（国土交通省）
○生活圏の中心都市のうち、隣接する中心都市への道路
の防災・震災対策が完了しているルートの確保を推進
している。
〔災害時に広域的な救援ルートが確保されている都
市の割合〕
平成１５年度末：68％
（国土交通省）
エ

地域に応じた安全の確保
○「交通事故対策・評価マニュアル」
「交通事故対策事例
集」等を活用し、事故発生要因等地域の特性に応じた
科学的な事故対策を推進している。
（国土交通省）

○冬期の安全で円滑な道路交通の確保を図るため、除雪、
防雪、凍雪害防止事業や雪情報の提供を実施している。
（国土交通省）
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②交通安全施設等整備事
業の推進

社会資本整備重点計画（平成 15〜19 年度）の策定及びそ
の実施を推進する（あんしん歩行エリアの整備、歩行空間
のバリアフリー化の推進、安全・快適な歩行者通行及び自
転車利用環境の整備、事故危険箇所対策の推進、ハード・
ソフト一体となった駐車対策の推進、信号機の高度化等、
高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進）。
ア

事故多発地点対策の推進
○事故多発地点緊急対策事業は平成 8 年度から 14 年度ま
で実施され、その効果については国土交通省のプログ
ラム評価において詳細に検証済みである。
【対策の効果】
事故多発地点緊急対策事業実施箇所では、約３割の事
故抑止効果が得られたと試算されている。
（国土交通省）
○平成 13 年度から 15 年度までの間に、特定交通安全施
設等整備事業として、主に次の交通安全施設等を整備
し、交通事故の抑止を図った。
〔信号機の高度化〕
・集中制御化

7,354 基

・プログラム多段系統化

1,703 基

・半感応化

1,099 基

・閑散時半感応化

1,134 基

・右折感応化

439 基

・多現示化

2,519 基

・プログラム多段化

6,766 基

・閑散時押ボタン化

215 基

・速度感応化
・高齢者等感応化
・歩行者感応化

93 基
1,300 基
182 基

〔その他〕
・高速走行抑止装置

38 基

・対向車接近表示装置

44 基
（警察庁）
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○平成 10 年度から 14 年度までの整備事業の評価に基づ
き 13 年度から 15 年度の 3 か年における特定交通安全
施設等整備事業の一部による効果を試算すると、死傷
事故発生件数の抑止効果は、約 34,000 件となる見込み
である。
（警察庁）
○平成 15 年度には警察庁と国土交通省で、死傷事故率が
幹線道路平均の５倍以上の箇所のうち効果が早期に発
現する 3,956 箇所を事故危険箇所として指定し、公安
委員会と道路管理者が連携して重点的に交通事故対策
を実施している。
（警察庁、国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、中央帯、道路標識、
道路照明・視線誘導標等の整備を推進している。
（国土交通省）
イ

バリアフリー化を始めとする歩行空間等の整備
○平成 13 年度から 15 年度までの間に、主に次の交通安
全施設等を整備し、安全かつ快適な歩行空間の確保等
を図った。
〔バリアフリー対応型信号機の整備〕
・歩行者感応化

182 基

・視覚障害者用付加装置

2,489 基

・高齢者等感応化

1,300 基

・音響式歩行者誘導付加装置
・歩行者支援装置

526 基
54 基

〔その他の信号機等の整備〕
・閑散時押ボタン化

215 基

・歩行者用灯器

16,570 基
（警察庁）

○交通事故が多発している住居系地区又は商業系地区
を、
「あんしん歩行エリア」として警察庁及び国土交通
省で平成 15 年 7 月に 796 箇所指定し、エリア内におい
て公安委員会と道路管理者が連携して面的かつ総合的
な交通安全対策を実施している。
（警察庁、国土交通省）
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○交通安全施設等整備事業により、歩道、自転車道、コミ
ュニティ道路や歩車共存道路等の整備を推進している。
〔幅の広い歩道の整備〕
平成１３年度当初：44,082km
平成１４年度末：48,368km
〔歩道・自転車道の整備〕
歩道等設置済道路延長（うち自転車歩行者道等設置済
道路延長）
平成１３年度当初：145,649km(74,372km)
平成１４年度末：152,175km(75,649km)
注１）高速自動車国道、有料道路及び道路法以外の道路は対象
外
注２）歩道等：歩道、歩行者専用道路、自転車道、自転車歩行
者道、自転車歩行者専用道路
注３）自転車歩行者道等：自転車道、自転車歩行者道、自転車
歩行者専用道路

（国土交通省）
○コミュニティ・ゾーン形成事業として平成１３年度末
までに約 160 地区で整備している。
（警察庁、国土交通省）
○鉄道駅周辺等で自転車等の大量放置の見られる箇所に
ついて、歩行空間の確保、自転車・自動車交通の円滑
化を図るため、自転車駐車場の整備を推進した。
（国土交通省）
○歩行空間のバリアフリー化について、平均利用者数が
5，000 人/日以上の旅客施設の周辺等の主な道路のバリ
アフリー化された道路の割合が 17％（平成 14）→25％
（平成 15）になるなど、一定の整備を推進している。
（国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、歩道、自転車駐車場、
視覚障害者誘導用ブロック等の整備を推進している。
（国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、歩道等、立体横断施
設の整備を推進している。
〔昇降装置付立体横断施設の整備〕
平成１３年度当初：135 箇所
平成１４年度末：176 箇所
（国土交通省）
○道路交通環境改善促進事業等により、歩行者用通路等
の整備を推進している。
（国土交通省）
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ウ

円滑・快適で安全な道路交通の確保
○平成 13 年度から 15 年度までの間に、特定交通安全施
設等整備事業として、主に次の交通安全施設等を整備
し、円滑・快適で安全な道路交通の確保を図った。
〔信号機の高度化〕
・集中制御化
7,354 基
・プログラム多段系統化
1,703 基
・半感応化
1,099 基
・右折感応化
439 基
（警察庁）
○平成 10 年度から 14 年度までの整備事業の評価に基づ
き 13 年度から 15 年度の 3 か年における特定交通安全
施設等整備事業の一部による効果を試算すると、交通
円滑化便益は、約 4,500 億円となる見込みである。
（警察庁）
○交通安全施設等整備事業により、自動車駐車場の整備
を推進している。
〔駐車可能台数（交通安全施設等整備事業分）
〕
平成１３年度末：14,225 台分
平成１５年度末：15,351 台分
（国土交通省）
○道路管理者と警察・地方公共団体等が連携して、ハー
ド、ソフト一体となった駐車対策を推進している。
（警察庁、国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、付加車線等の整備を
推進している。
（国土交通省）
○「道の駅」は平成 13 年度当初は 610 箇所登録されてい
たが、平成 15 年度末では 743 箇所が登録されている。
（国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、主要な幹線道路の交
差点及び交差点付近における大型案内標識等の整備を
推進している。
（国土交通省）
○交差道路標識の整備について、平成 15 末における実績
は 56％であり、平成 19 年を目途に引き続き整備を促進
している。
（国土交通省）
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○ 道 路 交 通 情 報 通 信 シ ス テ ム （ Ｖ Ｉ Ｃ Ｓ ： Vehicle
Information and Communication System）の整備を推
進し、平成 15 年 2 月をもって全ての都道府県でサービ
スを開始するとともに、情報提供の充実を図った。ま
た、３メディア対応型ＶＩＣＳ車載機の導入・普及促
進を図った。
（警察庁、総務省、国土交通省）
エ

災害に強い交通安全施設等の整備
○平成 13 年度から 15 年度までの間に、特定交通安全施
設等整備事業として、主に交通情報板、監視用テレビ、
情報収集提供装置等の交通安全施設等を整備し、災害
時における安全な道路交通の確保を図った。
（警察庁）
○災害発生時の迅速かつ的確な広域交通管理に備え、オ
ンライン接続された各都道府県警察の交通管制センタ
ーからの交通情報をリアルタイムで警察庁に集約する
広域交通管制システムの運用を平成 13 年 5 月より開始
した。
（警察庁）

③高速自動車国道等にお ア

事故削減に向けた総合的施策の集中的実施

け る 交 通 安全 施 設 等 の

○高機能（排水性）舗装を整備した箇所では路面湿潤時

整備

の事故件数が約２割減少した。
（国土交通省）
○救急・救助活動を支援する緊急開口部については、平
成 15 年度までに 13 箇所を整備し、救命活動支援ヘリ
ポートについては、サービスエリア等に平成 15 年度ま
でに 19 箇所を整備した。
（国土交通省）
イ

安全で快適な交通環境づくり
○安全で快適な自動車走行に資するより良い走行環境の
確保を図るため、混雑するサービスエリアやパーキン
グエリアについては、平成 15 年度までに 34 箇所にお
いて駐車ますを増設し道路交通情報板については、平
成 15 年度までに 276 基を LED 化し機能の向上を図った。
（国土交通省）
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ウ

高度情報技術を活用したシステムの構築
○平成 13 年 3 月に千葉地区等 63 箇所で一般運用開始し
たところであったが、平成 15 年度末までに、基本的に
全ての料金所（1,217 箇所）にＥＴＣを整備した。
（国土交通省）
○道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）について、サ
ービスエリアの拡大、提供情報の内容の充実に努めた。
（国土交通省）

④効果的な交通規制の推 ア

地域の特性に応じた交通規制

進

○主として通過交通の用に供される道路については、駐
車禁止、転回禁止、指定方向外進行禁止、進行方向別
通行区分等交通流を整序化するための交通規制を実施
した。
（警察庁）
○主として地域交通の用に供される道路については、一
方通行、指定方向外進行禁止等を組み合わせ、通過交
通を抑制するなど、良好な生活環境を維持するための
交通規制を実施した。
（警察庁）
○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、歩行者用道路、車両通行止め、路側帯の
設置等歩行者及び自転車利用者の安全を確保するため
の交通規制を実施した。さらに、路側帯の拡幅による
歩行者通行・自転車利用環境の整備と車道の中央線抹
消による車両の走行速度の抑制対策を実施した。
（警察庁）
イ

安全で機能的な都市交通確保のための交通規制
○路線バス、路面電車等大量公共輸送機関の安全・優先
通行を確保するための交通規制を実施した。
（警察庁）

ウ

幹線道路における交通規制

○幹線道路については、交通の安全と円滑化を図るため、
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、速度規制及び追越しのための右側部分
はみ出し通行禁止規制等の見直しを実施した。
（警察庁）
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エ

高速道路における交通規制
○新規供用の高速道路における最高速度規制、大型貨物
自動車の第一通行帯通行区分規制等を実施するととも
に、道路構造の変更等道路環境の変化に応じた交通規
制の見直しを実施した。また、交通事故発生時、異常
気象時等において的確な臨時交通規制を実施した。
（警察庁）

オ

事故多発地域における重点的交通規制

○交通事故の多発する地域、路線等においては、最高速
度の指定、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
等の効果的な交通規制を重点的に実施した。
（警察庁）
○平成 15 年 7 月 11 日、死傷事故発生率が高く、又は死
傷事故が多発している全国 3,956 箇所の交差点や単路
を「事故危険箇所」に指定し、平成 19 年度までに事故
防止対策を集中的に実施することとした。
（警察庁）
カ

災害発生時における交通規制
○災害対策基本法による通行禁止規制等の交通規制を
的確かつ迅速に行うため、災害の状況や交通規制等に
関する情報を提供する交通情報板等の整備を推進し
た。
（警察庁）

⑤コミュニティ・ゾーンの ○通過交通の排除の徹底により、車よりも歩行者等の安全
形成

快適な利用を優先するとともに、沿道と協働した道路緑
化、無電柱化等による質の高い生活環境を創出する｢くら
しのみちゾーン｣の形成や、歩行者・自転車とバスや路面
電車など公共交通機関の利便性を高め、まちの賑わいを
創出するため、警察と連携して一般車両の利用を制限す
る「トランジットモール」の導入を促進している。
平成 15 年度末現在で、
「くらしのみちゾーン」
「トランジ
ットモール」に取り組む地区として 42 地区を登録してい
る。
（国土交通省）
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○住居系地区や商業系地区において、通過交通の進入を抑
え、歩行者等の安全等地区内の生活の安全を確保するた
め、交通事故が多発しているなどの問題が生じている地
区を抽出した上で、歩行者の歩行等に車両の通行を調和
させるという考え方の下にハンプや狭さく等が整備され
たコミュニティ道路等の面的整備と都道府県公安委員会
によるゾーン規制等の交通規制を適切に組み合わせ、良
好なコミュニティ・ゾーンの形成を図った。
コミュニティ・ゾーン形成事業として平成 13 年度末まで
に約 160 地区で整備している。
（警察庁、国土交通省）
○交通事故が多発している住居系地区又は商業系地区を、
「あんしん歩行エリア」として警察庁及び国土交通省で
平成 15 年 7 月に 796 箇所指定し、エリア内において公安
委員会と道路管理者が連携して面的かつ総合的な交通安
全対策を実施している。
（警察庁、国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、コミュニティ道路、バ
リアフリー歩行空間、自転車走行空間等の整備を推進し
ている。
（国土交通省）
⑥高度道路交通システム ア
の整備

道路交通情報通信システムの整備
○ＦＭ多重放送、光ビーコン及び電波ビーコンを用いて
ドライバーにリアルタイムで道路交通情報を提供する
ＶＩＣＳについて、サービス提供主体である（財）道
路交通情報通信システムセンターの事業展開を支援
し、ＶＩＣＳの展開を推進した。その結果、平成 13 年
度末時点でＶＩＣＳサービス提供済み都道府県数は 37
都道府県であったが平成 14 年度末時点では 47 都道府
県となり目標を達成した。
（警察庁、総務省、国土交通省）
○ＶＩＣＳ対応車載機の普及を図り、累積出荷台数は平
成 15 年度末において約 911 万台(+631 万台)に達した。
（ ）は、平成 12 年度末からの増減数を示す。
（警察庁）
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○平成 16 年 9 月現在、ITS 関連では 9 つの規格
①ITS中央データレジストリとデータ辞書の要件
②地理データファイル
③交通メッセージコードを経由したTTI（旅行者情
報）メッセージ・パート１
④交通メッセージコードを経由したTTIメッセー
ジ・パート２
⑤ナビメッセージセット
⑥車間距離制御システム（ACC）
⑦前方車両追突警報システム（FVCWS）
⑧車両周辺障害物警報（MALSO）
⑨EFCから見たDSRCへのアプリケーションインター
フェースの定義
が ISO（国際標準化機構）化されており、このうち 4 つ
②地理データファイル
⑥車間距離制御システム（ACC）
⑦前方車両追突警報システム（FVCWS）
⑧車両周辺障害物警報（MALSO）
は日本が議長を務める WG から、また１つ
⑤ナビメッセージセット
は日本が中心となって推進している WG から発行されて
いる。
（経済産業省）
イ

新交通管理システムの推進
○高度化された交通管制センターを中心に、個々の車両
等との双方向通信が可能な光ビーコンを媒体として、
交通流・量を積極的かつ総合的に管理することにより、
高度な交通情報提供、車両の運行管理、公共車両の優
先通行、交通公害の減少、安全運転の支援、歩行者の
安全確保等を図り、交通の安全及び快適性を確保しよ
うとする新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の構想に基
づき、システムの充実、キーインフラである光ビーコ
ンの整備等の施策の推進を図った。
光ビーコン：平成 15 年度末現在 41,930 基を整備
済み(+12,323 基)
（ ）は、平成 12 年度末からの増減数。
（警察庁）
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ウ

スマートウェイ・スマートゲートウェイ・スマートカ
ープロジェクトの推進
○走行支援システムの実現に向け、高速走行下において
も道路と自動車の間の通信を円滑かつ確実に行うこと
を可能とする情報通信技術（スマートゲートウェイ技
術）の研究開発を実施。高速ハンドオーバー技術（高
速移動する車両が路側の無線基地局及びその上位局と
連続通信を行うために必要な技術）等について検討、
設計を行い、総合デモンストレーションを実施した。
（総務省）
○走行支援道路システム（ＡＨＳ）について、2001 年度
より、実道での検証を含む実証実験を実施した。2003
年 10 月より首都高速道路において実験を実施し、2004
年 4 月には車路車の情報通信を活用したシステムの公
開デモを実施した。
※車路車：路車間通信（路側装置と車載器／VICS 電波ビーコ
ンや ETC 等）及び車車間通信（車と車が情報を交換
し、運転等に役立てるもの）の総称

（国土交通省）
エ

道路運送事業に係る高度情報化の推進
○公共車両優先システム（PTPS）やバスロケーションシ
ステムの導入等、バスの走行環境改善のための施策に
対し、地方公共団体と協調して補助を実施している。
※バスロケーションシステム：バス停や携帯電話等において、
目的のバスの接近情報等を、
表示及び音声で知らせるも
の。

【対策の効果】
平成 13 年度から 15 年度にかけてバスロケーションシ
ステムの導入数が 522 系統増加した。
（国土交通省）
⑦交通需要マネジメント
の推進

○交通容量拡大策、交通需要マネジメント（TDM）、マルチ
モーダル施策を含んだ都市圏交通円滑化総合対策を全国
約 20 都市圏で推進している。
※マルチモーダル施策：利用者のニーズに応じた効率的な輸送
体系を確立する総合的な交通施策。

（警察庁、国土交通省）
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○地域における自動車交通の調整、事業者による交通事業
の改善等を支援する交通需要マネジメント実証実験につ
き、平成 15 年度末現在、警察庁及び国土交通省が共同で
33 件の実証実験を実施した。
（警察庁、国土交通省）
ア

公共交通機関利用の促進
○道路交通混雑が著しい一部の道路について、バス専用
（優先）レーン、バス感知式信号機、公共車両優先シ
ステム（PTPS）を整備し、鉄道、バス等の公共交通機
関への転換による円滑な道路交通の実現を図った。
（警察庁）
○公共交通機関の利用を促進し、道路交通混雑を緩和す
るため、都市モノレール等の整備を進めるとともに、
路面電車やバスの走行空間の改善等を支援している。
（国土交通省）
○公共交通機関の乗り継ぎ等の利便性向上を目的とした
交通結節点の整備を推進している。
（国土交通省）
○バスを中心とした安全で環境にやさしい「オムニバス
タウン構想」の推進やコミュニティバスの整備等、バ
スの利用促進に資する施策を推進している。バス利用
促進等総合対策事業では地方公共団体と協調して補助
を実施しており、平成 13 年度から 15 年度にかけては、
のべ 174 事業者のコミュニティバスの運行への取り組
みに対して補助を実施した。
※コミュニティバス：障害者や高齢者等の日常的な地域の交通
需要に応えるために、主に自治体が主体
となって小型バス等により運行されてい
るもので、運行ダイヤ、運賃、停留所間
隔等に工夫がなされているもの。

（警察庁、国土交通省）
イ

自動車利用の効率化
○乗用車の平均乗車人数の増加及び貨物自動車の積載率
の向上により効率的な自動車利用を推進するため、自
動車相乗りの促進、共同配送システムの構築、車両運
行管理システム（ＭＯＣＳ）の導入等による物流の効
率化等の促進を図った。
（警察庁、国土交通省）
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ウ

交通需要の平均化
○大都市における通勤通学時の交通混雑緩和のため、
「時
差通勤通学推進計画」等に基づき、東京（横浜市等を
含む。）、大阪、名古屋、福岡、仙台及び広島の６地区
において時差通勤通学計画を推進する。
（内閣府）
○交通需要のピーク時間帯の交通を分散するため、時差
通勤・通学及びフレックスタイム制（自由勤務時間制）
の導入を促進するとともに、道路交通情報の充実を図
った。
（警察庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省）

⑧総合的な駐車対策の推 ア
進

秩序ある駐車の推進
○都市部における無秩序な路上駐車を抑制し、安全で円
滑な道路交通を確保するため、都市機能、道路及び交
通の状況等に対応した都市交通全体の駐車管理構想を
策定し、駐（停）車禁止規制の適切な推進を図った。
その一環として、短時間駐車の需要、路外駐車場の整
備状況等を勘案しながら、交通の安全と円滑の上で支
障がない場所については駐車の効用にも配意し、週末
等における駐（停）車禁止規制の解除、パーキング・
メーター等の設置を推進するなど、駐（停）車禁止規
制の見直しを進めた。さらに、平成 15 年度からは、道
路環境、交通実態、駐車需要等の変化に伴い、より良
好な駐車秩序を確立するため、時間、曜日、季節等に
よる交通流・量の変化等の時間的視点と、道路の区間
ごとの交通環境や道路構造の特性等の場所的視点の両
面から現行規制の見直しを行い、駐車の効用にも十分
配意して、個々の時間及び場所に応じたきめ細かな駐
車規制を推進した。
（警察庁）
○違法な駐停車が交通渋滞等交通に著しい迷惑を及ぼす
交差点においては、違法駐車抑止システム等の整備を
促進し、駐停車等をしようとしている自動車運転者に
対して音声で警告を与えることにより、違法駐停車を
抑制して交通の安全と円滑化を図った。
（警察庁）
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○良好な駐車秩序の確立と警察力の合理的再配分のため
①放置駐車違反車両の使用者に対して放置違反金を課
す、②放置車両確認業務の民間委託の推進等を内容と
する道路交通法が改正された。
法改正を受けて、道路交通法施行令等の下位法令を改
正し放置違反金の額等を定めたほか、確認事務の委託
の手続等に関する規則を制定した。
また、放置車両確認処理用携帯端末の開発及び確認事
務の民間委託に係るモデルの開発に関する調査研究を
行うなど、施行に向けた所要の準備を進めている。
（警察庁）
○悪質・危険性、迷惑性の高い駐車違反に重点を置いた
取締りを推進した。
（警察庁）
イ

駐車場等の整備
○道路開発資金を活用した民間駐車場への融資を実施し
た（14 箇所）
。
（国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、自動車駐車場の整備
を推進している。
〔駐車可能台数（交通安全施設等整備事業分）
〕
平成１３年度末：14,225 台分
平成１５年度末：15,351 台分
（国土交通省）
○既存駐車場の有効利用を図るため、駐車場案内・誘導
システムの整備と高度化を推進している。
（警察庁、国土交通省）

ウ

違法駐車締め出し気運の醸成・高揚
○違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関
し、国民への広報・啓発活動を行うとともに、関係機
関・団体との密接な連携を図り、地域交通安全活動推
進委員の積極的な活用等により、住民の理解と協力を
得ながら違法駐車締め出し気運の醸成・高揚を図った。
（警察庁）
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⑨地域住民等と一体とな ○交通安全総点検を、住民の方や道路を利用する方など地
っ た 安 全 な道 路 交 通 環

域の方々と一体となって平成 13 年度以降も毎年実施し、

境の整備

地域住民の積極的な参加による交通安全対策を推進し
た。
（警察庁、国土交通省）
○道路利用者等が日常感じている道路標識、道路標示に関
する意見について、はがき、インターネット等で受け付
ける「標識ボックス」を設置し、適正な標識管理に反映
させた。
（警察庁、国土交通省）

⑩その他道路交通環境の ア
整備

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要因
について調査するとともに、発生要因に即した所要の
対策を早急に講じることにより、当該事故と同様な事
故の再発防止を図った。
（警察庁）
○「交通事故対策・評価マニュアル」
「交通事故対策事例
集」等を活用し、事故発生要因等地域の特性に応じた
科学的な事故対策を推進している。
（国土交通省）

イ

道路使用及び占用の適正化等
○道路工事に関しては、都道府県警察において道路使用
許可制度の弾力的な運用に努め、昼夜間連続工事や施
工区間の延長を容認するなど工事期間を短縮させ、工
期全体における渋滞発生総量の縮減を図った。
（警察庁）
○道路使用許可に係る事務の電子化については、平成 12
年に道路交通法施行規則を改正し、電子申請を可能と

する規定を整備するとともに、都道府県警察に対し
て電子申請システムの導入に向けた積極的な取組み
を促し、一部の県で運用が開始された。
（警察庁）
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○道路工事調整会議等において占用工事等の施工につい
て合理的な調整を図るとともに、共同溝整備を推進し
た。
（国土交通省）
ウ

道路法に基づく通行の禁止又は制限
○危険物積載車両及び特殊車両に係る取締りを実施して
いる。
（警察庁、国土交通省）

エ

自転車利用環境の総合的整備
○交通安全施設等整備事業により、自転車歩行者道等の
整備を推進している。
〔自転車道の整備〕
自転車歩行者道等設置済道路延長
平成１３年度当初：74,372km
平成１４年度末：75,649km
注１）高速自動車国道、有料道路及び道路法以外の道路は対象
外
注２）自転車歩行者道等：自転車道、自転車歩行者道、自転車
歩行者専用道路

（国土交通省）
○鉄道駅周辺等で自転車等の大量放置の見られる箇所に
ついて、歩行空間の確保、自転車・自動車交通の円滑
化を図るため、自転車駐車場の整備を推進している。
（国土交通省）
○交通安全施設等整備事業により、自転車駐車場の整備
を推進している。
（国土交通省）
オ

子供の遊び場等の確保
○子どもの身近で安全な遊び場として、住区基幹公園、
都市基幹公園等の整備の推進を図った。
（国土交通省）
○主として幼児及び小学校低学年児童を対象とした児童
館及び児童遊園を設置しており、平成 14 年 10 月現在、
児童館 4,611 か所、児童遊園 3,985 か所となっている。
（厚生労働省）
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カ

電線類の地中化の推進
○市街地の幹線道路における無電柱化率は 7％（平成 14）
→9％（平成 15）になるなど一定の推進を図っている。
平成 16 年度からスタートした無電柱化推進計画に基づ
き、歴史的街並みを保存すべき地区等において面的に
無電柱化を推進している。
（国土交通省）
○コンパクトで簡便な浅層埋設方式を標準化するなど、
コスト縮減を図りながら、電線共同溝整備事業等によ
る電線共同溝の整備を推進している。
（国土交通省）

（２）交通安全思想の普及徹底
①段階的かつ体系的な交 ア
通安全教育の推進

幼児に対する交通安全教育
○児童館及び児童遊園において、遊びによる生活指導の
一環として交通安全に関する指導を行うとともに、毎
年春と秋の全国交通安全運動期間において、全国地域
活動連絡協議会（母親クラブ）あて子どもに対する交
通安全教育に係る配慮を依頼している。
（厚生労働省）
○保育所における安全教育については、保育所保育指針
の中で「交通事故の防止に配慮し、家庭、地域の諸機
関との協力の下に、交通安全のための指導を実施する」
と規定し、日々の保育の中で入所児童に対する交通安
全教育を実施。また、毎年春と秋の全国交通安全運動
期間においては、関係団体を通じて各保育所に対し交
通安全教育の適正な実施について依頼している。
（厚生労働省）

○幼児の心身の発達段階に応じて、基本的な交通ルール
を遵守し、交通マナーを実践する態度を習得させるとと
もに、日常生活において安全に道路を通行するために必
要な基本的技能と知識を習得させることを目標として、
幼児、保護者に対して交通安全教育を実施し、交通安全
意識の高揚を図った。
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〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して
実施した幼児に対する交通安全教育実施状況〕
13 年
14 年
15 年
回 数
約 31,800 回 約 31,300 回 約 30,500 回
参加人数 約 241 万人 約 239 万人 約 237 万人
〔幼児の交通事故死者数〕
13 年 14 年 15 年
幼児の交通事故死者数
110
101
82
（警察庁）
○日常の教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行った。
（文部科学省）
○交通安全教育を含め、安全教育全般に関する教師用の
参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」
を作成し、都道府県教育委員会等に配布した。
（文部科学省）
イ

児童に対する交通安全教育

○児童の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
とを目標として交通安全教育を実施し、児童の交通安
全意識の高揚を図った。
〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して
実施した児童に対する交通安全教育実施状況〕
13 年
14 年
15 年
回 数
約 37,900 回 約 39,300 回 約 40,000 回
参加人数 約 483 万人 約 486 万人 約 493 万人
〔児童の交通事故死者数〕
13 年 14 年 15 年
児童の交通事故死者数
95
95
91
（警察庁）
○学校教育活動全体を通じて、家庭及び関係機関・団体
と連携しながら、交通安全教育を行った。
（文部科学省）
○交通安全教育を含め、安全教育全般に関する教師用の
参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」
を作成し、都道府県教育委員会等に配布した。
（文部科学省）
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○児童が様々な交通場面に存在する危険を事前に予測し
て、冷静な判断によって危険を回避する技術を身につ
けることができるよう、「交通安全に関する危険予測
教材」を作成し、全国の小学校に配布した。
（文部科学省）
○推進地域を指定して、交通安全の問題も含め、学校安
全に関する実践的な研究を推進し、その成果の普及に
努めた。
（文部科学省）
○交通安全教育に関し指導的な役割を果たしている教職
員等を対象として、効果的な交通安全教育の進め方や
応急手当の方法等に関する実習を含めた研修会を開催
した。
（文部科学省）
ウ

中学生に対する交通安全教育
○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ことを目標として交通安全教育
を実施し、中学生の交通安全意識の高揚を図った。
〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して
実施した中学生に対する交通安全教育実施状況〕
13 年
14 年
15 年
回 数
約 5,600 回 約 5,500 回 約 5,600 回
参加人数 約 104 万人 約 100 万人 約 105 万人
〔中学生の交通事故死者数〕
13 年 14 年 15 年
中学生の交通事故死者数
38
41
30
（警察庁）
○学校教育活動全体を通じて、家庭及び関係機関・団体
と連携しながら、交通安全教育を行った。
（文部科学省）

○交通安全教育を含め、安全教育全般に関する教師用の
参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」
を作成し、都道府県教育委員会等に配布した。
（文部科学省）
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○推進地域を指定して、交通安全の問題も含め、学校安
全に関する実践的な研究を推進し、その成果の普及に
努めた。
（文部科学省）
○交通安全教育に関し指導的な役割を果たしている教職
員等を対象として、効果的な交通安全教育の進め方や
心肺蘇生法等応急手当の方法等に関する実習を含めた
研修会を開催した。
（文部科学省）
エ

高校生に対する安全教育
○日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、二輪
車の運転者及び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責任を持って行動すること
ができる健全な社会人を育成することを目標として交
通安全教育を実施し、高校生の交通安全意識の高揚を
図った。
〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して
実施した高校生に対する交通安全教育実施状況〕
13 年
14 年
15 年
回 数
約 5,800 回 約 5,900 回 約 5,800 回
参加人数 約 182 万人 約 182 万人 約 172 万人
〔高校生の交通事故死者数〕
13 年 14 年 15 年
高校生の交通事故死者数
233
227
171
（警察庁）
○免許取得直前期にある高校生の年代の者に対し、運転
免許取得前に車を運転する際に必要な基本的心構えや
知識等を身につけさせるため、交通安全教育を実施し
ている。
（内閣府）
○学校教育活動全体を通じて、家庭及び関係機関・団体
と連携しながら、交通安全教育を行った。
（文部科学省）

○交通安全教育を含め、安全教育全般に関する教師用の
参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」
を作成し、都道府県教育委員会等に配布した。
（文部科学省）
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○推進地域を指定して、交通安全の問題も含め、学校安
全に関する実践的な研究を推進し、その成果の普及に
努めた。
（文部科学省）
○推進地域を指定して、高等学校における自転車、二輪
車、四輪車に関する指導内容・方法について実践的な
研究を推進した。
（文部科学省）
○交通安全教育に関し指導的な役割を果たしている教職
員等を対象として、効果的な交通安全教育の進め方や
心肺蘇生法等応急手当の方法等に関する実習を含めた
研修会を開催した。
（文部科学省）
オ

成人に対する交通安全教育
大学生
○大学生等に対する交通安全教育は、学生の二輪車・自
動車の利用等の実態に応じ、関係機関・団体等と連携
し実施した。
〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して
実施した大学生を対象とする交通安全教育実施状況〕
※大学生等についてはこの一部
13 年
14 年
15 年
回 数
約 21,700 回 約 31,200 回 約 22,500 回
参加人数 約 272 万人 約 246 万人 約 255 万人
〔大学生の交通事故死者数〕
13 年 14 年 15 年
大学生の交通事故死者数
186
162
115
（警察庁）
社会人
○安全運転管理者等に対する法定講習の内容の充実に努
めるとともに、安全運転管理者等を対象とした講習会
等を積極的に開催し、事業所における主体的な交通安
全教育の強化・徹底を図った。
（警察庁）
○女性、運転者、自転車利用者等の態様に応じ、社会人
を対象とした交通安全講習等を開催し、交通安全意識
の高揚を図った。
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〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して
実施した安全運転管理者等に対する交通安全教育実
施状況〕
※法定講習を除く。人数は従業員を含む。
13 年
14 年
15 年
約 12,000 回 約 11,000 回 約 10,000 回
回 数
参加人数 約 68 万人 約 71 万人 約 65 万人
〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して
実施した運転者に対する交通安全教育実施状況〕
※更新時講習を除く
13 年
14 年
15 年
約
44,000
回
約
44,000
回
約
43,000
回
回 数
参加人数 約 326 万人 約 320 万人 約 303 万人
〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して
実施した女性に対する交通安全教育実施状況〕
13 年
14 年
15 年
約 14,000 回 約 14,000 回 約 14,000 回
回 数
参加人数 約 86 万人 約 88 万人 約 86 万人
〔成人（高齢者を除く）の交通事故死者数〕
13 年
14 年
15 年
成人の交通事故死者数
4,654
4,320
3,885
（警察庁）
カ

高齢者に対する交通安全教育
○高齢者に対する交通安全指導担当者の養成、教材・教
具等の開発など指導体制の充実に努めるとともに、参
加・体験実践型の交通安全教育を積極的に推進した。
（警察庁）
○関係団体、交通ボランティア、福祉関係者等と連携し
て、
・交通安全教室の開催
・福祉活動、各種の催し等の多様な機会を活用した交
通安全教育
・家庭訪問による指導
・高齢者と日常的に接する機会を利用した助言
等を推進し、高齢者の事故実態に応じた具体的指導を
行うとともに、反射材の活用促進に努め、高齢者の交
通安全意識の高揚を図った。
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〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して
実施した高齢者に対する交通安全教育実施状況〕
13 年
14 年
15 年
約 53,000 回 約 66,000 回 約 68,000 回
回 数
参加人数 約 309 万人 約 326 万人 約 335 万人
〔高齢者の交通事故死者数〕
13 年 14 年 15 年
高齢者の交通事故死者数 3,216 3,144 3,109
（警察庁）
○高齢者単独世帯の増加に伴い、家庭を通じた交通安全
の啓発が十分に行き渡らない状況を踏まえ、地域社会
全体で高齢者の交通安全意識を高めるため、高齢者を
中心に子供・親の各世代が一堂に会した場で「ヒヤリ
地図」の作成等を通じて交流を図る世代間交流事業を
推進するとともに、各種イベント・交通安全教室等に
参加しない高齢者の世帯を直接訪問する高齢者世帯訪
問事業を推進している。
（内閣府）
○参加・体験・実践型の高齢者交通安全教育の継続的な
推進役を養成し、地域における高齢者交通安全学習の
普及を促進するため、高齢者及び地域活動に影響力の
ある高齢者交通安全指導員（シルバーリーダー）を対
象とした高齢者交通安全学習普及事業を実施している
（内閣府）
○全国老人クラブ連合会から都道府県・指定都市老人ク
ラブ連合会へ、交通安全運動実施について周知をして
いる。
（厚生労働省）
キ

身体障害者に対する交通安全教育
○電動車いすの安全利用講習会を開催し、高齢者と併せ
電動車いす利用の身体障害者に対する交通安全教育を
実施した。
（警察庁）
○関係団体による字幕入りビデオの作成に際し指導を行
うなど、聴覚障害者に対する教材の充実に努めた。
（警察庁）
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ク

外国人に対する交通安全教育
○外国人に対する交通安全教育は、主として来日外国人
の居住・就学・就労等の多い地域において、警察署の
担当者等を講師として、防犯・生活指導等とともに、
日本国内で安全かつ快適に生活していくための全般的
な助言として実施した。
〔外国人の交通事故死者数〕

外国人の交通事故死者数

13 年

14 年

15 年

18

34

23

（警察庁）
②交通安全に関する普及 ア
啓発活動の推進

交通安全運動の推進

○春と秋の全国交通安全運動は、広く国民に交通安全思想
の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路
交通環境の改善に向けた取組みを推進することにより、
交通事故防止の徹底を図ることを目的として、交通対策
本部が決定した実施要綱（運動の基本、全国重点等）に
基づき、実施計画を策定し、関係省庁、地方公共団体及
び関係団体が主催し全国的に推進している。
（関係省庁）
○春と秋の全国交通安全運動では、関係機関・団体等と
の連携を図り、警察官、交通ボランティア等の出動や
多数の一般市民の参加により、広報啓発活動をはじめ
とする各種事故防止対策を大規模かつ活発に展開し
た。
（警察庁）
○交通安全に関する参加及び体験型の各種展示、催し物
等の実施を通じて、国民に交通安全意識を普及し、交
通安全思想の高揚を図るとともに、交通ルールの遵守
と正しい交通マナーの実践を身に付けてもらうため、
交通安全フェアを開催した。
（内閣府）
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イ

シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹
底等
○・各種交通安全教室、春と秋の全国交通安全運動等の
あらゆる機会をとらえて、関係機関・団体との協力の
下、広報啓発活動の推進
・官民一体のシートベルト・チャイルドシート着用推
進協議会による推進キャンペーンの推進
・幼稚園や保育所等を通じたチャイルドシートの正し
い使用法に関する講習会の開催
・チャイルドシート取付指導者養成のための研修会の
開催支援
等を実施し、シートベルト及びチャイルドシートの正
しい着用（使用）を促進した。
その結果、自動車乗車中の死者に占めるシートベルト
非着用者の割合及びチャイルドシート不使用者の割合
は共に減少傾向で推移している。
〔自動車乗車中死者に占めるシートベルト非着用者構成
率及びチャイルドシート不使用者構成率〕
13 年
14 年
15 年
シートベルト非着用者
58.4％ 57.4％ 55.3％
構成率
チャイルドシート不使
72.7％ 71.4％ 71.0％
用者構成率
（警察庁）
○交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため、
春と秋の全国交通安全運動の全国重点に定め広報啓発
活動、講習会の開催等の諸対策を推進している。
（内閣府）
○都道府県・政令指定都市・中核市に対し、管下の保育
所等における交通安全教育等のあらゆる機会を通じた
チャイルドシートの着用の周知・徹底を依頼している。
（厚生労働省）
○年５回程度、チャイルドシート指導員養成研修会に各
局講師を派遣。チャイルドシートの試験及び結果評価
を記載したチャイルドシートアセスメントを公表し
て、チャイルドシートの安全性、正しい装着方法等を
啓発している。
（国土交通省）
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○第 38 回東京モーターショー及び第 4 回自動車安全シン
ポジウム（平成 15 年 10 月）等において、シートベル
トをしなかった場合の衝突実験映像を使用し、シート
ベルトの着用の必要性を訴えた。
（国土交通省）
ウ

走行中の携帯電話の使用及びカーナビゲーション装置
等の画像の注視の危険性に関する広報啓発
○自動車販売店、自動車用品販売店等において、又は、
各種講習会、交通安全運動等において広報啓発活動を
行い、走行中の携帯電話の使用やカーナビゲーション
装置等の画像の注視の危険性について、運転者の意識
高揚を図った。
（警察庁）
○安全運転管理者を通じて、事業所の運転者の意識高揚
を図った。
（警察庁）
○運転中の携帯電話の使用やカーナビゲーション装置等
の画像の注視に対する罰則規定の見直しを内容とした
道路交通法の改正を行い、取締りの強化とともに、当
該行為の危険性についての広報啓発活動、街頭指導活
動を推進した。
（警察庁）

エ

交通の安全に関する広報の推進
○家庭、学校、職場、地域等と一体となった広範なキャ
ンペーンや、官民が一体となった各種の広報媒体を通
じての集中的なキャンペーン等を実施。高齢者の交通
事故防止、シートベルトとチャイルドシートの正しい
着用（使用）の徹底、薄暮時・夜間の交通事故防止、
若年運転者の無謀運転の防止、飲酒運転等悪質・危険
な運転の追放、違法駐車の排除等、地域の実情に応じ
た交通安全意識の高揚を図った。
（警察庁）
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○家庭向け広報媒体の積極的な活用、地方公共団体、町
内会等を通じた広報等家庭に浸透するきめ細かい広報
の充実に努め子供及び高齢者の交通安全対策、暴走・
無謀運転や飲酒運転の追放など各家庭における交通安
全意識の高揚を図った。
（警察庁）
○各家庭において交通安全についての関心及び知識を深
め、正しい交通マナーの実践を確保するため、
「交通安
全は家庭から」をスローガンに、交通安全家族会議を
普及させるために、交通安全ファミリー作文コンクー
ルの実施している。
（内閣府）
○交通の安全に関する資料及び情報等の積極的な提供に
より民間団体の交通安全に関する広報活動を支援し、
交通安全意識の高揚を図った。
（警察庁）
○学識経験者等による討議等を通じ、有効かつ適切な交
通安全対策の方向を探るとともに、国民の交通安全意
識の高揚に役立てるため、交通安全シンポジウムを開
催している。
（内閣府）
オ

その他の普及啓発活動の推進
○高齢運転者を対象とした各種講習会等において、高齢
運転者標識（高齢者マーク）の普及に向けた指導に努
めた。
（警察庁）
○薄暮時・夜間における交通事故防止を図るため、各種
講習会における指導及び交通情報板・新聞・テレビ等
の各種広報媒体を活用した広報により、
・最高速度違反、飲酒運転等による事故実態及び
危険性の周知
・反射材の効果の周知と活用の促進
・自転車の灯火点灯の徹底
等の普及啓発を行い、夜間事故の防止を図った。
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〔夜間の交通事故死者数〕
夜間の交通事故死者数

13 年 14 年 15 年
4,522 4,236 3,873
（警察庁）

○自転車利用者等に対し、
・各種自転車安全教室等において自転車利用上のル
ールの遵守やマナーの向上を徹底
・関係機関、団体と連携した街頭活動の推進
・あらゆる媒体を利用した交通ルールの遵守と交通
マナーの向上の徹底についての広報啓発活動
等を実施し、自転車の安全利用に関する自転車利用
者の意識高揚を図った。
〔自転車乗用中死者数〕
自転車乗用中死者数

13 年
992

14 年
991

15 年
973

（警察庁）
○インターネットを通じて事故データ及び事故多発地点
等に関する情報の提供に努めた。
（警察庁）
○交通安全に関する意識を高めるため、自動車ユーザー
には自動車の正しい使い方・日常点検に関する情報等
を、また、自動車運送事業者には事業用自動車の事故
事例に関する情報等を、さらに自動車製作者や研究機
関等の関係者には事故分析情報や車両安全基準・先進
安全自動車開発の状況に関する情報等を「自動車安全
情報」及び「自動車アセスメント情報」としてホーム
ページにより公表した。
（国土交通省）
③交通の安全に関する民 ○交通安全指導者の養成等の事業及び諸行事に対する援助
間 団 体 等 の主 体 的 活 動

並びに必要な資料の提供に努めるとともに、主体的な活

の推進等

動の推進について働き掛けを実施した。
（警察庁）
○反射材の活用促進を図るため、
（財）全日本交通安全協会
による「第１回反射材フェア」の開催（平成 15 年 10 月）、
「反射材活用推進委員会」の発足（平成 16 年 6 月）を支
援した。
（警察庁）
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○参加・体験・実践型の高齢者交通安全教育の継続的な推
進役を養成し、地域における高齢者交通安全学習の普及
を促進するため、高齢者及び地域活動に影響力のある高
齢者交通安全指導員（シルバーリーダー）を対象とした
高齢者交通安全学習普及事業を実施している。
（内閣府）
○毎年、春と秋の全国交通安全運動や年末年始の輸送等に
関する安全総点検の機会をとらえ、各関係団体に対し、
交通安全の活動を主体的に進めるよう働き掛けを行って
いる。
（国土交通省）

（３）安全運転の確保
①運転者教育等の充実

ア

運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実
○二種免許について指定教習制度を導入した。
（警察庁）
○二種免許取得の際の路上試験の導入、応急救護処置講習
の義務付けを行った。
（警察庁）
○初心運転者に係る交通事故率（免許を取得した者のう
ち、免許取得後１年間に人身事故を起こした者の比率）
を警察庁ホームページ上で公表した。
（警察庁）

イ

運転者に対する再教育等の充実
○更新時講習の対象者を優良運転者、一般運転者、違反運
転者、初回更新者と 4 区分化して、運転者の属性に応じ
たきめ細かな講習の実施に努めた。
（警察庁）

ウ

二輪車安全運転対策の推進
○取消処分者講習、停止処分者講習等において、二輪免許
を保有する者を対象とした特別学級の編成を推進し、二
輪車の交通事故の特徴や安全な二輪車の運転方法等を
内容とする講習の実施に努めた。
（警察庁）
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エ

高齢運転者対策の充実
○高齢者講習の対象年齢を 75 歳以上から 70 歳以上に引き
下げた。
（警察庁）

オ

シートベルト及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹
底
○各種交通安全教室、春と秋の全国交通安全運動等のあら
ゆる機会をとらえて、関係機関・団体との協力の下、広
報啓発活動を推進し、シートベルト及び乗車用ヘルメッ
トの正しい着用を促進した。
（警察庁）

カ

自動車安全運転センターの業務の充実
○平成 15 年 10 月に民間法人化された自動車安全運転セン
ターは、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許
を受けた者の利便の増進に資することを目的として、安

全研修業務や運転経歴証明業務を実施した。
〔最近の安全研修実績〕
13 年度
14 年度
15 年度
14,181 人
14,633 人
14,193 人
研修人員
57,198 人日 60,156 人日 62,962 人日
研修延べ人員
〔経歴証明状況〕
13 年度
14 年度
15 年度
経歴証明書 4,600,942 件 4,415,158 件
4,663,077 件
運転免許
75,551 千人 76,534 千人
77,467 千人
保有者数
（警察庁）
キ

事業用自動車の運転者教育の充実
○旅客については平成 13 年 12 月、貨物については平成
13 年 8 月に事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針（告示）を策定し、事業者が運転者に安全
教育を実施する際の具体的内容を示した。また、事故惹
起運転者等に対し特別な教育を実施し、これら運転者に
適性診断を受診させることを義務付けた。
（国土交通省）
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ク

自動車事故対策センターによる自動車運送事業等に従
事する運転者に対する適性診断の充実
○自動車事故対策機構の独立行政法人化（平成 15 年 10
月）に伴い､中期目標、中期計画、年度計画において、
診断員の研修の充実､「産業カウンセラー」の資格の取
得をさせる等診断技術の向上を図っている。また、診断
機器の研究開発・導入を行い受診環境の整備を図るとと
もに、貸出用自動診断機器の配備をする等して受診の促
進を積極的に促進している。
（国土交通省）

ケ

交通事犯被収容者に対する教育活動等の充実
○矯正施設においては、交通事犯の被収容者に対して専
門指導を実施しているが、同指導においては、講義、
視聴覚教材、集団討議等により、被害者に与えた損害、
家族や周囲の人々への影響、自己の問題性等を理解さ
せるとともに、再犯防止のための働き掛けを行ってい
る。平成 15 年度は、行刑施設 18 庁、少年院 38 庁にお
いて同指導が実施された。
（法務省）
○交通事犯に係る少年に対して法務省式運転態度検査等
を実施することにより、交通事犯に至る問題点を詳細
に分析し、被収容者教育の充実に資することに努めた。
（法務省）

コ

交通事犯者に対する保護観察の充実
○保護観察官及び保護司に対しては定期的に研修を実施
し、処遇能力の向上に努めている。
（法務省）
○平成 15 年に交通事犯により保護観察に付された者は
29,323 人であり、これらの者に対しては、遵法精神の
かん養、安全運転態度の形成等を目的とした個別処遇を
中心とする交通保護観察を実施した。また、家庭裁判所
において交通事犯により保護観察に付された少年のう
ち、事犯の内容が比較的軽微な少年に対しては、各種処
遇機材を活用した集団処遇を中心とした処遇を短期間
に集中して行う交通短期保護観察を実施した。
（法務省）
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サ

悪質危険な運転者の早期排除等
○道路交通法施行令を改正し、飲酒運転に付する基礎点数
等、悪質・危険な違反に係る点数を引き上げた。
（警察庁）
○施行前後の行政処分件数を比較すると、全行政処分件数
は減少しているものの、取消処分及び長期（90 日以上）
の停止処分については、それぞれ 65.3%、35.7%増加し
た。
〔運転免許に係る行政処分件数〕
取消し件数 停止(90 日以上)件数
13.6〜14.5

32,662 件

122,516 件

14.6〜15.5

54,005 件

166,214 件

＋65.3%

＋35.7%

前期間比

（警察庁）
②運転免許制度の改善

○都道府県公安委員会が規則で定めるところにより、更新
申請書の写真の添付を要しないことができることとし
た。
（警察庁）
○違反運転者に対しては有効期間を 3 年、それ以外の優良
運転者及び一般運転者は 5 年とし、さらに更新期間につ
いては誕生日の 1 か月前から 1 か月後までの 2 か月間と
した。
（警察庁）
○経由申請制度を導入した。
（警察庁）
○失効後の免許再取得に関する規定を整備した。
（警察庁）
○障害者等に係る運転者の欠格事由を廃止し、自動車等の
安全な運転への支障の有無を個別に判断することとし
た。
（警察庁）
○平成 13 年の道路交通法改正により、免許証の記載事項
の一部を電磁的方法により記録できることとされた。
（警察庁）
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③安全運転管理の推進

○事業所における安全運転教育と安全運転管理の効果的推
進に資するため、
・

安全運転管理者等に対する法定講習の内容の充実

・

安全運転管理者等未選任事業所の一掃

を図ったほか、都道府県や各地区安全運転管理者協（議）
会等と連携して、事業所等に対する交通安全情報の提供、
運転者に対する交通安全講習会の実施に努めた。
（警察庁）
○平成 14 年 6 月、いわゆる「運転代行業法」の施行により
安全運転管理者等を選任することが義務付けられた運転
代行業者に対し、安全運転管理の徹底について指導を実施
した。
〔警察が主催し、又は警察官等を講師として派遣して実
施した安全運転管理者選任事業所の運転者等に対す
る交通安全教育実施状況〕
※人数は安全運転管理者等を含む。
13 年
14 年
15 年
約 12,000 回 約 11,000 回 約 10,000 回
回 数
参加人数 約 68 万人 約 71 万人 約 65 万人
〔安全運転管理者等選任事業所の交通事故発生状況〕
13 年
14 年
15 年
発生件数 105,789 件 102,112 件 100,929 件
うち
死亡事故

937 件

887 件

854 件
（警察庁）

④自動車運送事業者等の ア
行う運行管理の充実

運行管理者制度の充実
○平成 13 年から貨物自動車運送事業に導入されている運
行管理者試験を旅客自動車運送事業にも導入するとと
もに、旅客自動車運送事業は事業の種類に応じた資格を
有する者を運行管理者として選任しなければならない
ことと規定した。
（国土交通省）

イ

自動車運送事業者等に対する指導監督の充実
○重点監査の対象事業者を見直すなどして､監査体制の強
化を引き続き行っている。特に、関係機関との連携を図
り、死亡事故の第１当事者となった事業者に対しては全
て監査を行うことで、事業者による輸送の安全確保の徹
底を図っている。
（国土交通省）
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ウ

事故情報の多角的分析の実施
○事業用自動車の事故について、運輸支局が収集した事故
の状況、運転者の状況、運行管理の状況、車両の状況等
の情報を詳細に分析し、「自動車運送事業に係る交通事
故要因分析報告書」として毎年公表している。
（国土交通省）

エ

運行管理者等に対する指導講習の充実
○運行管理者の指導講習業務については自動車事故対策
機構及び運輸支局長が運行管理者について行う研修に
代えることができる研修として､国土交通大臣の認定を
受け業務を行っている。自動車事故対策機構は運行管理
者の運行管理能力の向上を図るため､受講者・事業者の
ニーズに応じ、受講者・事業者の利便性の向上を図ると
ともに、実践的な活用がしやすいよう講習内容の充実を
行う等効果的な講習方法の実施を図っている。（講習回
数の増回、業態別や事業規模別の講習の実施等）また、
平成 13 年から死亡、重傷事故の発生又は車両停止以上
の行政処分を受けた営業所の運行管理者については、特
別な講習を義務付けた。
（国土交通省）

⑤交通労働災害の防止等

ア

交通労働災害の防止
○労働災害の一層の減少を図るためには、労働災害が多発
している分野での労働災害防止対策の普及・活用促進を
行うことが必要であることから、重点対象分野を定めて
おり、交通労働災害については、その一つとして交通労
働災害防止対策促進事業などの対策を実施し、重点対象
分野における労働災害防止に努めている。
・交通労働災害防止対策推進事業の利用状況等
〔指導員による個別事業場への指導件数〕
13 年度
14 年度
15 年度
2,921
1,904
2,217
労働災害による死亡者数は、事故の型別にみると交通
事故によるものが最も多くなっていることなどから、産
業安全対策の推進を図るに当たっては、引続き、重点対
象分野における労働災害防止対策を推進していくこと
は適切である。
（厚生労働省）
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イ

運転者の労働条件の適正化
○自動車運転者の労働時間、休日、割増賃金等の労働条件
の確保・改善を図るため、労働基準法（昭和 22 年法律
第 49 号）等の関係法令及び「自動車運転者の労働時間
等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第７号）
の履行を確保するための監督指導を実施している。
〔監督指導実施事業場数〕
13 年
14 年
15 年
2,401
2,616
4,047
（厚生労働省）
○厚生労働省と国土交通省との連絡会議を毎年開催する
とともに、関係行政機関との通報制度を活用している。
（厚生労働省）

⑥道路交通に関する情報 ア
の充実

道路交通情報の充実
○ＦＭ多重放送やビーコンを用いてドライバーにリアル
タイムで道路交通情報を提供するＶＩＣＳについて、サ
ービス提供主体である（財）道路交通情報通信システム
センターの事業展開を支援し、ＶＩＣＳの展開を推進し
た。その結果、平成１３年度末時点でＶＩＣＳサービス
提供済み都道府県数は３７都道府県であったが平成１
４年度末時点では４７都道府県となり目標を達成した。
（総務省）
○道路利用者のニーズに応えるため、交通情報板等の交通
情報提供装置の整備・拡充を図るとともに、情報提供が
正確、適切なものとなるように車両感知器等の交通情報
収集装置の整備拡充を図った。
また、民間事業者による、正確な道路交通情報の適切な
提供を促進するために、交通情報検証システムを整備
し、平成 15 年 4 月から運用を開始した。
さらに、運転者に渋滞状況等の道路交通情報を提供する
道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）の整備を推進し、
平成 15 年 2 月をもってすべての都道府県でサービスを
開始した。
加えて、新交通管理システム（ＵＴＭＳ）のキーインフ
ラである光ビーコンを、平成 15 年度末までに 41,930
基整備した。
（警察庁）
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○道路交通情報システム（ＶＩＣＳ）について、サービス
エリアの拡大、道路交通情報提供の内容の充実を推進す
ると共に、３メディア対応型ＶＩＣＳ車載機の導入・普
及促進を図った。
（国土交通省）
イ

危険物輸送に関する情報提供の充実等
○イエローカードの携行、関連法令の遵守、乗務員教育の
実施等については、毎年関係団体を通して周知徹底する
よう依頼した。なお、平成 15 年に移動タンク貯蔵所等
に対して立入検査を実施した結果、イエローカードの携
行率は 96％程度にまで達している。
（国土交通省、消防庁）
○危険物運搬車両の交通事故による危険物の漏洩等が発
生した場合に、安全かつ迅速に事故処理を行うため、危
険物災害等情報支援システムの構築を行い、充実を図っ
ている。
（消防庁）
○危険有害物質運搬車両の危険有害物質の表示の在り方
に関しては、国連勧告を受けて検討中である。
（消防庁）
○貨物事業者運送事業者に対する監査、運行管理者等の指
導講習等を通じて、イエローカードの携行、関係法令の
遵守、乗務員教育の実施等について危険物運送事業者の
指導を引き続き行っている。
（国土交通省）

ウ

気象情報等の充実
○平成 15 年 6 月に国土交通省内関係部局の防災情報を一
元的に収集し提供するため防災情報提供センターを開
設した（運営主体は気象庁）。
（国土交通省、気象庁）
○平成 15 年 6 月から、72 時間強度予報、台風の暴風域に
入る確率の高度化、1 時間後の位置情報の提供を開始し
た。
（気象庁）
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○平成 13 年 7 月の水防法の改正を受け、平成 14 年 5 月か
ら気象庁と都道府県とが共同して行う指定河川洪水予
報を開始した。
（気象庁）
○きめ細かな防災気象情報の発表のため、全都道府県にお
いて注意報警報の発表区域の設定・見直しを実施した。
（気象庁）
○ひまわり 5 号の後継機となる運輸多目的衛星新 1 号及び
2 号の製作を行うとともに、気象レーダーを 5 ヶ所、地
上気象観測装置を 26 ヶ所更新した。
（気象庁）
○地震防災対策特別措置法の趣旨に沿い関係機関からの
地震観測データ収集体制を強化し、これを活用すること
によって地震防災情報等の質的向上を図った。
（気象庁）
○平成 16 年 2 月から震源近傍で地震波を早期に捉え、大
きな揺れが到達する前にその情報を伝達する「緊急地震
速報」の実用化を図るため、80 のナウキャスト地震計
を整備するとともに、約 50 の関係機関を対象に緊急地
震速報の試験的な提供を開始した。
（気象庁）
○平成 16 年 3 月から地震発生後の効果的な応急対策の実
施に資するよう震度を面的に表示した「推計震度分布
図」の提供を開始した。
（気象庁）
○平成 14 年 3 月から、火山活動の異常の早期の検知、火
山情報の迅速な発表及びよりわかり易い火山活動状況
の解説を行うため、火山監視・情報センターの運用を開
始した。
（気象庁）
○平成 15 年 11 月より 5 火山について火山活動度レベルを
付加した火山情報の提供を開始した。
（気象庁）
○検潮所 16 か所に精密型水位計を整備した。
（気象庁）
○平成 13 年度から平成 16 年度にかけて、高潮予測の精度
を向上した高潮モデルの運用および予測範囲の拡充等
を実施した。
（気象庁）
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エ

災害発生時における情報提供の充実
○気象観測装置等の整備を進めるとともに、ホームページ
等を通じて、異常気象時の通行規制や災害情報を提供し
ている。
（国土交通省）
○災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況の
迅速かつ的確な収集・分析・提供に資する広域交通管制
システムを整備し、平成１３年５月から運用を開始する
とともに、地震など災害が発生した場合にＶＩＣＳ対応
車載機に災害情報を提供することのできる道路交通情
報通信システム（ＶＩＣＳ）の整備を推進し、平成１５
年２月をもってすべての都道府県でサービスを開始し
た。
（警察庁）

（４）車両の安全性の確保
①車両の安全性に関する ア
基準等の改善の推進

道路運送車両の保安基準の拡充・強化等
○平成11年6月の運輸技術審議会答申「安全と環境に配慮
した今後の自動車交通政策のあり方について」を踏ま
え、事故実態の把握・分析と対策の効果把握に基づく
効率的な安全対策の推進を図っている。具体的には、
以下の対策を実施した。
・大型トラックへのスピードリミッターの装備義務付
け（平成15年9月施行）
・歩行者頭部保護基準導入（平成16年4月公布。平成17
年9月施行）
・乗用車等の運転者の視界基準導入（平成15年7月公布。
平成17年1月施行）
・乗用車へのハイマウント・ストップ・ランプの装備
義務付け（平成14年7月公布。平成18年1月施行）
・大型後部突入防止装置の義務付け範囲拡大（平成 14
年 7 月公布。普通車は平成 17 年 9 月、小型車は平成
19 年 9 月施行）
・前面ガラス等への装飾板の装着規制導入（平成 16 年
12 月公布。平成 17 年１月施行）
（国土交通省）
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イ

先進安全自動車の開発，普及等
○第三期ＡＳＶ推進計画（平成 13 年度〜平成 17 年度）
を推進する検討会を設置し、先進安全技術について“運
転支援の考え方”を策定するなど実用化促進のための
取り組みやＡＳＶ技術の普及戦略を策定するなど普及
方策の検討を進めている。
（国土交通省）
○通信技術を活用したＡＳＶ技術について必要な仕様の
検討を行うなど開発の促進を図っている。
（国土交通省）

ウ

車両の安全性等に関する日本工業規格の整備
○日本工業規格として、ハード面から安全性に関わる規
格 5 件と共に、自動車と人間の接点部分の安全性に着
目した規格 10 件
①自動車の運転者アイレンジ
②乗用車の運転者の手操作の可能な範囲
③乗用車−手操作・計量・警報装置類の配置
④自動車−直接運転視界試験方法
⑤自動車−間接運転視界試験方法
⑥乗用車−ウインドシールドデフロスタ−デフロス
ト性能
⑦乗用車−ウインドシールドデフロスタ−デミスト
性能
⑧トラック，バス用ウインドシールドデフロスタの
デフロスト性能
⑨トラック，バス用ウインドシールドデフロスタの
デミスト性能
⑩自動車用ミラー
の整備を進めた。
（経済産業省）
○高度道路交通システム（ITS）分野では、我が国が主導
的に提案を行った前方車両追突警報システム(FVCWS)
などが、ISO 規格として発行された。
（経済産業省）
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②自動車アセスメント情

○平成 12 年から 15 年までに 79 車種の試験・評価を行い、

報の提供等

国内新車販売台数の約 8 割をカバーするに至っており、
衝突安全性能も向上してきている。平成 15 年度は試験
結果、評価結果等をまとめたパンフレットを 70 万部作
成し、自動車ユーザー等に無料で配布している。
（国土交通省）

③自動車の検査及び点検 ア
整備の充実

自動車の検査体制の充実
○中立的な立場で厳正かつ公正に検査を行うことを目的
に設立された自動車検査独立行政法人において、質の
高いサービスの提供等、検査体制の充実に努めている。
また、街頭検査体制の充実強化を図ることにより、不
正改造車両等整備不良車両の排除等を推進している。
（国土交通省）
○指定自動車整備事業制度の適正な運用・活用を図るた
め、事業者に対する指導監督を強化し、さらに、軽自
動車の検査については、その実施機関である軽自動車
検査協会において検査の効率化、検査体制の充実強化
を図っている。
（国土交通省）

イ

型式指定制度の充実
○装置型式指定制度の活用等により新型自動車の安全性
に係る審査体制を充実させた。
（国土交通省）
○装置型式指定制度の対象となる特定装置の種類は、制
度創設時（平成 10 年 11 月）の 22 品目から 46 品目に
拡大した（平成 16 年 8 月末現在）。
（国土交通省）

ウ

自動車点検整備の充実
○自動車使用者の保守管理意識を高揚し，点検整備の促
進を図るため，自動車点検整備推進運動を関係者の協
力の下に全国的に展開するなど，自動車使用者による
保守管理の徹底を強力に促進した。 12 ヶ月点検の実施
率は以下のとおり微増ではあるが、法定点検であるこ
とを考えると、現在の取り組みは不十分であり、より
一層強力に点検整備の促進を図ることが必要である。
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〔１２ヶ月点検実施率（乗用車・軽自動車）〕
１４年度：５２．３％→１５年度：５３．６％
（国土交通省）
○道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている
暴走族の不正改造車や過積載を目的とした不正改造車
等を排除し、自動車の安全運行を確保するため、関係機
関の支援及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車
を排除する運動」を全国的に展開し、広報活動の推進、
関係者への指導、街頭検査等を強化することにより、不
正改造防止について、自動車使用者及び自動車関係事業
者等の認識を高めた。なお、不正改造車を排除するため
に平成 14 年に道路運送車両法の改正を行い、不正改造
行為そのものの禁止を規定したところである。
（国土交通省）
④リコール制度の充実

○リコール制度の充実と強化を図るため新たに後付装置リ
コール制度を導入（平成 16 年 1 月）、また、自動車不具
合情報ホットラインシステム（フリーダイヤル、24 時間
受付等）を活用し、自動車使用者からの自動車不具合情
報の収集、分析の強化を図った。
（国土交通省）
○欠陥の疑いのある自動車による交通事故、車両火災を警
察が認知した場合において当該情報を国土交通省へ通報
する制度を確立した。
（警察庁）

⑤自転車の安全性の確保

○自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図る
ため、自転車利用者に対し定期的に自転車整備店におい
て定期整備を受ける気運を醸成するとともに、定期整備
の確保および自転車の正しい利用方法等の指導を目的と
した自転車安全制度の拡充を図り、あわせて、付帯保険
により被害者の救済に資することを目的とする TS マーク
の普及に努めている。平成 15 年末現在、保険金支払対象
事故の発生件数は、傷害保険 166 件、賠償責任保険 4 件
となっている。
（警察庁）
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（５）道路交通秩序の維持
①交通の指導取締りの強 ア
化等

一般道路における効果的な取締りの強化等
○重大事故に直結する悪質・危険性の高い違反及び地域
住民の取締要望の強い迷惑性の高い違反に重点を指向
した取締りを実施した。
【対策の効果】
交通死亡事故のうち、速度超過、信号無視、歩行者
妨害、一時不停止、無免許運転に起因するものが、平
成 12 年の 30.7%から平成 15 年は 27.7%に 3P 減少
各種飲酒運転対策の強力な推進により、交通死亡事
故のうち、飲酒運転に係るものの構成率が平成 12 年の
15.9%から 11.4%に 4.5P 減少
〔飲酒運転を伴う交通死亡事故の発生状況〕
平成 13.6
平成 14.6
平成 15.6
〜14.5
〜15.5
〜16.5
死亡事故
1,187 件
830 件
758 件
件数
前期間比
−
−30.0%
−8.7%
（警察庁）

イ

高速道路における指導取締りの強化
○交通事故に直結する著しい速度超過、飲酒運転、車間
距離不保持、通行帯違反等悪質・危険性、迷惑性の高
い違反を重点とした取締りを実施した。
（警察庁）
○平成 15 年度までに車種判別装置付自動速度違反取締装
置を 9 箇所に整備した。
（警察庁）
○平成 15 年度までに車間距離不保持違反取締装置 12 台
を整備した。
（警察庁）

ウ

科学的な指導取締りの推進
○交通事故と交通取締りの状況をマクロ・ミクロの両面
から分析するシステムの開発・導入を進めた。
（警察庁）
○科学技術の進歩に対応した研究開発に努め、科学的か
つ効率的な指導取締りを推進した。
（警察庁）
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②交通犯罪捜査及び交通 ○衝突実験に基づく事故解析等を内容とする交通事故鑑定
事故捜査体制の強化

専科を拡充し、交通捜査員の捜査能力の向上に努めた。
11 年度まで 24 人／年。12 年度から 84 人／年
13〜15 年度で 252 人に教養実施。
（警察庁）
○地方警察官の増員により、交通事故事件捜査員の体制の
充実に努めた。
（警察庁）
○12 年度から 15 年度末までに、事故多発交差点 724 交差点
に、交通事故自動記録装置を整備し、的確な交通捜査を
進めた。
〔交通事故自動記録装置の運用状況〕
14 年
15 年
録画件数
1,271 件
1,169 件
活用件数
427 件
516 件
（警察庁）

③暴走族対策の強化

ア

暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少
年の指導の充実
○暴走族対策関係８省庁により「暴走族追放気運の高揚」
「家庭、学校等における青少年の指導の充実」等を柱
とする暴走族対策の強化について申合せを行い、政府
一体となった総合的な暴走族対策を推進した。
（内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、
経済産業省、国土交通省、環境省）
○「暴走族根絶条例」等の制定促進を図った。
15 年度末現在、22 道府県、232 市町村
（警察庁）
○暴走族の実態等についての広報活動を積極的に進め
た。
（警察庁）
○少年問題等に関する学識経験者、有識者により構成さ
れる「暴走族加入防止等施策検討懇談会」からの提言
（１３年１１月）を受け、教育関係者、暴走族相談員、
保護司等と連携の上、中学校、高校において暴走族加
入阻止教室の開催や検挙した少年等の暴走族からの離
脱支援等を進めた。
（警察庁）
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○学校教育においては、生徒一人一人の能力、適性等に
応じた適切な教育が実施できるように学校・家庭・地
域社会の連携と適切な役割分担を進めていく中で、教
育課程の編成・実施について更に徹底するとともに、
交通安全教育担当教員等の研修（独立行政法人教員研
修センターで実施）の充実を図るなど生徒に対する交
通安全教育の一層の充実を図った。
（文部科学省）
イ

暴走行為をさせないための環境づくり
○道路外での暴走行為が発生している施設において、当
該施設管理者との連携により夜間使用禁止のための工
作物の設置や暴走族がい集する祭典において、当該祭
典管理者と連携した会場内立入規制など管理者対策を
進めた。
（警察庁）
○捜査体制の充実、資器材の整備等を行い、事前の暴走
情報の収集・分析、い集情報の早期把握により、暴走
行為の早期封圧や暴走族と群衆の隔離を図った。
（警察庁）

ウ

暴走族に対する指導取締りの強化
○暴走族に対し、あらゆる法令を適用した検挙・補導を
徹底するとともに、関係機関・団体と連携しながら、
離脱支援を推進した。
【対策の効果】
暴走族の検挙人員 H13

93,726 人

H14

85,888 人

H15

79,787 人

暴走族構成員数 H12 27,764 人 → H15 21,184 人
（−6,580 人 −23.7%）
い集・走行回数

H12

8,916 回

→ H15

（−2,677 回

6,239 回
−30.0%）

暴走族に関する 110 番通報件数
H12

148,570 件 → H15 106,159 人
（−42,411 回

−28.5%）
（警察庁）
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○道路交通法の改正により、共同危険行為等の禁止規定
について、罰則及び行政処分の強化（１４年６月施行）
並びに罰則対象となる集団暴走行為の範囲拡大（１６
年１１月施行）を行ったほか、騒音運転等に対する罰
則の新設及び消音器不備に対する罰則の強化（１６年
１１月施行）を行い、改正規定を適用した効果的な取
締りを行った。
（警察庁）
エ

暴走族関係事犯者の再犯防止
○保護観察所では、保護観察対象者の持つ固有の特性や
問題性に焦点を当て、それに対する効果的な処遇を実
施することを目的とする「類型別処遇」を実施してい
る。その類型の一つとして「暴走族」類型を設定し、
遵法精神のかん養、家庭環境の調整、交友関係の改善
指導、暴走族組織からの離脱指導等、再犯防止に重点
を置いた効果的な処遇の実施に努めている。なお、平
成 15 年末現在で保護観察に付されている者のうち、暴
走族関係事犯者として把握されている者は 5,421 人で
ある。
（法務省）
○家庭、学校、暴走族相談員、保護司等と連携して暴走
族構成員の離脱促進を推進するなど再犯の防止に努め
た。
（警察庁）
○暴走族構成員に対し金品を強要等する暴力団員に対
し、暴対法による中止命令、県条例による検挙等を行
い、暴走族の暴力団からの離脱を進めた。
（警察庁）

オ

車両の不正改造の防止
○整備不良車両運転の取締りに努めた。
（警察庁）
○改正道路運送車両法（１５年４月施行）を適用し不正
改造行為を検挙した。
（警察庁）
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（６）救助・救急体制等の整備
①救助・救急体制の整備

ア

救助体制の整備・拡充
○平成 16 年 4 月 1 日現在、救助業務実施市町村は 2,942
団体であり、全市町村に占める割合は 94.9％。平成 15
年中の救助出動の件数は、約 8 万 1 千件であり、うち
交通事故による出動件数は約 3 万 6 千件となっている。
（消防庁）

イ

救急現場及び搬送途上における応急処置等の充実
○63 施設の救命救急センターにおいて、74 台のドクター
カーを整備している（平成 15 年 3 月末現在）。
（厚生労働省）
○メディカルコントロールにかかる医師に対し、研修を
実施している。
（厚生労働省）
○救急救命士の業務拡大に係るメディカルコントロール
体制の充実強化について通知した。
（厚生労働省）
○平成 16 年 4 月 1 日現在、救急救命士を運用している消
防本部の割合は 98.9％、救急業務に従事している救急
救命士数は、13,505 人となっている。
（消防庁）
○救急救命士による処置については、平成 15 年 4 月から
医師の包括的指示下での除細動、平成 16 年 7 月から気
管挿管が実施され、平成 18 年 4 月を目途として薬剤投
与が実施されることとなっている。
（消防庁）
○平成 16 年 7 月から、非医療従事者である救急隊員も所
要の講習を修了した上で自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
を使用することができるようになった。
（消防庁）
○都道府県メディカルコントロール協議会については、
全ての都道府県で設置が完了している。
（消防庁）
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ウ

救急業務実施市町村の拡大
○平成 16 年 4 月 1 日現在、消防法上の救急業務を実施し
ている市町村は 3,048 であり、全市町村に占める割合
は 98.3％となっている。残りの町村についても、役場
による搬送業務を実施する等の体制を整備している。
（消防庁）
○平成 15 年中の救急出動の件数は、約 483 万件であり、
うち交通事故による出場件数は、約 66 万件となってい
る。
（消防庁）

エ

高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備
○平成 15 年中に消防機関が高速自動車国道において救急
業務を実施したのは、約 1 万件となっている。高速自
動車国道等における救急業務については、関係市町村
の役割が非常に大きいことから、さらに実施体制の整
備を促進していく必要がある。
（消防庁）

オ

集団救助・救急体制の整備
○大規模な交通事故に対して、当該事故発生場所を管轄
している消防本部では対応できない場合、当該消防本
部は迅速に隣接消防本部等へ応援を求め、同時に国へ
報告する体制をとっている。
（消防庁）

カ

救助・救急設備等の整備
○消防庁としては、高規格救急自動車、救助工作車等に
ついて、各種助成措置等の活用により、各消防本部に
おける整備を推進している。
（消防庁）
○平成 16 年 4 月 1 日現在、消防・防災ヘリコプターは 44
都道府県域に配備されている（平成 16 年度中に 1 県新
規配備予定）
。救急事案によるヘリコプターの出動件数
は増加傾向にあり、平成 15 年で 1 機当たり 30.7 件と
なっている。
（消防庁）
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○高速自動車国道のサービスエリア等において、平成 15
年度までに救急活動支援ヘリポートを 19 箇所整備し
た。
（国土交通省）
キ

救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実
○消防大学校、消防学校等において、救助隊員及び救急
隊員の教育訓練を実施している。なお、救急隊員のう
ち、救急救命士又は救急科修了者（旧救急標準課程又
は救急Ⅱ課程の修了者を含む。）の割合は 90.6％に達し
ている。
（消防庁）

ク

救急救命士の養成
○平成 15 年度までに、約 2 万 5 千人の救急救命士が養成
された。
・救急救命士養成所数（平成 15 年度）
救急救命士法第 34 条第 1 号施設

13 カ所

救急救命士法第 34 条第 2 号施設

3 カ所

救急救命士法第 34 条第 3 号施設

3 カ所

救急救命士法第 34 条第 4 号施設

12 カ所
（厚生労働省）

○救急救命士に対し、救急医療実地修練研修等を実施し
ている。
（厚生労働省）
○救急救命士養成所の専任教員に対し、講習会を実施し
ている。
（厚生労働省）
○救急救命士の業務拡大として、平成 16 年 7 月より気管
内チューブによる気道確保の実施に伴い、救急救命士学
校養成所指定規則（平成 3 年文部省・厚生省令第 2 号）
に定める教育内容を改正し、教育内容の充実を行った。
（厚生労働省）
○「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」報告を
踏まえ、救急救命士の業務拡大について、平成 15 年 4
月より医師の具体的指示なしで除細動の実施、平成 16
年 7 月より気管内チューブによる気道確保を実施した。
（厚生労働省）
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○救急救命士は、救急振興財団等において、年間約 1,400
人養成。平成 16 年 4 月 1 日現在、救急救命士を運用し
ている消防本部の割合は 98.9％、救急業務に従事して
いる救急救命士数は、13,505 人である。
（消防庁）
ケ

応急手当の普及
○平成 13 年 5 月、日本救急医療財団心肺蘇生法委員会に
おいて救急蘇生法の国内統一指針が示された。
（厚生労働省）
○平成 14 年 3 月、応急救護処置マニュアル検討委員会を
設置し、交通事故現場における一般市民への応急救護
処置普及を目的に「交通事故現場における応急救護処
置マニュアルに関する報告書」を作成した。
・平成 15 年 2 月、同マニュアルの普及を図るため、応
急救護処置教育用ビデオ「命のバトンタッチ！〜交通
事故現場での応急救護処置〜」を作成した。
・平成 16 年 4 月、同ビデオの一般頒布体制を整備した。
（警察庁）
○交通事故現場における応急救護処置の普及の在り方等
に関する調査研究を実施した（Ｈ13、Ｈ14、Ｈ15）。
（警察庁）
○平成 16 年 4 月、調査研究の成果を基に、国土交通省と
警察庁が連携して、バス・タクシー乗務員に対する応
急救護処置教育の推進を図るよう関係業界に要請する
とともに、各地方運輸局、各都道府県警察に対し通達
を発出した。
（警察庁、国土交通省）
○大型二種、普通二種免許を受けようとする者に対し、
応急救護処置講習を義務付けた。
（警察庁）
○「非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
の使用のあり方検討会」報告を踏まえ、平成 16 年 7 月
より非医療従事者によるＡＥＤ使用の取扱について取
りまとめ、講習の実施及び国民への理解の促進につい
て通知した。
（厚生労働省）
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○平成 16 年 9 月 5 日〜11 日までを救急医療週間と定め、
9 月 9 日「救急の日」のイベントとして、自動体外式除
細動器の使用も含めた救急蘇生法の実演、パンフレッ
ト等の配布、救急資材の展示等を通じて一般市民に対
する広報啓発活動を行った。
（厚生労働省、消防庁）
○児童生徒の交通事故等に対応できるよう、教員等を対
象とした心肺蘇生法の技能を修得するための研修等
を実施した。
（文部科学省）
○消防機関は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を
実施しており、平成 15 年には、過去最高の 1,144 千人
が救命講習を受講した。なお、現場における一般市民
による心肺停止傷病者への応急手当実施率は、30.8％
となっている。
（消防庁）
コ

緊急通報システムの拡充
○交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期救
出及び事故処理の迅速化のため，新交通管理システ
ム（UTMS）の構想等に基づき，衛星を利用した位置
測定を行う GPS 技術を活用することにより，自動車
乗車中の事故発生時等に携帯電話等を通じてその発
生場所等の情報を即時かつ正確に緊急通報し，救命
率の向上等を図る緊急通報システム（HELP）の普及
を図った。
（警察庁）
○緊急車両が現場に到着するまでのリスポンスタイム
の縮減及び緊急走行時の交通事故防止のため，経路
誘導情報の提供及び緊急車両優先の信号制御を行う
現場急行支援システム（FAST）の整備を図った。
（警察庁）

②救急医療体制の整備

ア

救急医療機関等の整備
○初期救急医療体制；全国 509 箇所の休日夜間急患セン
ター及び全国 686 地区の在宅当番医制の整備（平成 15
年 3 月末現在）。
（厚生労働省）
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○二次救急医療体制；全国 399 地区の病院群輪番制病院
及び全国 11 地区の共同利用型病院の整備（平成 16 年 3
月末現在）。
（厚生労働省）
○三次救急医療体制；全国 170 箇所の救命救急センター
及び全国 2 箇所の新型救命救急センターの整備（平成
16 年 8 月 1 日現在）。
（厚生労働省）
○全国 42 箇所の救急医療情報センターの整備（平成 16
年 3 月末現在）。
（厚生労働省）
イ

救急医療担当医師・看護婦等の養成等
○新医師臨床研修制度に基づき、救急部門を含むすべて
の分野を履修するローテート研修を必修にした。
（厚生労働省）
○医師、看護師等に対し、救急医療業務実地修練を実施
した。

（厚生労働省）

○成人看護学の臨地実習において、救急医療に関する実
習を行っている養成所数は把握していない。
（厚生労働省）
○保健師・助産師・看護師国家試験出題基準を平成 15 年
に改定し、成人看護学の中に「救急救命時の看護」を独
立した項目として設置し、平成 16 年試験より適用した。
（厚生労働省）
○保健師等に対し、救急蘇生法指導者講習会を実施し
（厚生労働省）
ウ

ドクターヘリ事業の推進
○全国７県８箇所において、ドクターヘリを整備してい
る（平成 16 年 8 月 1 日現在）。
（厚生労働省）

③救急関係機関の協力関 ○63 施設の救命救急センターにおいて、74 台のドクターカ
係の確保等

ーの整備している（平成 15 年 3 月末現在）。
（厚生労働省）
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（７）損害賠償の適正化と被害者対策の推進
①自動車損害賠償保障制 ア
度の充実等

自動車損害賠償責任保険（共済）の充実
○平成 14 年 4 月に施行された改正自動車損害賠償保障法
により、支払基準の法定化、一定の重要事案について
の国による審査、交通事故被害者等に対する情報提供
義務等、自賠責保険（共済）金の支払の適正化を図っ
た。また、後遺障害者に対する保険金限度額の引上げ
を行った（3 千万円→4 千万円）。
（国土交通省）
○交通事故に係る医療費支払の適正化を図るため、日本
医師会、日本損害保険協会及び損害保険料率算出機構
間で中央レベルにおいて「診療報酬基準案」の基本的
合意が行われ、各都道府県に関係者をメンバーとする
協議会を設置し、その普及・浸透の推進を図った（平
成 12 年度末 39 都道府県→現在 45 都道府県）。
（国土交通省）

イ

政府の自動車損害賠償保障事業の充実
○平成 14 年 4 月に自賠責保険（自賠責共済）に準じた政
府の自動車損害賠償保障事業のてん補基準を見直し、
被害者に対しより手厚い救済を図った。また、後遺障
害者に対するてん補金限度額の引上げを行った（3 千万

円→4 千万円）。
〔自動車損害賠償保障事業の平成 13 年度以降の支払実績〕
死
亡
傷
害
計
数 総支払額
数 総支払額 人
人
数 総支払額 人
(単位：人) (単位:百万円) (単位：人) (単位:百万円) (単位：人) (単位:百万円)

13 年度

９５ ２，０６１ ４，０７０ ２，０７９ ４，１６５ ４，１４０

14 年度

１３１ ２，８１４ ３，５５２ ２，１７２ ３，６８３ ４，９８６

15 年度

１２２ ２，５３７ ４，１５０ ２，５４９ ４，２７２ ５，０８６

（国土交通省）
ウ

無保険（無共済）車両対策の徹底
○自賠責保険の期限切れ等に対する注意喚起を図るため
の広報活動を積極的に実施している（毎年 9 月）。
・ポスター
13 年度 11 万枚、14 年度 11 万枚、15 年度 13 万枚
・リーフレット
13 年度 6 万枚、14 年度 8 万枚、15 年度 80 万枚
（国土交通省）
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○街頭における指導取締りを一定水準で継続的に実施す
ることにより無保険（無共済）車両の運行の防止の徹
底を図った。
・各運輸支局の職員が警察と協力しながら行う街頭取
締り
13 年度 449 回、14 年度 389 回、15 年度 401 回
・地方運輸局長等が委嘱する指導員による監視活動
13 年度 3,815 回、14 年度 3,500 回、15 年度 3,085 回
（警察庁、国土交通省）
エ

任意の自動車保険（自動車共済）の充実等
○自賠責保険（自賠責共済）と共に重要な役割を果たし
ている任意の自動車保険（自動車共済）は、自由競争
の下、補償範囲や金額、サービスの内容も多様化して
きており、交通事故被害者の救済のために大きな役割
を果たしている。
（金融庁）

②損害賠償の請求につい ア
ての援助等

地方公共団体の設置する交通事故相談所の活動の強化
○交通事故被害者救済対策の一環として、地方公共団体
が設置する交通事故相談所の活動の充実強化を図るた
め、都道府県及び政令指定都市を対象に交通事故相談
所の設置・運営に必要な経費の一部を交付するととも
に、これらの交通事故相談所の業務と各種関係機関が
行っている交通事故被害者救済対策との連携の強化に
努める。
（内閣府）
○交通事故相談員の資質の向上を図るため、
「交通事故相
談員中央研修会（初任者コース）」を引き続き実施する
とともに、指導的相談員の育成を目的とした事例研究
会の開催及び相談員の自己研鑽のための情報提供を行
う。
（内閣府）
○平成 16 年度から、交通事故相談員支援事業を新たに創
設し、弁護士等の専門的かつ豊富な知識を有する者か
ら現場で直接アドバイスを受けられる体制を整えるこ
とにより、複雑、難解な事故相談を的確かつ迅速に対
処していくことを目指すこととしている。
（内閣府）
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○さらに、損害賠償の適正化を図るため、交通事故相談
所制度についてホームページによる所在地、電話番号
の紹介をする等積極的な広報活動を進めるとともに、
広く地域住民が相談の機会を得られるよう同制度の周
知について各ブロック別主管課長会議等を利用し地方
公共団体への助言に努める。
（内閣府）
イ

損害賠償請求の援助活動等の強化
○法務局及び地方法務局並びにその支局さらに、人権擁
護委員による人権相談活動の一環として、交通事故に
関する相談を実施している。
（法務省）
○交通事故の被害者を含め民事紛争の当事者が資力に乏
しい場合であっても、民事裁判等において自己の権利
を実現することができるよう、法律相談を実施したり、
訴訟代理費用（弁護士費用）の立替えを行う民事法律
扶助事業を実施している。
（法務省）
○（財）日弁連交通事故相談センターにおける交通事故
の損害賠償請求についての相談及び援助に関する業務
の充実を図った。
・自動車事故相談所を 12 か所新設（平成 12 年度末 128
カ所→現在 140 カ所）するとともに同相談所のうち、
示談あっ旋相談にも対応した相談所を 4 か所新設し
た（平成 12 年度末 24 カ所→現在 28 カ所）。
・高次脳機能障害相談業務を平成 13 年度から開始した
（現在５カ所）。
（国土交通省）

③交通事故被害者対策の ア
充実強化

自動車事故被害者等に対する援助措置の充実
○政府再保険廃止時の累積運用益の一部を基金として行
っている被害者救済対策事業等については、各事業の
内容の見直しを図りつつ、社会的必要性の高い事業の
充実を図った。
・自動車事故対策費補助金の整理合理化の状況
平成 13 年度以降補助事業７件廃止
追加した。
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新規事業１件を

・（独）自動車事故対策機構が行う交通遺児等に対する
生活資金貸付け、交通遺児育成基金の行う交通遺児
育成のための基金事業及び都道府県の行う高等学校
交通遺児授業料減免事業等に対して援助を行った。
事故対機構が行う交通遺児等に対する生活資金貸
付け援助実績
13 年度 585,932 千円 14 年度 505,443 千円
15 年度 434,114 千円
交通遺児育成基金事業への援助実績
13 年度 145,803 千円 14 年度 142,810 千円
15 年度 137,785 千円
高等学校交通遺児授業料減免事業援助実績
13 年度 66,898 千円 14 年度 64,969 千円
15 年度 63,450 千円
・（独）自動車事故対策機構による重度後遺障害者に対
する介護料の支給対象者を拡大した（平成 13 年 7
月）。
常時要介護者及び随時要介護者へ支給対象を拡大
した。
損傷部位に胸腹部臓器を追加した。
短期入院費用の助成を開始した。
・（独）自動車事故対策機構による重度後遺障害者の治
療・看護を専門に行う施設の設置・運営に対する援
助措置の充実を行った。
千葉・東北・岡山に加え、中部療護センター（50
床）を開業した（平成 13 年 7 月）。
東北療護センターを 20 床増床した（平成 14 年 4 月）。
（国土交通省）
イ

交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進
○検察庁において被害者その他の刑事事件関係者に対
し、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果等を
通知する被害者等通知制度を実施している。
〔実施状況〕
１４年
１５年
通知者数

76,691 名

76,087 名

通知件数

79,927 件

79,454 件
（法務省）
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○交通事故の被害者から加害者の行政処分に係る意見の
聴取等の期日や行政処分結果について問い合わせがあ
った場合は、適切な情報の提供を図っている。
（警察庁）
○交通事故被害者の手引きの活用及び被害者連絡制度の
充実を進めた。
（警察庁）
○交通事故被害者救済対策の一環として、地方公共団体
が設置する交通事故相談所の活動の充実強化を図るた
め、都道府県及び政令指定都市を対象に交通事故相談
所の設置・運営に必要な経費の一部を交付している。
（内閣府）
○平成 16 年度から、交通事故相談員支援事業を新たに創
設し、弁護士等の専門的かつ豊富な知識を有する者か
ら現場で直接アドバイスを受けられる体制を整えるこ
とにより、複雑、難解な事故相談を的確かつ迅速に対
処していくことを目指している。
（内閣府）
○損害賠償の適正化を図るため、交通事故相談所制度に
ついてホームページによる所在地、電話番号の紹介を
する等積極的な広報活動を進めるとともに、広く地域
住民が相談の機会を得られるよう同制度の周知につい
て各ブロック別主管課長会議等を利用し地方公共団体
への助言を行っている。
（内閣府）
○財団法人交通事故紛争処理センターに対する業務指導
を引き続き行うことにより被害者救済体制の充実を図
るとともに、被害者の救済及び保護を推進する立場か
ら関係機関の相互連携を緊密に推進している。
（内閣府）
○国民が互いに支え合う、安全で安心できる交通社会を
形成することを目的として、①支援担当者用のテキス
トの作成、②被害者の精神的回復を目的とした自助グ
ループの立ち上げ支援及びネットワークの検討、③海
外の先進的地域研修への専門家の派遣を実施してい
る。
（内閣府）
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（８）科学技術の振興等
①道路交通の安全に関す ア
る研究開発の推進

高度道路交通システムに関する研究開発の推進
○道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）について、サ
ービスエリアの拡大、道路交通情報提供の内容の充実
を推進すると共に、3 メディア対応型ＶＩＣＳ車載機の
導入・普及促進を図った。
（警察庁、総務省、国土交通省）
○交通管理の最適化
平成１４年度から３ヶ年計画で環境対応型交通管理プ
ロジェクトを推進中であり、交通公害が激甚である東
京都大田区と神奈川県川崎市の都県境エリアをモデル
地域として環境負荷を軽減するための新たな信号制
御、交通情報提供等の交通管理手法を取りまとめるこ
ととしている。
（警察庁）
○歩行者等の支援
平成１５年度から２ヶ年計画で、交差点において視覚
障害者、高齢者等の道路横断時における安全性の向上
を図る観点から、利用人数に応じたきめ細かな信号制
御を可能とするセンサ方式の仕様及び点字ブロック模
様の突起物を横断歩道に設置した視覚障害者用横断帯
の構造基準に関して取りまとめることとしている。
（警察庁）
○秩序ある駐車の推進
平成１４年度から３ヶ年計画で、高度違法駐車抑止シ
ステムに関する調査研究を推進中であり、近年飛躍的
に進歩したデジタルカメラの画像処理技術を活用し、
路上の違法駐車車両の検出から違反立証に必要な一連
の作業を自動的に処理する手法を取りまとめることと
している。
（警察庁）
○走行支援道路システム（ＡＨＳ）について、2001 年度
より、実道での検証を含む実証実験を実施。2003 年 10
月より首都高速道路において実験を実施し、2004 年 4
月には車路車の情報通信を活用したシステムの公開デ
モを実施した。
（国土交通省）
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○第三期ＡＳＶ推進計画（平成 13 年度〜平成 17 年度）
を推進する検討会を設置し、通信技術を活用したＡＳ
Ｖ技術について必要な仕様の検討を行うなど開発の推
進を図っている。
（国土交通省）
○ＥＴＣ（Electronic Toll Collection System ノンス
トップ料金自動支払いシステム）方式を汎用化したＤ
ＳＲＣ（Dedicated Short Range Communications

狭

域通信）システムについて、平成 13 年 4 月 17 日に無
線局の技術基準を整備した。
（総務省）
○ＤＳＲＣを活用したモデルシステムを構築し、有効性
評価および、相互接続性を確保することを目的とした
相互接続実験を実施することにより、ＩＴＳの導入が
容易となるような環境整備を図った。
（総務省）
イ

交通行動特性等に関する研究の推進
○高齢者の交通行動等に関する研究の推進
無信号交差点における高齢運転者の事故防止対策をよ
り効果的に実施するため、無信号交差点を通過する際
の高齢運転者の一時停止行動、安全確認行動等に影響
する要因について研究した。
（警察庁）
○歩行者の行動特性を踏まえた交通安全に関する研究の
推進
信号交差点横断歩道における事故防止対策として、
歩行者と右左折車両との事故に関する統計分析を行う
とともに、現場調査を実施した。
視覚障害者の安全性を向上させるための信号制御を
可能とするため、視覚障害者が道路を横断する時の歩
行速度、歩行経路、信号遵守率等について研究した。
（警察庁）
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ウ

安全運転の確保に関する研究の推進
○交通安全関係資機材の開発
効率的な運転者特性（技能、態度、意識）の評価によ
り、運転者教育の効果を上げるため、運転シミュレー
タを利用して運転態度を評価する検査方法について研
究した。
（警察庁）
○運転免許証のICカード化に関する研究開発の推進
平成 13 年の道路交通法改正により、免許証の記載事項
の一部を電磁的方法により記録できることとされたこ
とに伴い、運転免許証の IC カード化に関する研究開発
を推進した。
（警察庁）
○ナンバープレートのＩＣ化に関する研究開発の推進
現行ナンバープレートの情報及び自動車登録ファイル
に記載されている車両の諸元情報をナンバープレート
上のＩＣチップに記録した電子ナンバープレート（ス
マートプレート）の技術を確立するため、検討調査委
員会を設置し実証実験等に取り組んでいる。

【実施した実証実験等】
・スマートプレートの基礎試験評価（平成 13 年度）
・東京都駐車場公社でのフィールド実験
・苫小牧フェリーターミナルでのフィールド実験
（平成 14 年度）
・成田空港駐車場でのフィールド実験
・名古屋市長者町でのフィールド実験（平成 15 年度）
（国土交通省）
エ

車両の安全に関する研究の推進
○交通事故を未然に防ぐための予防安全技術の研究とし
て、平成 15 年度から、ブレーキアシスト（急ブレーキ
時の制動力を自動的に補助する装置）の基準化に向け
た研究等を実施している。
（国土交通省）
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○事故が発生した場合における被害軽減技術に関して実
施した又は実施中の主な研究は次のとおりである。
・オフセット前面衝突時の乗員保護性能に係る研究
（平成 13 年度〜平成 15 年度）
・側面衝突時の乗員保護性能向上に関する研究
（平成 13 年度〜）
・歩行者保護基準に関する研究

（平成 13 年度〜）

・重量の異なる乗用車同士の衝突安全性向上のための
車体構造に関する研究

（平成 14 年度〜）
（国土交通省）

オ

その他の研究の推進
○道路交通安全の基本政策等に関する調査研究
次期交通安全基本計画の更なる充実を図るため、交通
事故の現状を踏まえた道路交通の安全対策に関する理
念を検討するとともに、現行交通安全基本計画の政策
評価を行った。
（内閣府）
○交通事故による経済的損失に関する調査研究
国民の交通安全に対する理解を深めるとともに、より
効果的な交通安全対策の立案に資するため、道路交通
事故の経済的側面に関する各種統計データを収集・分
析し、道路交通事故による被害・損失を明らかにする
調査研究を行った。
（内閣府）
○交通弱者及び交通事故被害者の視点に立った交通安全
対策の推進に関する調査研究
交通弱者及び交通事故被害者の視点に立った交通安全
対策の効率的な推進を図るため、民事判決を素材とす
る事故事例分析を行うとともに、弁護士に対するアン
ケート調査を行った。
（内閣府）
○交通事故の長期予測に関する調査研究
次期交通安全基本計画の更なる充実を図るため、将来
の交通事故状況の予測等を実施した。
（内閣府）
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②道路交通事故原因の総 ○交通事故総合分析センターによる事故分析
合 的 な 調 査研 究 の 充 実
強化

・マクロデータベースの構築
道路交通法の交通事故調査分析センターの指定を受け
ている（財）交通事故総合分析センター（以下、
「分析
センター」という。）は、警察庁の保有する交通事故統
計データ、運転者管理データ、国土交通省の保有する
自動車登録データ、道路交通センサスデータ等を統合
した交通事故統合データベースの構築を推進した。
・ミクロ調査の実施
分析センターでは、茨城県つくば地区等で実際に発生
した個別の交通事故を対象に現地調査を行い、詳細な
事故分析を行った。
〔ミクロ調査を行った事故件数〕
１３年
１４年
283 件
306 件

１５年
301 件

・調査研究の実施
分析センターでは、交通事故実態に即した調査研究テ
ーマを設定するとともに、交通事故統合データベース
やミクロ調査から得られたデータ等を活用した多角的
な調査研究を行った。
〔自主研究・受託研究の件数〕
１３年度
１４年度
１５年度
自主研究
17 件
38 件
22 件
受託研究
111 件
156 件
120 件
（警察庁、国土交通省）
○科学的アプローチによる交通事故の総合的調査研
・交通事故調査分析に必要な手法・ノウハウ・体制等
を確立、事故調査分析からその成果に基づく防止対策
の実施、防止対策の効果測定に至るプロセスの一体的
な推進等を目的とし、警察庁及び複数の都道府県警察
に心理学・工学等の専門家を含む検討会を立ち上げ、
平成 14 年度から 3 か年計画で「総合的・科学的交通
事故調査分析モデル事業」を行っている。
（警察庁）
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○交通事故調査・分析に係る情報の提供
・機関誌の発行
分析センターでは、分析研究の成果を分かりやすく
解説した機関誌「イタルダ・インフォメーション」
を作成し、関係機関・団体をはじめ全市町村に配布
した。（平成１３年度〜平成１５年度

各６回発行）

・ホームページの活用
インターネット上での交通事故関連データの提供を
行った。平成１４年度からは「交通安全マップ」の
運用を開始した。
〔交通安全マップのサイトへの訪問数〕
１３年度
１４年度
１５年度
訪問数
255,829 件 254,361 件
・研究発表会の開催
分析センターでは、各種調査研究の成果を交通安全
対策の実施に活用してもらうことを目的とし、関係
機関・団体、報道機関等約３５０人の参加を得て、
発表会を開催した。
（警察庁、国土交通省）
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５

まとめ

（１）第７次交通安全基本計画の評価
まず、死者数についてみると、計画期間の２年度目において「年間の２４時間死者
数を８，４６６人以下とする」という目標を達成することができたほか、「交通戦争」
と呼ばれた当時の１万６，７６５人（昭和４５年）という死者数を半減するに至った
役割の一翼を担った点において、効果的なものであったと認められる。
その際、個々の交通安全諸施策の評価としては、厳密には、個々の施策のアウトカ
ムを切り出して評価することはできないため何とも言えないのであるが、交通事故死
者数等のアウトカムの内容を分析した結果、次のように推測できるのではないかと考
えられる。
一つは、飲酒運転の厳罰化等悪質・危険運転者対策が効果的であったということで
ある。死亡・重大事故につながりやすい飲酒運転による死亡事故をみると、６月から
１２月までが月平均−７．１件にとどまるのに対して、施行前と比較した１月から５
月までが月平均−３３．４件となっていることから、飲酒運転の厳罰化等悪質・危険
運転者対策を一つの柱として平成１４年６月に施行された改正道路交通法令の効果が
大きかったものと推測される。
勿論、改正道路交通法の効果のみならず、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、救助・救急体
制等の整備等の諸対策も効果を発揮したことは言うまでもない。
もう一つは、高齢者の死者数の減少という効果はみられるものの、全死者数に占め
る高齢者の割合や高齢者が第一当事者（原付以上運転者）となる事故件数が増加して
いることから考えて、高齢者交通安全対策が未だ十分ではないと推測される。もっと
も、交通安全の施策が効果を発現するには時間がかかるため、今後とも、交通対策本
部決定「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」
に基づく諸対策をより一層推進することが重要であると思われる。
次に、交通事故発生件数や死傷者数についてみると、死者数のようには減少してお
らず、残念ながら「自動車保有台数当たりの死傷者数を可能な限り減少させる」とい
う目標を達成できたとは、必ずしも言い難い状況にある。今後、交通事故そのものを
防ぐ施策についての更なる検討が必要であると考えられる。
（２）今後の政策評価の方向性
交通安全の分野では、単一の対策のみが講じられていることは稀であって、交通事
故の発生や被害を効果評価の指標とする場合には、通常は、複数の対策の効果が複合
的に発揮され結果に現れているものと考えることが必要である。仮に、他の条件が一
定で、ある対策のみが新規に講じられたか、あるいは従来から講じられている対策の
質・量に大きな改善・追加が行われたというような状況があれば、当該対策のみに係
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る効果の評価も可能であろうが、一般にこのようなケースは極めて限られている。し
たがって、個々の対策の効果評価を試みたとしても、他の対策と相まって複合的に現
れている効果を切り離して評価することができないのであれば、個々の対策の効果評
価の精度や正確性には問題や限界があることになる。
また、そもそも交通安全施策の中には、安全教育や交通安全運動のように数量化に
なじまない場合があるほか、およそあらゆる施策の効果は、長期間にわたって発現す
るものであり、費用便益分析を行うための費用や効果を切り出すのは困難であるとい
う問題もある。
さらには、交通安全以外をも目的とする施策、例えば、救急救助や緊急医療は、交
通事故のみを対象とするものではなく、凶悪犯罪や災害等もその対象としており、か
かる施策について、交通事故防止効果のみをもって、当該施策の効果を議論するのは
妥当ではないという問題がある。
しかしながら、このような問題点を踏まえた上で、今後とも、可能な限り政策評価
手法の充実を図るとともに、毎年の予算要求に自らの政策の評価結果を反映させるな
どマネジメントサイクルの充実強化を行うことが重要であると考える。
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第２章

鉄軌道交通

１ 第７次交通安全基本計画の評価
（１）鉄軌道交通環境の整備
① 線路施設等の点検と整 ○軌道、路盤等の施設の保守及び強化並びに土砂崩壊、落
備

石、雪崩等による施設の被害を防止するための線路防護
施設の整備を促進している。
（国土交通省）
○トンネルコンクリート剥落事故の再発防止対策として策
定（平成 12 年 2 月）された「トンネル保守管理マニュア
ル」に基づく、適切な保守管理の徹底及び営団日比谷線
中目黒駅構内列車脱線衝突事故に関する調査報告書（平
成 12 年 10 月）を踏まえた脱線を防止する上で有効とさ
れる「軌道の平面性」の管理等の徹底については、全鉄
軌道事業者にそれぞれ通達を発出するとともに、平成 14
年 3 月には鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の
解釈基準により基準化し、管理の徹底を図った。
（国土交通省）
○交通バリアフリー法に基づき、鉄道駅等におけるバリア
フリー化を推進する。
・１日当たりの平均利用者数が 5,000 人以上の鉄軌道駅
のうち、段差が解消されているものの割合
12 年度末

15 年度末

対象駅数

2,775

2,735

段差解消駅数

795

1,200

段差解消駅の割合

29%

44%
（国土交通省）

○プラットホームからの転落事故防止対策としては、非常
停止押しボタン又は転落検知マットの整備、プラットホ
ーム下の待避スペースの確保など適切な安全対策の推進
を図っている。
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・ホームにおける安全対策の整備状況
12 年度末
対象駅数

15 年度末

2,077

2,075

489

1,371

1,240

1,945

非 常停 止押し ボ タン
又 は転 落検知 マ ット
の整備
待 避ス ペース の 確保
又はステップの整備

※対象駅は、列車の速度が高く、かつ、一時間あたりの
運転本数の多いプラットホームを有し、計画的に整備
を進めることとされた駅である。
（国土交通省）
②運転保安設備の整備

○列車運行の高速化、高密度化に対応し、列車運行の安全
確保を図るため、列車集中制御装置（CTC）の整備を促
進するとともに、既設の自動列車停止装置（ATS）の高機
能化等の運転保安設備の整備・充実を図っている。また、
事故・地震発生等の緊急時において必要な情報を迅速に
伝達し、乗務員が適切に対応できるよう列車無線等の通
信装置の整備を促進している。さらに、列車同士の正面
衝突事故を防止するため、地方中小鉄道の ATS 未設置路
線に対して誤出発防止機能を有する ATS の整備を強力に
推進している。
・地方中小鉄道における誤出発防止機能を有する ATS 設
置率
12 年度末

14 年度末

92.6%

96.1%

※「誤出発防止機能を有するＡＴＳ設置率」とは、地
方中小鉄道事業者の営業キロ（km）に対する誤出発
防止機能を有するＡＴＳ設置キロ（km）の割合。
（た
だし、タブレット等により誤出発防止等の安全の確
保を行っている路線を除く。）
（国土交通省）
③鉄道構造物の耐震性の ○ 新設する構造物に鉄道構造物等設計基準（耐震設計）
（平
強化

成 10 年 12 月）を適用したことにより、構造物の耐震性
能の向上を図った。
（国土交通省）
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（２）鉄軌道の安全な運行の確保
①乗務員及び保安要員の ○乗務員、保安要員等の適性の確保を図るため、適性検査
教 育 の 充 実及 び 資 質 の

を定期的に実施するよう指導している。

向上

（国土交通省）
○動力車操縦者の資質の確保のため動力車操縦者運転免許
試験を適性に毎年 2 回実施している。
（国土交通省）

②列車の運行及び乗務員 ○列車の運行状況を的確に把握し、輸送障害等の異常時に
等の管理の改善

際して、鉄軌道事業者が迅速かつ適切な措置を講ずるこ
とができるよう運行管理体制の充実を指導している。ま
た、乗務員等がその職務を十分に果たし、安全運転を確
保できるよう職場における安全管理の改善について指導
している。
（国土交通省）
○（財）鉄道総合技術研究所に委託し「鉄道係員に関する
安全指針整備のための調査研究」を行っており、人的側
面に起因する運転事故を防止するための指針について検
討を行っている。
（国土交通省）

③鉄軌道交通の安全に関 ○鉄軌道事業者は、学校、沿線住民、道路運送事業者等に
する知識の普及

対し、毎年春と秋の全国交通安全運動の機会等をとらえ
て、ポスターの掲示、チラシ類の配付等による踏切事故
防止キャンペーンを実施することにより、踏切道の安全
通行や鉄軌道事故防止に関する知識の普及及び高揚を図
っている。
（国土交通省）

④鉄軌道事業者に対する ○従前までの定期的な保安監査のほか、事故の発生状況等
保安監査等の実施

に応じて機動的、重点的に監査を実施している。
（国土交通省）
○重大な事故等が発生した際、必要に応じ保安監査を実施
し、事故等の原因、鉄軌道事業者に内在する事故等の要
因を明らかにしたうえで、所要の指導を行った。
（国土交通省）
○保安連絡会議を実施し、事故等の情報の提供、意見交換
や事故等再発防止対策の検討を行っている。
（国土交通省）
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⑤気象情報等の充実

○鉄軌道事業者は、気象や地震に関する観測施設を整備・
維持し、また、機能の高度化を図るとともに、輸送に影
響を及ぼす自然現象について的確な実況監視を行い、迅
速かつ的確に予報・警報等を伝達して、事故の防止及び
被害の軽減に努めている。
（国土交通省）
○平成 15 年 6 月から、72 時間強度予報、台風の暴風域に入
る確率の高度化、1 時間後の位置情報の提供を開始した。
（気象庁）
○平成 13 年 7 月の水防法の改正を受け、平成 14 年 5 月か
ら気象庁と都道府県とが共同して行う指定河川洪水予報
を開始した。
（気象庁）
○きめ細かな防災気象情報の発表のため、全都道府県にお
いて注意報警報の発表区域の設定・見直しを実施した。
（気象庁）
○ひまわり 5 号の後継機となる運輸多目的衛星新 1 号及び 2
号の製作を行うとともに、気象レーダーを 5 ヶ所、地上
気象観測装置を 26 ヶ所更新した。
（気象庁）
○平成 15 年 6 月に国土交通省内関係部局の防災情報を一元
的に収集し提供するため防災情報提供センターを開設し
た（運営主体は気象庁）
。
（国土交通省、気象庁）
○地震防災対策特別措置法の趣旨に沿い関係機関からの地
震観測データ収集体制を強化し、これを活用することに
よって地震防災情報等の質的向上を図った。
（気象庁）
○平成 16 年 2 月から震源近傍で地震波を早期に捉え、大き
な揺れが到達する前にその情報を伝達する「緊急地震速
報」の実用化を図るため、80 のナウキャスト地震計を整
備するとともに、約 50 の関係機関を対象に緊急地震速報
の試験的な提供を開始した。
（気象庁）

- 105 -

○平成 16 年 3 月から地震発生後の効果的な応急対策の実施
に資するよう震度を面的に表示した「推計震度分布図」
の提供を開始した。
（気象庁）
○平成 14 年 3 月から、火山活動の異常の早期の検知、火山
情報の迅速な発表及びよりわかり易い火山活動状況の解
説を行うため、火山監視・情報センターの運用を開始し
た。
（気象庁）
○平成 15 年 11 月より 5 火山について火山活動度レベルを
付加した火山情報の提供を開始した。
（気象庁）
○検潮所 16 か所に精密型水位計を整備した。
（気象庁）
○平成 13 年度から平成 16 年度にかけて、高潮予測の精度
を向上した高潮モデルの運用および予測範囲の拡充等を
実施した。
（気象庁）

（３）鉄軌道車両の安全性の確保
①鉄軌道車両の構造・装置 ○新技術の導入に際し障害とならず、線区の個別事情への
に 関 す る 保安 上 の 技 術

対応を可能とするため、保安上の技術基準を性能規定化

基準の改善

するとともに、当該技術基準への適合性についての技術
的判断の際の指標とするため、具体化、数値化して明示
した「解釈基準」を策定した。（平成 13・14 年）
（国土交通省）
○磁気誘導式鉄道（IMTS）の技術基準を策定した。（平成 15
年）
（国土交通省）
○急曲線における低速走行時の脱線防止対策として、検討
会報告において有効とされた静止輪重の管理を義務付け
た。（平成 14・16 年）
（国土交通省）
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②鉄軌道車両の検査の充 ○保安監査等において、鉄軌道事業者に対し車両の故障発
実

生状況を踏まえ対応状況を指導するとともに、新技術を
取り入れた検修体制の確立及び教育訓練の充実を指導し
ている。
（国土交通省）
○営団地下鉄日比谷線の脱線防止対策について調査報告書
を踏まえた対策を実施するよう指導し、９割方完了が報
告されている。
（国土交通省）

（４）救助・救急体制の整備
○鉄軌道の重大事故等の発生に対して、避難誘導、救急・
救助活動を迅速かつ的確に行うため、主要駅における防
災訓練の充実や鉄軌道事業者と消防機関、医療機関、そ
の他の関係機関との連携・協力体制の強化を図っている。
（国土交通省）
○特に、平成 14 年には線路内で救助活動中の消防隊員が死
傷する事故が発生したことから、鉄道災害時の救急救助
活動の安全確保等について消防庁と国土交通省が連携
し、各地域において関係機関の協議会が開催されるなど、
事故防止の取り組みを進めている。
（国土交通省、消防庁）

（５）科学技術の振興等
①鉄軌道の安全に関する ○鉄道総合技術研究所において、ステレオカメラを用いた
研究開発の推進

踏切障害物検知システムに関する技術開発を行ってお
り、営業線にて現地試験を実施する。
（国土交通省）
○平成 14 年度から 15 年度まで鉄道総合技術研究所におい
て、急曲線における低速走行時の安全性向上に関する基
礎的調査研究を実施した。
（国土交通省）

②鉄軌道の運転事故原因 ア
究 明 の た めの 体 制 の 整
備

鉄軌道事故調査機関の設置
○鉄道事故等の原因を科学的に究明する常設機関とし
て、平成 13 年 10 月 1 日に従来の航空事故調査委員会
を改組し、航空・鉄道事故調査委員会を設置した。
（国土交通省）
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イ

鉄道の運転事故等に係る報告制度の改善
○平成 13 年 10 月に鉄道事故等報告規則等を改正し、重
大インシデントについても報告の対象とした。
（国土交通省）
○航空・鉄道事故調査委員会による鉄道事故の調査、報
告を踏まえて、鉄軌道事業者に対し事故防止に関する
所要の指導を行っている。
（国土交通省）
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２

まとめ

鉄軌道交通における運転事故は、踏切事故防止対策の推進、さらには、列車運行の高速
化・高密度化に対応した自動列車停止装置等の運転保安設備の整備・充実、制御装置の改
善、乗務員等の資質の向上など総合的な安全対策を実施してきた結果、長期にわたって減
少傾向にある。昭和５８年には、１，７６２件であったものが、平成５年には１，１８８
件、１５年には８６８件となっている。
運転事故による死傷者数は７４５人（うち死亡者３４７人）で前年比９．０％減となっ
ている。
鉄軌道運転事故の件数と死傷者数の推移
（件・人）
2,500

運転事故件数
死傷者数
死者数

2,000

1,500

1,000
868
745
500
347

0
昭和58

63

平成5

10

15年

注 １ 国土交通省資料による。
２ 死者数は24時間死者である。

このうち、第７次交通安全基本計画の実施期間中（平成１３年度から平成１７年度まで）
における平成１３年から平成１５年までの鉄軌道運転事故の動向を見てみると、次のとお
りであるから、第７次交通安全基本計画上の鉄軌道における交通安全の施策を引き続き推
進する必要があると考えられる。
１３年

１４年

１５年

発生件数（件）

９０８

８５１

８６８

死者数（人）

３１４

３４４

３４７

負傷者数（人）

３８２

４７５

３９８
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第３章

踏切道における交通

１ 第７次交通安全基本計画の評価
（１）踏切道の立体交差化及び構造の改良の促進
○第 7 次踏切事故防止総合対策に基づき、踏切道の立体交
差化及び構造改良を促進している。
・平成 13 年度から平成 15 年度までの実施箇所
立体交差化

約 140 箇所

構造改良

約 620 箇所
（国土交通省）

（２）踏切保安設備の整備及び交通規制の実施
○第 7 次踏切事故防止総合対策に基づき、踏切保安設備の
整備を促進するとともに、車両通行止め、一方通行等の
交通規制を実施している。
・平成 13 年度から 15 年度までの整備箇所
踏切遮断機・警報機の整備
踏切警報時間制御装置の整備
障害物検知装置等の整備

243 箇所
68 箇所
885 箇所

・平成 15 年度末の交通規制に係る踏切箇所 15,505 箇所
（国土交通省）
○第 7 次踏切事故防止総合対策に基づき、車両通行止め、
一方通行等の交通規制を実施している。
・平成 15 年度末現在の踏切道における交通規制の実施
15,505 箇所 （+451 箇所）

箇所

（

）は、平成 12 年度からの増減数
（警察庁）

（３）踏切道の統廃合の促進
○第 7 次踏切事故防止総合対策に基づき、踏切道の統廃合
を促進している。
・平成 13 年度から 15 年度までの統廃合踏切道数
252 箇所
（国土交通省）
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（４）その他踏切の交通の安全と円滑化を図るための措置
○第 7 次踏切事故防止総合対策に基づき、必要に応じ踏切
信号機の設置を推進している。
（国土交通省）
○全国交通安全運動等の機会を利用して鉄道係員に対する
安全教育の徹底及び踏切歩行者に対する啓蒙活動を促進
している。
（国土交通省）
○鉄道事業者等による踏切事故防止キャンペーンを実施し
ている。
（国土交通省）
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２

まとめ

踏切事故は、踏切保安設備等の整備により、運転事故と同様、長期にわたって減少傾向
にある。平成１５年中に発生した踏切事故の件数は４３４件で前年比３．１％減であり、
運転事故（８６８件）の半数を占めている。また、死傷者数は３１８人で前年比９．７％
増となっている。
鉄軌道踏切事故の件数と死傷者数の推移
（件，人）
1,500

踏切事故件数
死傷者数
うち死者数
1,000

500
434
318

141
0
昭和58

63

平成5

10

15年

注 １ 国土交通省資料による。
２ 死者数は24時間死者である。

このうち、第７次交通安全基本計画の実施期間中（平成１３年度から平成１７年度まで）
における平成１３年から平成１５年までの踏切事故の動向を見てみると、次のとおりであ
るから、第７次交通安全基本計画上の踏切道における交通安全の施策は概ね効果的である
と考えられる。
１３年

１４年

１５年

発生件数（件）

４７９

４４８

４３４

死者数（人）

１３６

１４０

１４１

負傷者数（人）

１７１

１５０

１７７
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第４章

海上交通

１ 第７次交通安全基本計画の評価
（１）海上交通環境の整備
①交通安全施設等の整備

ア

開発保全航路の整備
○浅瀬等の存在により船舶航行に支障のある国際幹線航
路について、ボトルネック解消を目的として所定の幅
員及び水深を確保するための浚渫を実施している。
（国土交通省）
○特に、国際幹線航路については、平成 15 年度に 4 航路
の整備を実施しボトルネック解消率※は 79％となって
いる。
※ボトルネック解消率：国際幹線航路の航路幅員、航路水深、
航路延長の計画値の積に対する実績値の割合

（国土交通省）
イ

港湾の整備
○社会資本整備重点計画に基づき、港湾における船舶の
安全かつ円滑な航行及び諸活動の安全の確保が図られ
るよう、船舶の大型化や高速化を勘案しつつ、防波堤、
航路及び泊地の整備を推進している。
（国土交通省）
○航行船舶の安全性の向上及び円滑な物流を確保するた
め、平成 15 年度は、避難港 8 港において整備を実施し
た。
（国土交通省）

ウ

漁港の整備
○漁港について、漁港整備長期計画及び漁港漁場整備長
期計画に基づいて、港内の安全性を確保するために、
防波堤、泊地といった漁港の整備を実施している。
（水産庁）

- 113 -

エ

航路標識等の整備
○航路標識の新設
海上交通の障害となる岩礁、また、海難発生の蓋然性
が高い無灯火港、物流拠点港、避難港に灯台等を新設
した。
13 年度
新設（基）

14 年度

71

15 年度

30

8
（海上保安庁）

○航路標識の機能向上
ふくそう海域等において、既設航路標識の視認性向上
等のため、高機能化・高規格化を推進した。
13 年度

14 年度

15 年度

高機能化（基）

46

100

21

高規格化（基）

61

37

4

※高機能化：光力増大、同期点滅化等により識別性等が向上
高規格化：浮体式灯標化により視認性等が向上

（海上保安庁）
○航路標識の運用率
航路標識の信頼性確保のため、老朽化した航路標識施
設及び機器の更新、標識監視システムの改良改修を計
画的に実施し航路標識（光波標識）の運用率（平均）
99.8％以上を維持した。

運用率（％）

14〜15 年

15〜16 年

99.94

99.83

※運用率：運用すべき時間に対し実際に正常運用した時間の比率
を 2 年間の実績で算出

（海上保安庁）
○レーザー技術を活用し海上に線を引き航路を明示する
技術を実用化に向け開発した（平成 14 年度）。
（海上保安庁）
オ

港湾の耐震性の強化
○耐震設計の充実強化、研究開発の推進
・平成 17 年度末の「港湾の施設の技術上の基準・同解
説」改正に向けて、より汎用的な地震動の設定法につ
いて検討を推進している。
（国土交通省）

- 114 -

○全国の主要港湾における耐震強化岸壁等の整備の推進
緊急物資輸送に対応した耐震強化岸壁の整備を 24 港で
完了する等、港湾における大規模地震対策施設整備を
推進している。
（国土交通省）
○既存港湾施設の耐震性強化
臨港道路等の橋りょう及び高架部の耐震補強を実施す
る等、既存港湾施設の耐震性強化を推進している。
（国土交通省）
カ

漁港の耐震性の強化
○地震等の災害時に地域の救援活動等の拠点となる漁港
において、地域の防災計画と整合を図り、救援船等に
対応可能な泊地、耐震性を強化した岸壁、輸送施設等
の整備を実施している。
（水産庁）
○漁港構造物の耐震構造の在り方等についての検討を行
い、漁港施設の耐震設計基準の検討を行った。
（水産庁）

②交通規制及び海上交通 ア
に 関 す る 情報 提 供 の 充
実

ふくそう海域における船舶交通安全対策の推進
○伊勢湾海上交通センターを運用開始した（平成 15 年 7
月）。
（海上保安庁）
○平成 17 年度の運用開始を目途とした瀬戸内海の備讃海
域におけるレーダー監視エリアの拡大の整備に着手し
た（平成 13 年度）。
（海上保安庁）
○東京湾における新しい交通体系の構築に向け、委員会
（平成 13〜15 年度）を設置し調査・検討を推進中であ
る。
（海上保安庁）
○伊勢湾における新しい交通体系の構築に向け、委員会
（平成 16 年度〜）を設置し調査・検討を推進中である。
（海上保安庁）
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○各港における船舶交通の実態の変化に適切に対応する
ため、港則法施行令及び同法施行規則の一部改正を実
施している（毎年度）。
（海上保安庁）
○ふくそう海域の航路及びその周辺海域に巡視船艇を常
時配備し、航行船舶が航路を安全に航行するために必
要な航法指導を実施している。
（海上保安庁）
イ

海図・水路誌等の整備及び水路通報等の充実
○効率的な水路測量の体制強化としては、浅海用マルチ
ビーム測深機の導入により、未測量海域が縮小し、水
深情報の精度が高まった。航空機搭載用測深機の導入
により、従来、測量船艇では困難であった極浅海域で
の水路測量が可能となり、一度に広範囲な水路測量を
行うことで、沿岸域の連続的な基盤情報の充実が図ら
れた。
・航空レーザー測量 平成 16 年度 3 海域
（海上保安庁）
○港湾・航路の整備の進展等に対応するため、海図や水
路誌等の新改版、及び、最新維持を実施し、最新の情
報を提供している。
（海上保安庁）
○SOLAS 条約の改正に対応するため、日本周辺海域海図の
世界測地系への移行を完了した。
（海上保安庁）

○わが国の周辺海域を航行する船舶には外国人船員が増
大しており、英語のみで表記した海図発行の要望に応
えて英語版海図の刊行を平成 15 年度末から開始し、平
成 16 年 8 月末現在 21 図を刊行した。
（海上保安庁）
○外国人船員のため、平成 11 年度から順次国内水路誌の
英語版（瀬戸内海、九州沿岸、本州南・東岸、本州北
西岸及び北海道沿岸）を整備し、平成 16 年 3 月に全 5
版を完成させた。
（海上保安庁）
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○管区本部が設定している航法の説明や当該情報の所在
に関する情報を、平成 15 年度末から 5 ヵ年計画で、海
図改版時に順次追加掲載している。平成 19 年度末まで
に 114 図（英語版海図含む）に記載する予定であり、
平成 16 年 8 月末現在の記載率は 30％である。
・平成 15 年度：24 図
・平成 16 年度：10 図（8 月末現在）
（海上保安庁）
○国内水路誌の内容をパソコンで検索・閲覧できるよう
に、平成 12 年度から順次国内水路誌に CD-ROM 版を添
付している。平成 16 年 3 月までに全 5 版の内 4 版まで
を完成させた。
（海上保安庁）
○利用者が、より早く簡単に必要とする情報のみ入手で
きるように、平成 12 年 4 月から、検索型ホームページ
により水路通報を提供している。更に平成 16 年 1 月か
ら、補正図をインターネットからも入手できるシステ
ムを整備し、より迅速な情報提供を実施している。
（海上保安庁）
○従来、水路通報別冊の「一時関係及び予告一覧表」
（年
4 回、四半期毎発行）には、対象地域名（又は港名）及
び標題のみの掲載だったが、利用者によりわかり易い
ように、平成 15 年度から、通報事項の全文掲載を年 1
回実施している。
（海上保安庁）
○平成 12 年 8 月から、本庁及び管区本部が発出する全て
の航行警報をホームページで閲覧できるようにし、さ
らに沿岸約 50 ㎞以内の航行警報については、携帯電話
による利用を可能としている。更に、平成 16 年 1 月か
らは、海上保安部の一部が発出する航行警報もホーム
ページで閲覧できるようにした。
（海上保安庁）
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○離島や沿岸域において、地震、津波等の災害が発生し
た場合、海上からの救難活動を迅速かつ適切に実施す
るため、沿岸防災情報図を平成 13 年度から平成 15 年
度までに各 4 図、平成 16 年度に 2 図計 14 図を整備し、
関係機関に配布することにより、情報の共有化に役立
てた。
（海上保安庁）
ウ

気象情報等の充実
○平成 15 年 6 月から、72 時間強度予報、台風の暴風域に
入る確率の高度化、1 時間後の位置情報の提供を開始し
た。
（気象庁）
○平成 15 年 6 月に国土交通省内関係部局の防災情報を一
元的に収集し提供するため防災情報提供センターを開
設した（運営主体は気象庁）。
（国土交通省、気象庁）
○平成 15 年 11 月から予測精度を向上した外洋波浪モデ
ルの運用を開始した。
（気象庁）
○平成 13 年度から平成 16 年度にかけて、高潮予測の精
度を向上した高潮モデルの運用および予測範囲の拡充
等を実施した。
（気象庁）
○検潮所 16 か所に精密型水位計を整備した。
（気象庁）
○平成 16 年 8 月までに全国 106 箇所の灯台等において気
象・海象の観測行い、その現況を 80 箇所の保安部等か
らテレホンサービスなどにより提供を実施している。
（海上保安庁）
○沿岸海域を航行する船舶や操業漁船等の安全確保のた
め船舶交通の安全に必要な情報をインターネット、ホ
ームページ等で提供する沿岸域情報提供システムの整
備を推進した（平成 16 年 8 月までに 34 箇所の保安部
に整備）。
（海上保安庁）
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③高齢社会に対応した旅 ○平成 22 年までに一日あたりの平均的な利用者数が 5,000
客 船 タ ー ミナ ル 等 の 整

人以上の旅客船ターミナルについて原則として移動円滑

備

化を達成。
12 年度

13 年度

14 年度

15 年度

段差解消

33.3%

37.5%

55.6%

75.0%

視覚障害者誘導用

33.3%

37.5%

44.4%

50.0%

年度

ブロック

（国土交通省）

（２）海上交通の安全に関する知識の普及
①海難防止思想の普及

○毎年期間を定めて官民一体となった「全国海難防止強調
運動」を実施し、広く国民に対して海難防止を呼びかけ
るとともに、各管区海上保安本部においては、地域の特
性を踏まえ「地方海難防止強調運動」を実施している（毎
年度）。
（海上保安庁）
○海難防止講習会等の開催状況
・平成 13 年

999 回開催

受講者 52,681 人

・平成 14 年

979 回開催

受講者 55,213 人

・平成 15 年

1,170 回開催

受講者 69,348 人
（海上保安庁）

○関係省庁が綿密な連携を図り、有機的な海難防止活動を
展開するため、
「海難防止担当官関係省庁連絡会」を設置
し、意見交換を実施している。
（海上保安庁）
②海難再発防止のための ○海難の発生状況及びその推移を調査し、種類別、用途別、
調査・分析に基づく安全

原因別等の観点から分析を実施した。

指導

（海上保安庁）
○多発している海難の減少に有効な指導事項を絞り、海難
防止強調運動の重点事項に掲げ、運動を推進するなど海
難の実態に的を絞った安全指導を実施している。（毎年
度）
（海上保安庁）
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③各種船舶の特性に応じ ○危険物積載船の乗揚げ海難防止及び危険物荷役時の安全
た安全指導

確保に重点をおいた安全指導、旅客船については運航管
理規程の遵守、緊急時の避難・救助訓練の実施等につい
ての指導を行うなど各種船舶の特性に応じた安全指導を
実施している。
（海上保安庁）

④民間組織の指導育成

○海難防止思想の普及と海難防止対策の一層の実効を期す
ため、海難防止を目的とする各民間組織の自主的活動が、
一層着実に推進されるようその充実強化を図っている。
（海上保安庁）

（３）船舶の安全な運航の確保
①船員の資質の向上

○効果的かつ効率的な業務運営により質の高い船員教育を
行っていくため平成 13 年４月に独立行政法人に移行した
海技大学校、海員学校及び航海訓練所においては、海運
業界からのニーズを踏まえ、より実務に即した技能、知
識を習得させるよう、以下のような実践的な教育に取り
組みつつ学生生徒等の資質の向上を図っている。
・海技大学校
操船シミュレータ訓練装置を活用した BRM 研修（操
船者間で各自が把握した運航に必要な情報の共有化を
進め、安全運航のためのリスクの低減を図る訓練）を
開始した。（平成 13 年度から）
・海員学校
内航船員経験者を教諭に採用し、内航実態に沿った
教育を開始した。（平成 13 年度から）
レーダ・アルパシミュレ−タ（平成 13 年度から）や
機関シミュレ−タ（平成 15 年度から）を活用するなど
教育内容の充実を図っている。
・航海訓練所
オンボードシミュレータ訓練を併用した内海等の狭
水域航行訓練及び実技実習の強化を図っている。
（平成
16 年度から「銀河丸」就航）
（国土交通省）
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②船舶の運航管理の適正 ア

旅客船事業者に対する指導監督の充実強化
○各地方運輸局等においては、平成 14 年度より、海事執

化等

行官の連携を強化し、より合理的な監査を行うため、
「海上交通監査計画」を定めており、本計画に基づき、
運航監理官は船員労務官等の他の執行官とともに、各
事業者の運航管理体制の監査を実施している。
（国土交通省）
○平成 15 年度においては、旅客船事業者に対し、事故後
の特別監査や安全総点検を含め 920 件の監査を実施し、
運航管理体制の充実・強化に関する指導を図った。
（国土交通省）
イ

運航管理者等に対する研修等の充実
○各地方運輸局等においては、安全確保に関する統括責
任者である運航管理者に対し、その資質の向上のため、
毎年研修を開催している。
（国土交通省）
○平成 15 年度においては、各局等において海難事故例と
運航管理のあり方について計 19 回の研修を行い、事業
者間において事故再発防止対策を共有させることに努
めた。
（国土交通省）

ウ

海上タクシー等の運航管理の指導監督
○海上タクシー事業、ホエール・イルカウォッチング船
事業等の届出事業については、平成 12 年 10 月の海上
運送法改正に伴い、最低限の安全規制が課せられてい
る。
（国土交通省）
○これら事業は、国民の新たなニーズが広く期待される
ところであり、各地方運輸局においては、利用者保護
の観点からも精力的に監査業務を実施しているところ
であり、平成 15 年度には、主要 87 事業者に対して監
査を行い、事業の適正化を推進した。また､外航旅客船
事業についても、３事業者に対して乗船監査を行った。
（国土交通省）
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エ

事故再発防止対策の徹底
○平成 15 年度においては、69 件の旅客船関連事故が発生
した。そのため、各地方運輸局等では事故原因の究明
を行い、各事業者に対しては、適切な再発防止策の策
定をとらせるよう努めている。平成 15 年度においては、
各事業者に対し、6 件の安全確保命令及び 26 件の文書
による指導を行い、事故再発防止策については、研修
等の機会を通じて、各事業者の安全対策にフィードバ
ックさせるよう努めている。
（国土交通省）

オ

安全情報公開の推進
○平成 15 年度においては、１事業者の許可申請時の安全
審査書類に関して情報公開請求があり、迅速かつ適切
に内容開示に努めた。
（国土交通省）

③船員災害防止対策の推 ○第８次船員災害防止基本計画（平成 15 年度〜19 年度）を
進

策定し、それに基づき船員災害防止実施計画を作成して、
国、船舶所有者及び船員による船員災害防止対策を推進
した。
（国土交通省）
○船員災害防止協会の活動並びに船員労務官による監査及
び指導等により船員災害防止対策の推進を図った。
（国土交通省）

④水先体制の充実

○各水先区において水先艇の新規導入等、随時業務用施設
の整備を行っており、船舶交通の安全等に寄与している。
（国土交通省）
○平成 12 年度より毎年、免許更新予定の水先人を対象とし
て、主に BRM を内容とする総合研修を行っており（5 年
間で計 612 名が参加）、水先人の資質の向上を推進してい
る。
（国土交通省）

⑤海難原因究明体制の充 ○海難の調査・審判の迅速処理に積極的に取り組み、海難
実

の認知から裁決言渡までの平均期間を平成 15 年度末まで
に 6.3 月短縮した。
（国土交通省）
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○海難の原因究明に当たり、直接の原因のみならず、その
背後にある様々な要因についても摘示できるよう、ヒュ
ーマンファクター概念に基づく原因究明手法の導入につ
いて調査・研究を実施している。
（国土交通省）
○外国船が関連する海難の原因究明体制の充実・強化を図
るため、国際海事機関（ＩＭＯ）等における海難調査の
国際協力体制確立の検討に参加するとともに、アジア地
域各国との調査協力体制確立のため二国間協議を積極的
に推進し、平成 14 年 2 月には韓国海難調査機関との間で
調査協力文書を交換した。
（国土交通省）
⑥外国船舶の監督の推進

○国土交通本省に外国船舶監督業務調整室を設置し（16 年
4 月）、地方運輸局等の 43 官署（12 年度比 87.0％増）に
124 名（12 年度比 93.8%増）の外国船舶監督官を配置（16
年度）するなど PSC（外国船舶の監督）実施体制を充実
強化した。
（国土交通省）
○東京 MOU※加盟国より研修生を受入れる（基礎訓練コー
スに 13 年度 20 名・14 年度 20 名・15 年度 18 名を受入
れ、中級訓練コースに 13 年度 20 名・14 年度 20 名・15
年度 20 名を受入れ）とともに、我が国より専門家を派遣
する（13 年度２名を中国へ派遣・14 年度２名をフィリピ
ンへ派遣）など東京 MOU 事業を通じた緊密な国際協力
の推進をした。
【これら対策の効果】
東京 MOU による目標検査率（75%）の達成（15 年
77％）。
※東京 MOU：アジア太平洋地域における PSC の
協力体制に関する覚書
（国土交通省）
○乗組員の資格証明書、航海当直体制、操作要件等に関し
て平成 15 年 4,865 隻を検査（12 年比 14.5%増）し、1,525
件（12 年比 275.6%増）の欠陥の改善を指摘した。
（国土交通省）
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（４）船舶の安全性の確保
①船舶の安全基準の整備

○ 国 際 海 事 機 関 （ IMO ） に お い て 、 海 上 人 命 安 全 条 約
（SOLAS 条約）が海上安全の技術進展等を踏まえて航海
用具、防火構造等に係る部分が改正されたことに伴い、
これに対応する国内関係法令の整備を平成 14 年６月に行
った。
（国土交通省）

②重大海難の再発防止

○平成 12 年 9 月に発生した沖合底びき網漁船「第五龍寶丸」
転覆事故を受け、「漁船『第五龍寶丸』事故再発防止検討
会」を同年 9 月に開催し、平成 13 年 3 月に同種事故の再
発防止対策及び今後の課題に関する提言を取りまとめた。
（国土交通省）
○この提言を受け、
「漁船の復原性の明確化」等について漁
業関係者に対し指導を行うとともに、各種漁船の転覆事
故に関する継続的な調査検討を進めており、今後事故再
発防止対策に反映していく。
（国土交通省）

③危険物の安全審査体制 ○危険物の船舶運送に係る国内安全基準の国際整合化を図
の整備

る等安全基準の整備を実施した（平成 13 年 11 月、平成
14 年４月、平成 15 年 12 月）。
（国土交通省）

④船舶の検査体制の充実

○船舶の構造・設備に関する技術基準の改正に伴う船舶検
査の更なる高度化や複雑化に対応するため、国土交通本
省、地方運輸局等、運輸支局及び海事事務所に船舶検査
官 188 名（平成 16 年度）を配置し、適切な検査の実施に
努めている。
（国土交通省）

⑤船舶の安全管理の向上

○船舶の総合的な安全管理体制を確立する目的で SOLAS
条約に導入された国際安全管理規則（ISM コード）が平成
10 年７月に発効して以来、我が国においても同コードを船
舶安全法に取り入れて対象船舶に対して審査を実施して
きたところであるが、平成 12 年には SOLAS 条約対象外
の船舶についても任意で ISM コードに係る審査を受ける
ことを可能とする告示を制定し、国内における ISM 審査
対象船舶を拡大している。また、これに伴い係る審査を円
滑に実施するための審査体制の更なる充実を図っている。
（国土交通省）
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⑥外国船舶の監督の推進

○国土交通本省に外国船舶監督業務調整室を設置し（16 年
4 月）、地方運輸局等の 43 官署（12 年度比 87.0％増）に
124 名（12 年度比 93.8%増）の外国船舶監督官を配置（16
年度）するなど PSC 実施体制の充実強化を図っている（再
掲）。
（国土交通省）
○ISM コード（国際安全管理規則）の全船舶への適用に伴
い（平成 14 年 7 月）、同コードに関して PSC 実施体制を
確立するとともに、913 隻に対して集中検査キャンペーン
を展開して当該要件の履行の促進を図った（平成 14 年 7
月−9 月）。
（国土交通省）
○東京 MOU 加盟国より研修生を受入れる（基礎訓練コー
スに 13 年度 20 名・14 年度 20 名・15 年度 18 名を受入
れ、中級訓練コースに 13 年度 20 名・14 年度 20 名・15
年度 20 名を受入れ）とともに、我が国より専門家を派遣
する（13 年度２名を中国へ派遣・14 年度２名をフィリピ
ンへ派遣）など東京 MOU 事業を通じた緊密な国際協力
の推進を図った（再掲）
。
【これら対策の効果】
東京 MOU による目標検査率（75%）の達成（15 年
77％）。（再掲）
（国土交通省）
○船舶の構造・設備、ISM コード等に関して、平成 15 年
4,865 隻を検査（12 年比 14.5%増）し、27,184 件（12 年
比 113.7%増）の欠陥の改善を指摘するなどサブスタンダ
ード船の排除の推進を図った。
（国土交通省）

（５）小型船舶等の安全対策の充実
①小型船だまり、マリーナ ア
等の整備

小型船だまり等の整備
○利用船舶が小型であることを考慮して、より静穏度が確
保されるような整備を図った。取り分け、小型船舶と大
型船舶が共に利用する港湾にあっては、小型船だまり等
を港内の適切な位置に整備することとし、小型船舶と大
型船舶との分離を図った。
（国土交通省）
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○漁港内において、遊漁船等を分離収容する施設の整備を
推進した。
平成 13 年度：12 箇所
平成 14 年度：13 箇所
平成 15 年度：12 箇所
平成 16 年度：10 箇所
（水産庁）
イ

マリーナ等の整備
○マリーナ等の整備を促進するため、財政投融資による支
援を実施している。
（国土交通省）

○港湾区域内の放置艇を解消するため、公共事業により既
存の静穏水域を活用した簡易な係留施設や公共空地等を
活用した陸上保管施設などボートパーク（放置艇収容施
設）の整備の推進を図った。
（国土交通省）
ウ

係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置
○係留・保管能力の向上を図るためマリーナやボートパー
ク等の整備を促進するとともに、港湾法に基づく船舶の
放置等を禁止する区域を全国 12 港湾管理者が指定した。
（平成 15 年度末時点）。
（国土交通省）

②漁船の安全対策の推進

○転覆・転落事故が多い小型漁船について、平成 15 年度より
３年計画で、これらの海難事故に関する安全対策について
調査研究を実施している。今後、この調査研究をもとに小
型漁船の安全対策の推進を図る予定である。
（国土交通省）
○漁業関係者を対象とした海難防止講習会の開催や訪船指導
等により海難防止思想の普及を図るとともに、漁船海難防
止用パンフレットを新規に作成し配布するなど、漁船の安
全対策を推進している。
（海上保安庁）
○サバイバル訓練を開催し、漁業者に対しての海難事故発生
想定下での対処方法の指導を行うとともに、漁業者に安全
を啓蒙するためポスター等を作成した。
（水産庁）
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○死亡・行方不明者を伴う海難の半数以上を漁船海難が占め
ている状況に鑑み、関係省庁が連携して漁業者等の安全意
識の高揚・啓発を図るため、
「漁船海難防止強化旬間」を設
定、実施している。
（海上保安庁）
○ライフジャケットの着用率の向上及び事故関知時間の短縮
を図るため「ライフジャケットの常時着用」、「携帯電話等
連絡手段の確保」、
「緊急通報用電話番号『118 番』の有効活
用」を基本とする自己救命策確保の周知・啓発を関係省庁、
関係団体等と連携し、あらゆる機会を通じて実施している。
・漁船乗船者のライフジャケット着用率
平成 13 年

5％

→

平成 16 年

8％
（海上保安庁）

○小型船舶操縦士免許関係団体に対し、講習指導時における
自己救命策確保に関する周知指導を依頼し、海技免状取得
者に対する安全指導を展開している。
（海上保安庁）
○自主的にライフジャケットの常時着用の意志を表する漁協
をライフジャケット着用推進モデル漁協として指定し、地
域におけるライフジャケット着用推進の拠点として展開し
ている（161 箇所（平成 16 年 8 月末現在））。
（海上保安庁）
○沿岸部における漁船の死亡・行方不明者数が多いことから、
水産庁と連携し、漁業関係者（特に一人乗り漁船、高齢者
及び家族）を対象とした自己救命策確保等の安全対策の周
知・指導を推進している。
（海上保安庁）
③プレジャーボート等の ア
安全対策の推進

プレジャーボート等の救助体制の充実強化

○巡視船艇による救助体制を充実強化した（海難多発時期に
おける効果的な巡視船艇・航空機の重点配備）
。
（海上保安庁）
○レンジャー救助技術、潜水能力、救急救命処置能力を兼ね
備えた機動救難士各 4 名を函館、福岡、美保、鹿児島航空
基地に配置した（平成 14 年 10 月、平成 16 年 4 月）。
（海上保安庁）

- 127 -

○特殊救難隊を 6 隊に増強した（平成 15 年 4 月）。
（海上保安庁）
○本庁警備救難部救難課に海浜事故対策官を配置した（平成
15 年 4 月）。
（海上保安庁）
○伊東マリンパトロールステーションを設置した（平成 14 年
10 月）。
（海上保安庁）
○海上における救急救命体制を充実強化するため、航空基地、
特殊救難基地及びヘリコプター搭載型巡視船に救急救命士
を計 20 名配置した（平成 16 年 4 月）。
（海上保安庁）
○警察、消防等救助活動勢力を有する関係機関及び日本水難
救済会等民間救助組織との連携を強化している。
（海上保安庁）
○（社）日本水難救済会に対する救難用物品の貸与、救難所
員への訓練指導、青い羽根募金活動への協力等の支援を実
施している。
（海上保安庁）
○（財）日本海洋レジャー安全・振興協会が行っているＢＡ
Ｎ（プレジャーボート救助事業）の更なる活性化のための
協力・支援を実施している。
（海上保安庁）
イ

プレジャーボート等の安全に関する指導等の推進
○海難防止講習会の開催や訪船指導等により海難防止思想
の普及を図るとともに、海難防止用パンフレットを活用
し、安全運航について指導を実施している。
（海上保安庁）
○民間のボランティアである海上安全指導員の育成・強化
を実施している。
（海上保安庁）
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○ボート天国の実施状況
・平成 13 年 全国 21 港で開催

898,834 人参加

・平成 14 年

全国 19 港で開催

575,012 人参加

・平成 15 年 全国 18 港で開催

538,408 人参加

※ ボート天国：マリンレジャーの安全を確保し、その健全な
発展に資するための施策の一環として、昭和
63年から実施している。これは、官・民が連
携・協力して実施する協議会を設置し、一般
船舶の航行の少ない休日等に、都市部及びそ
の近郊の港内に一般船舶の航行や停泊を制限
する海域を設け、小型ヨット、ボードセーリ
ング、手漕ぎボート等の小型船舶が遊走でき
るよう海域を一時的に開放するもの。

（海上保安庁）
○ライフジャケットの着用率の向上及び事故関知時間の短
縮を図るため「ライフジャケットの常時着用」、「携帯電
話等連絡手段の確保」、
「緊急通報用電話番号『118 番』の
有効活用」を基本とする自己救命策確保の周知・啓発を
関係省庁、関係団体等と連携し、あらゆる機会を通じて
実施している。
・プレジャーボート等乗船者のライフジャケット着用率
平成 13 年

30％

→

平成 16 年

42％
（海上保安庁）

○小型船舶操縦士免許関係団体に対し、講習指導時におけ
る自己救命策確保に関する周知指導を依頼し、海技免状
取得者に対する安全指導を展開している。
（海上保安庁）
○自主的にライフジャケットの常時着用の意志を表するマ
リーナ等の団体をライフジャケット着用推進モデルマリ
ーナ等として指定し、地域におけるライフジャケット着
用推進の拠点として展開している（143 箇所（平成 16 年
8 月末現在））
。
（海上保安庁）
ウ

プレジャーボート等の建造に関する技術者講習の推進
○プレジャーボート等の経営・技術分野に関する講習会を
開催し、建造技術の適正な水準を維持し、船舶の安全性
の確保を図っている。
（国土交通省）
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エ

プレジャーボート等の安全基準、検査体制の整備
○プレジャーボート等の乗船者の常時着用により適した
救命胴衣の技術基準を確立し、その導入のために関係法
令の改正を平成 14 年７月に行った。
（国土交通省）

○平成 15 年６月に船舶職員及び小型船舶操縦者法が施行
され、水上オートバイ乗船者、12 歳未満の子供、連絡手
段を有さず単独乗船の漁船で漁労をする者に救命胴衣等
の着用が義務づけられた。
（国土交通省）
オ

マリンロード構想
○プレジャーボートユーザーの自己責任意識と安全意識の
向上を図るため、出入港進路の安全確保や係留場所等の
面で適切な港湾、漁港等を「宿場町」とし、それらを結
ぶ「推奨ルート」を設定、さらに安全情報及び利便情報
を提供するとともに、万一、海難に遭遇した場合には、
民間救助機関等による迅速な救助を可能とするネットワ
ークを構築し、マイカーでドライブに行くように、海道
を使って安全に楽しくクルージングできる環境づくりを
推進している。
（海上保安庁）

カ

小型船舶に対する情報提供の充実
○プレジャーボート利用者が必要とする安全利用情報を船
上においてリアルタイムに送受信して提供することによ
り、利用者の安全な航行を支援するシステムの構築を図
るため、平成 15 年度より３ヵ年計画で調査・研究を実施
している。
（国土交通省）
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○マリンレジャー愛好者はもとより、より多くの方々に楽
しく安全に海で活動してもらうため、海上保安庁ホーム
ページにてマリンレジャーに関する安全情報等を提供す
るとともに、
「マリンレジャー行事相談室」の利用促進を
図っている。また、マリンレジャーシーズンは臨時「海
の相談室」を開催するなど積極的な情報提供活動を実施
している。平成 13 年からは伊豆諸島周辺、平成 16 年 3
月からは相模湾の短波レーダーにより、随時流れの情報
提供を始め、平成 16 年 4 月からは潮汐・潮流推算点を追
加するなど、ユーザーの要望に対応した情報提供を行な
っている。
・マリンレジャー行事相談件数

13 年度

9,279 件

14 年度

9,090 件

15 年度

8,932 件

・海の相談件数

13 年度

13,743 件

14 年度

14,229 件

15 年度

14,071 件
（海上保安庁）

（６）海上交通に関する法秩序の維持
○船舶交通のふくそうする航路等における航法（航泊禁止
区域内航行等）に関する指導取締りを実施している。
（海上保安庁）
○海難の発生に結びつくおそれのある事犯（定員超過、航
行区域外航行、航行停止命令違反、無資格者運航・無検
査船舶運航等）に関する指導取締りを実施している。
（海上保安庁）
○海上輸送やマリンレジャー活動が活発化する時期等にお
ける指導取締りの実施している（ゴールデンウィーク、
夏休み、年末年始等のマリンレジャーや海上輸送が活発
化する時期における安全運航体制や救命・消防設備の保
守点検等に関する指導取締り、小型船舶操縦者に対する
遵守事項の励行に関する安全指導等）。
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〔立入検査実施状況〕
13 年
件数

14 年

47,964

15 年

44,927

38,787

〔海事関係法令の送致状況〕
13 年
件数

14 年

2,241

15 年

1,908

2,097

〔刑法（過失往来危険罪）の送致状況〕
13 年
件数

14 年

1,142

15 年

1,140

960

（海上保安庁）

（７）救助・救急体制の整備
①海難情報の収集処理体 ○陸上通信所および行動中の巡視船艇において GMDSS に対
制の整備

応した遭難周波数は常時聴守を実施している。各種情報
の収集処理体制の整備のため、管区本部のオペレーショ
ン機能と通信機能の一体化を進め、全管区のうち、6 つの
管区で整備を完了した。
（海上保安庁）
○ライフジャケットの着用率の向上及び事故関知時間の短
縮を図るため「ライフジャケットの常時着用」、「携帯電
話等連絡手段の確保」、
「緊急通報用電話番号『118 番』の
有効活用」を基本とする自己救命策確保の周知・啓発を
関係省庁、関係団体等と連携し、あらゆる機会を通じて
実施している。
・事故発生から 2 時間以内に海難情報を関知する割合
平成 13 年

69％

→

平成 15 年

74％
（海上保安庁）

②海難救助体制の充実・強 ○巡視船艇による救助体制の充実強化を図った（海難多発
化 及 び 海 難救 助 技 術 の

時期における効果的な巡視船艇・航空機の重点配備等）。

向上

（海上保安庁）
○レンジャー救助技術、潜水能力、救急救命処置能力を兼
ね備えた機動救難士各 4 名を函館、福岡、美保、鹿児島
航空基地に配置した（平成 14 年 10 月、平成 16 年 4 月）。
（海上保安庁）
○特殊救難隊を 6 隊に増強した（平成 15 年 4 月）。
（海上保安庁）

- 132 -

○本庁警備救難部救難課に海浜事故対策官を配置した（平
成 15 年 4 月）。
（海上保安庁）
○伊東マリンパトロールステーションを設置した（平成 14
年 10 月）。
（海上保安庁）
○海上における救急救命体制を充実強化するため、航空基
地、特殊救難基地及びヘリコプター搭載型巡視船に救急
救命士を計 20 名配置した（平成 16 年 4 月）。
（海上保安庁）
○警察、消防等救助活動勢力を有する関係機関及び日本水
難救済会等民間救助組織との連携の強化を図っている。
（海上保安庁）
○（社）日本水難救済会に対する救難用物品の貸与、救難
所員への訓練指導、青い羽根募金活動への協力等の支援
を実施している。
（海上保安庁）
○（財）日本海洋レジャー安全・振興協会が行っているＢ
ＡＮ（プレジャーボート救助事業）の更なる活性化のた
めの協力・支援を実施している。
（海上保安庁）
○船位通報制度への参加促進運動を実施した（平成 13〜15
年に延べ約 83,000 隻が参加）。
（海上保安庁）
○測量船・巡視船で観測される海潮流・風等のデータを、
海上保安庁海洋情報部に設置された受信装置に伝送し、
漂流予測に使用するシステムを整備し、漂流予測の精度
向上を図っている（16 年度までに巡視船 28 隻整備）。
（海上保安庁）
○当庁及び各機関で船舶等により取得される海象・気象デ
ータを一元的に収集・処理し、漂流予測や海洋速報等に
活用するリアルタイムデータベースを管理・運用するこ
とにより、漂流予測情報の提供に最も重要な海の流れの
情報を充実させ、毎週水曜日に海洋速報、毎週金曜日に
海流推測図の刊行を可能とした。
（海上保安庁）
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○オンライン漂流予測プログラムについて、3 段階の存在確
率表示、漂流予測計算時に入力するパラメータの追加等
の改良を行い、漂流予測精度の向上を図り、迅速かつ的
確な捜索海域の設定に寄与した。
（海上保安庁）
○漂流予測の精度向上のため、漂流実験や漂流予測の検証
(逆漂流など)を実施し、漂流予測に必要な漂流物体毎の
風圧係数情報を見直すとともに、リアルタイムデータベ
ースのデータを増やす等改良点の抽出を行なっている。
・海上保安庁救助活動実施人数
平成 13 年 8,594 人 → 平成 15 年 9,719 人
（海上保安庁）
○その他の施策も含め、諸施策を総合的かつ強力に推進し
た結果、海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方
不明者数の減少につながった。
・平成 13 年 320 人 → 平成 15 年

298 人
（海上保安庁）

③洋上救急体制の充実

○洋上で発生した傷病者に対し、医師、看護婦等の迅速か
つ円滑な出動等が行われるよう、日本水難救済会を事業
主体として実施している洋上救急事業について、その適
切な運営を図るための指導及び協力を行うとともに、関
係団体と協力し医療機関の参加の促進、医師、看護婦に
対する慣熟訓練を実施した（平成 15 年度出動件数：23 件、
患者 28 人、医師・看護師 50 人
128 箇所

洋上救急協力医療機関：

慣熟訓練：22 回）。
（海上保安庁）

（８）損害賠償の適正化・充実
○油濁損害賠償保障法（以下「油賠法」）の一部を改正した
（平成 16 年４月 14 日）。
・我が国に入港しようとするタンカー以外の一般船舶の
うち総トン数 100 トン以上の外航船舶に対して保障契
約の締結を義務付け
・油賠法改正の概要を記載したパンフレットの作成配布
及びホームページへの掲載による周知徹底
・関係者に対する説明会の実施
（国土交通省）
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（９）科学技術の振興等
①海上交通の安全に関す ○高度船舶安全管理システムの構築
る研究開発の推進

IT を活用した遠隔故障診断技術等新たな安全管理技術
の確立により、機関トラブルの未然防止や安全管理体制の
高度化等海上物流の安全性の向上を図る、「高度船舶安全
管理システムの構築」プロジェクトを、平成 13 年度から
実施している。
（国土交通省）
○新しく導入された浅海用マルチビーム音響測深機の性能
把握のための検討、及び、船底装備とするため実海域の
データ収集を行い運用体制の整備をした（平成 12〜15 年
度）。
（海上保安庁）
○漂流予測に必要な日本周辺海域の海況を正確に把握する
ため、データアシミレーション手法による海況把握の研
究を実施した（平成 10〜13 年度）。
（海上保安庁）
○漂流予測精度の高度化のため、海流・潮流データが少な
い伊豆海嶺付近の詳細な潮流データを、漂流予測モデル
に組み入れるための開発研究を実施した（平成 12〜13 年
度）。
（海上保安庁）
○沿岸域の海難時の捜索救援活動に必要な現在及び近未来
の流況を推定する手法の開発研究を実施している（平成
14 年度〜）。
（海上保安庁）

②海難原因究明のための ○個々の審判で明らかになった海難の原因や態様を大量観
総 合 的 な 調査 研 究 の 推

察し、様々なテーマによって深く掘り下げた分析を行い、

進

その結果をとりまとめた「海難分析集」を平成 13 年度か
ら平成 15 年度末までに 21 回公表し、これを活用した事
業者、団体、教育機関等への海難防止に関する説明会を
同期間内に 58 回実施した。
（国土交通省）
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２

まとめ

我が国の周辺海域において，海難に遭遇した船舶（以下「海難船舶」という。）の隻数の
推移をみると、第２次交通安全基本計画期間（昭和５１年から５５年まで）の年平均隻数
では３，２３２隻であったものが、平成１５年では、２，７３３隻となっており、約２割
減少している。

海難船舶隻数及びそれに伴う死亡・行方不明者数の推移
（人）

（隻）
4,000

500
467

458

448

444

433

海難（隻）
死亡・行方不明者（人）

3,500

400
3,000
339
319
2,500

311

289

283
268
252

300

259

2,000

229
213
200

197

213

204

196
181

1,500

1,000

3,253
3,504

2,978
3,179

2,848
3,245

2,680
2,854

3,355
2,627

3,520
2,568

2,753
2,703

3,196

2,862

2,560
2,512

170

2,490
2,404

157

2,227
2,536

163

2,428
2,251

171

183

200
162

146

2,710
2,767

2,733

100

2,693

500

0

0
昭和51
注

56

61

3

8

13

15年

1 海上保安庁資料による。
2 死亡・行方不明者には，病気等によって操船が不可能になったことにより，船舶が漂流するなどの海難が発生した場合の死亡した操船者を含む。

これを用途別にみると、漁船の海難は１，３８２隻（全体の４３％）であったものが、
９３２隻まで減少したものの、依然として全体の３４％以上を占めており、また、貨物船
の海難は８６４隻（２７％）であったものが３６５隻（１３％）まで減少した。
一方、モーターボート、ヨット等のプレジャーボート及び遊漁船（以下「プレジャーボ
ート等」という。）の海難は３７６隻（１２％）であったものが、１，０５１隻まで増加し、
全体の３８％を占めるに至っている。
このほか、タンカーの海難は、１９９隻だったものが１０２隻に減少し、旅客船の海難
についても７５隻だったものが５９隻まで減少した。
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海難船舶の用途別隻数の推移
（隻）
2,500

貨物船
旅客船
漁船

2,000

タンカー
ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ等
その他

1,500

1,051
932

1,000

500
365
224
102
59

0
昭和51

56

61

平成3

8

13

15年

注 海上保安庁資料による。

このような海難船舶の状況から、ふくそう海域における情報提供・航行管制システムの
整備を始め、海難防止思想の普及、民間団体の海難防止活動の展開、気象・海象情報の提
供の充実等の各種安全対策を計画的に推進してきた成果が認められる反面、プレジャーボ
ート等の海難の増加については、近年の国民の余暇志向の高まりに伴い、マリンレジャー
が急速かつ広範に国民に普及し、運航のための初歩的な知識・技能の不足した運航者の増
加が、その背景にあるものと考えられる。
また、船舶からの海中転落者数の推移をみると、第２次交通安全基本計画期間の年平均
人数では３１３人であったものが、平成１５年では１９１人となっており、約４割減少し
ている。
海難による死亡・行方不明者の数は、第２次交通安全基本計画期間の年平均で４２６人
であったものが、平成１５年では１６２人となっており、約６割減少している。
また、船舶からの海中転落による死亡・行方不明者の数は、第２次交通安全基本計画期
間の年平均で２６８人であったものが、平成１５年では１３６人となっており、約５割減
少している。
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船舶からの海中転落者数及び死亡・行方不明者数の推移
(人)
350
海中転落者数

死亡・行方不明者数

300

250

200

191

150

136
100

50

0
昭和51

56

61

平成3

8

13

注 海上保安庁資料による。

最後に、第７次交通安全基本計画の実施期間中（平成１３年度から平成１７年度まで）
における平成１３年から平成１５年までの「海難船舶隻数およびそれに伴う死亡・行方不
明者数」並びに「船舶からの海中転落者及びそれに伴う死亡・行方不明者数」の推移を見
てみると、次のとおりであるから、第７次交通安全基本計画上の海上交通安全施策は概ね
効果的であると考えられる。
１３年
海難船舶隻数（隻）
死亡・行方不明者数（人）

１４年

１５年

２，７１０

２，６９３

２，７３３

１７１

１８３

１６２

１３年

１４年

１５年

船舶からの海中転落者数（人）

２２３

２０４

１９１

死亡・行方不明者数（人）

１４９

１３８

１３６
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第５章

航空交通

１ 第７次交通安全基本計画の評価
（１）航空交通環境の整備
①交通安全施設の整備

ア

航空保安施設の整備
○運輸多目的衛星（ＭＴＳＡＴ）の整備は、新 1 号機衛
星本体製作を完了し、ロケットを制作中。新 2 号機関
連は、衛星本体製作、ロケット製作及び航空衛星セン
ター整備を実施している。
（国土交通省）
○新規空港の整備に併せ、現行航空保安施設 3 箇所を整
備した。
（国土交通省）

イ

空港の整備
○大都市圏拠点空港の整備を推進する。
・中部国際空港の開港（平成 17 年 2 月予定）
・羽田空港再拡張・沖合展開事業
・関西国際空港二期事業
・成田国際空港整備事業
（国土交通省）
○一般空港等の整備を推進する。
セキュリティ機能の向上等高質化を目的としてハー
ド・ソフトの組み合わせにより整備を行っているとこ
ろである。
（国土交通省）
○バリアフリー化を推進する。
平成15年度に大阪国際空港の段差解消を行ったこと
を始め、その他の空港についても引き続きバリアフリ
ー化の推進を進めていくところである。
（国土交通省）
○空港安全技術の強化を推進する。
現在運航者との意見交換や、本省をはじめ各機関で
調査を進める等して、機能の強化を図ろうとしてい
るところである。
（国土交通省）
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ウ

空港・航空保安施設の耐震性の強化
○航空関係既存施設の補強、管制施設の多重化等の実施
を推進する。
（国土交通省）
○自然災害時等における航空機の安全運航確保のため、
航空交通管制部の代替機能を分散・整備、及び空港管
制機能確保として非常用管制塔・非常用レーダー施設
の整備等の実施を推進する。
（国土交通省）

②航空交通管制にかかる ○航空交通管制区を簡略化するとともに、空域のクラス分
空域の整備

けを行い、各空域における飛行要件や提供されているサ
ービスを明確化した。
（国土交通省）
○航空交通量の増大に対応する航空路の抜本的再編に着手
した。
（国土交通省）

③飛行検査の充実

○老朽化の著しいＹＳ11 型機 8 機のうち 6 機を次世代航空
保安システムにも対応可能な新型機に更新、体制を強化
した。
（国土交通省）
○残る 2 機のＹＳ11 型機を平成 18 年度に更新するため、新
型機購入手続きを進めている。
（国土交通省）

（２）航空機の安全な運航の確保
①航空従事者の技量の充 ○毎年定期的に実施している事業者に対する安全性確認検
実等

査等を通じて、航空従事者の技能の充実等につき指導を
行った。
（国土交通省）

②航空保安職員の教育の ○航空衛星システムを中心とする次世代航空保安システム
充実

等の導入の進展、平成 13 年 1 月に発生したＪＡＬ907 便
ニアミス事故に対応した再発防止、平成 15 年 3 月に発生
したＦＤＰ（飛行計画情報処理システム）障害を踏まえ
た大規模なシステム障害の予防及び障害発生時の的確な
対応等に必要な人材の育成のために、研修コース・カリ
キュラムの見直し、訓練施設の充実・強化を図った。
（国土交通省）
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③航空運送事業者等に対 ○運航整備体制の審査については、国際標準に準拠した安
する指導・監督の実施、

全基準を策定し、明確にするとともに審査体制を強化し

航 空 安 全 確保 体 制 の 強

ている。一方、既存事業者に対しては当該安全基準によ

化 に よ る 需給 調 整 規 制

り策定された運航規程・整備規程等に基づいた運航・整

廃 止 後 の 安全 確 保 の 推

備が実施されていることを毎年安全性確認検査の実施に

進

より確認している。
（国土交通省）

④大型航空機の安全確保 ○衛星を利用した新たな運航方式等については、国際標準
に関する対策の強化

に準拠した承認基準を策定する等、必要な施策を推進し
ている。また、大型航空機を運航する航空運送事業者に
対しては運航規程・整備規程等の諸規程類の審査等を行
う中で、安全運航に必要な要件を適切に定めるよう指導
し、安全性確認検査等を通じて当該規程類の遵守状況等
を確認し、必要な指導を行っている。
（国土交通省）

⑤小型航空機等の事故防 ○自家用操縦士の技量維持に係るガイドラインを発行し、
止 に 関 す る指 導 等 の 強

安全講習にて安全知識の習得、意識の向上を努めるよう

化

に指導している。また、最近の飛行経験を考慮し実技訓
練を実施するように求めている。
（国土交通省）
○平成 16 年度より運用を開始した小型機航空安全情報ネッ
トワーク(小型機 ASI‐NET)の開発を支援し、小型航空機
の運航に関する、ヒヤリ・ハット情報の収集及び周知を
行うことにより小型航空機の事故予防を図っている。
（国土交通省）

⑥外国航空機の安全の確 ○全国各地の空港において、外国航空機への立入検査（ラ
保

ンプ・インスペクション）を実施し、安全運航の状況を
確認している。平成 15 年度には年間 100 件実施した。
（国土交通省）

⑦航空機の運航安全シス ○機能強化型対地接近警報装置等の装備について、国際標
テムの充実

準に準拠し、安全向上に必要な装備の義務化を行ってき
ている。今後国際標準等の動向を踏まえ必要に応じ法令
等の整備など引続き検討していくこととしている。
（国土交通省）
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⑧危険物輸送の安全基準 ○２年毎に改正される国際的な危険物輸送に関する安全基
の整備

準と整合させ、平成 17 年 1 月に所要の安全基準の整備を
図る予定である。
（国土交通省）
○平成 15 年度に「放射性物質等の航空輸送に係る国際輸送
規則の取り入れに関する調査」を（財）原子力安全技術
センターへ委託し、Ｃ型輸送物の需要動向等の調査を実
施した。
（国土交通省）

⑨航空事故原因究明体制 ○航空事故及び航空事故の兆候（重大インシデント）の原
の強化

因究明の調査を迅速かつ適確に行い事故等の再発防止に
寄与するため、航空事故調査官の研修、海外機関との情
報交換等を充実し、事故等調査能力の向上に資するとと
もに、調査研究機器の整備を行い、航空事故調査体制の
強化を図っている。
（国土交通省）

⑩航空交通に関する気象 ○平成 13 年度から平成 15 年度にかけて、大阪航空測候所
情報等の充実

及び那覇航空測候所において空港気象ドップラーレーダ
ーの運用を開始するとともに、離着陸に影響を及ぼす低
高度ウィンドシヤーに関する情報の提供を開始した。
（気象庁）
○平成 15 年 11 月より噴煙の高度によらず航空路火山灰情
報の提供を開始するとともに、国内航空路向けに低高度
を対象とした狭域拡散予測情報の提供を開始した。
（気象庁）

⑪スカイレジャーに係る ○平成 15 年 1 月、航空・鉄道事故調査委員会の航空事故調
安全対策の推進

査報告書を踏まえ、航空局技術部長通達「超軽量動力機
等の安全確保について」を日本航空協会等（関係スポー
ツ団体含む）を通じ、法令遵守の徹底等、安全運航の確
保について周知徹底した。
（国土交通省）
○平成元年から毎年、全国各地で実施されている「スカイ・
レジャー・ジャパン」を通じて、安全啓発等の充実を図
っている。
（国土交通省）
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（３）航空機の安全性の確保
①航空機、装備品等の安全 ○諸外国における技術基準等を踏まえ、耐空性審査要領等
性 を 確 保 する た め の 技

を改正した他、耐空性改善通報等の発行により、我が国

術基準等の整備

の航空機の安全性の確保に努めた。
（国土交通省）

②航空機の安全性に係る ○航空機の安全性に係る情報の電子化及びデータベース化
情報の収集、処理体制の

を促進し、情報収集及び処理体制の強化を図った。

充実等

（国土交通省）

③航空機の検査体制の充 ○国産航空機に対する型式証明等に従事する体制を整備
実

し、型式証明等における設計検査体制の充実を図ったほ
か、航空機検査官に対する研修を制度化して、航空機検
査体制の充実を図った。
（国土交通省）

④航空機の整備審査体制 ○航空機材不具合報告制度等を活用して、適時適切に情報
の充実

の把握に努めるとともに、これらの報告の分析結果等を
通じて、適切な整備方式の確立について、航空運送事業
者等を指導した。また、新規参入事業者等の安全対策に
ついても、整備規程の審査、運航管理施設等の検査を通
じて指導を行った。
（国土交通省）

⑤航空機の経年化対策の ○経年機対策については、航空運送事業者等に対し、技術
強化

的検討を踏まえ、適切に整備を実施するよう指導を実施
するとともに、我が国としても、欧米の動向等を踏まえ
つつ、対策の強化に向けて調査を開始した。
（国土交通省）

（４）救助・救急体制の整備
①捜索・救難体制の整備

○捜索救難本部の情報の収集・処理業務に必要なシステム
の機能の向上を行い、関係行政機関との連絡調整の正確
化・迅速化を図るとともに、情報の共有化を促進し、関
係行政機関間の協力体制の強化を行った。
（国土交通省）

②消防体制及び救急医療 ○国の管理する第1種及び第2種空港の消防体制はＩＣＡＯ
体制の整備

新基準（Ｈ17年1月1日）に合わせ稚内、釧路、仙台、新
潟、高松、松山、高知及び宮崎空港に化学消防車の新規
配備を行うとともに、空港の消防車両の更新時期に合わ
せ大型化学消防車の導入を行った。
（国土交通省）
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○救急医療体制については、年次計画に従い医療用テント
及び医療資器材の更新を行い、老朽化した医療用搬送車
の更新を行った。
（国土交通省）
○救急医療活動の円滑な実施のため、医師会等関係機関と
の訓練体制の強化並びに、職員の応急手当講習の受講を
促進するよう指導した。
（国土交通省）
○成田空港及び関西国際空港については新東京国際空港課
長通知（国空新第 67 号）、関西国際空港・中部国際空港
監理官通知（国空監第 66 号）にて、地方公共団体の管理
する空港については航空局長達（国空管第 104 号平成 15
年 9 月 29 日付）「地方公共団体の管理する空港における
消防及び救急医療体制の整備基準の改訂について」にて、
消防体制、救急医療体制の整備並びに関係機関との訓練
及び職員の応急手当講習の受講等について推進するよう
指導した。
（国土交通省）
③非常脱出確保と非常脱 ○実施状況について安全性確認検査等を通じ確認し、必要
出時の方法の点検

な指導を行っていく。
（国土交通省）

（５）科学技術の振興等
①航空交通の安全に関す ○独立行政法人電子航法研究所においては、航空通信のネ
る研究開発の推進

ットワーク化に関する研究、衛星航法補強システムに関
する研究、自動従属監視に関する研究、空域の有効利用
等を目的とした航空交通の管理手法に関する研究を推進
した。
（国土交通省）

②航空事故の原因究明の ○航空事故及び航空事故の兆候（重大インシデント）の原
た め の 総 合的 な 調 査 研

因究明の調査を迅速かつ適確に行うため、航空機の運航

究の推進

状態を正確に再現する汎用性のある飛行記録解析システ
ムの開発等、総合的な調査研究を推進し、その成果を原
因の究明に反映させてきている。
（国土交通省）
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２

まとめ

我が国における民間航空機の事故の発生件数は、航空輸送が急速に拡大したにもかかわ
らず、多少の変動はあるものの、横ばい傾向を示している。しかしながら、航空事故の性
格上、ひとたび事故が発生した場合、多数の死亡者が生じる可能性がある。

航空交通による事故発生件数，死亡者数及び 負傷者数の推移
（件）

（人）
600

60

事故発生件数
死亡者数

50

500

負傷者数
40
事
故
発
30
生
件
数
20

400

10

100

300

200

0

0
45
注 1
2
3
4
5
6
7
8

死
亡
者
数
・
負
傷
者
数

50

55

60

2

7

12

国土交通省資料による。
各年12月末現在の値である。
日本の国外で発生したわが国の航空機に係る事故を含む。
日本の国内で発生した外国の航空機に係る事故を含む。
事故発生件数、死亡者数及び負傷者数には、機内における自然死、自己又は他人の加害行為に起因する死亡等に係るものは含まない。
死亡者数は、30日以内の死亡者数であり、行方不明者等が含まれる。
昭和46年までは，沖縄県を含まない。
平成14年、15年の負傷者数は、暫定値である。

このうち、第７次交通安全基本計画の実施期間中（平成１３年度から平成１７年度まで）
における平成１３年から平成１５年までの航空事故の動向を見てみると、次のとおりであ
るから、第７次交通安全基本計画上の航空交通安全の施策は概ね効果的であると考えられ
る。
１３年

１４年

１５年

発生件数（件）

２１

３５

１９

死亡者数（人）

１２

１３

１２

負傷者数（人）

１３１

６５

１３

注

平成 14 年、15 年の負傷者数は暫定値である。
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資料１
平

成

１

６

年

３

月

内閣府交通安全対策担当参事官付

「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」
（平成 15 年 3 月 27 日 交通対策本部決定）の推進状況
１

高齢歩行者、高齢自転車利用者等の交通安全対策

(1) ユニバーサルデザインに対応した道路交通環境等の整備
【あんしん歩行エリアを中心とした道路交通環境の整備（平成 15 年度〜）】
交通事故の多発している住居系地区や商業系地区を「あんしん歩行エリア」として約
1,000 箇所指定し、歩行者等の安全通行を確保するため、都道府県公安委員会と道路管理
者が連携して面的かつ総合的な死傷事故抑止対策を講じる。具体的には、歩車分離式信
号の運用、バリアフリー対応型信号機の整備、信号灯器のＬＥＤ（発光ダイオード）化、
道路標識の高輝度化・大型化、歩道の段差・傾斜・勾配の改善、自転車道等の設置、歩
行者等を優先する道路構造の整備を推進する。また、冬季バリアフリー対策についても
行う。

（警察庁

平成 16 年度

162 億円の内数）

（国土交通省

平成 16 年度

10,567 億円の内数）

【共生のまちづくり推進（平成 14 年度〜）】
地方単独独事業として実施するユニバーサルデザインによるまちづくりに対して、地
域活性化事業債（少子・高齢化対策事業）等による財政措置を講じる。
（総務省 平成 16 年度 地方財政措置額 1,550 億円）

【情報通信技術を活用した歩行者支援に関する研究開発】
歩行者等の快適な移動を支援するため、関係機関と連携して、公共交通情報やバリア
フリー情報の移動に必要な情報の携帯端末への情報提供を推進する。
（国土交通省

平成 16 年度

10,567 億円の内数）

【移動支援に関する研究開発（平成 12〜17 年度）】
高齢者等の身体状況に合わせた経路検索ができるバリアフリーマップを開発する。住
宅地区として東京都小金井、観光地区して京都府東山のマップを開発してインターネッ
トで公表している。

（総務省 平成 16 年度 383 億円の内数）

(2) 車両安全対策による歩行者保護等
【歩行者頭部に係る保護基準の導入・安全情報提供（平成 15 年度〜）】

1

資料１
自動車と衝突した歩行者の死亡事故数を低減させるため、自動車のボンネットの衝撃
吸収性に関する基準を設ける作業を進める。また、自動車アセスメント事業において、
自動車の歩行者頭部保護性能に係る評価試験を実施し、ユーザーへの情報提供を行う。
（国土交通省

平成 16 年度

482 百万円の内数）

【通信を活用した先進安全自動車の開発の促進（平成 13 年度〜）】
事故防止を目的として、
平成 20 年頃の実用化を目指す情報交換型運転支援システム（通
信を活用した歩行者・車間、車・車間等の情報交換によりドライバーの運転を支援する
システム）の開発を促進する。平成 16 年度にはシステムの仕様を検討するとともに情報
交換の試行実験を開始する。

（国土交通省 平成 16 年度 180 百万円）

【ノンステップバス認定制度の創設（平成 13 年度〜）】
平成 15 年 3 月「次世代普及型ノンステップバスの標準仕様」を取りまとめた。平成 16
年 1 月「標準仕様ノンステップバスの認定制度」を創設した。

（国土交通省）

【公共交通移動円滑化設備整備費補助金（平成 12 年度〜）】
交通バリアフリー法の趣旨に基づき、高齢者等が公共交通機関を利用しやすくするた
め、ノンステップバス等の導入に対して補助を行うことによりバリアフリー社会の実現
を図る。

（国土交通省 平成 16 年度 1,552 百万円）

(3) 交通安全教育及び広報啓発の徹底
【高齢者宅訪問活動及び交通事故防止のワンポイントアドバイス】
地域の実情に応じて、交通安全教育及び講習等を受ける機会が少ない高齢者に対し、
警察、地方公共団体、交通ボランティア等が連携し、事故多発地帯に居住する高齢者の
家庭訪問による個別指導や、高齢者と日常的に接する機会の多い医療施設や福祉施設等
では、医師等の交通事故防止のワンポイントアドバイス等の交通安全指導を推進してい
る。

（警察庁等）

【高齢者交通安全意識高揚啓発事業（平成 15 年度〜）】
高齢者単独世帯の増加に伴い、家庭を通じた交通安全の啓発が十分に行き渡らない状
況を踏まえ、高齢者の交通安全意識を高めるため、高齢者を中心に、子ども、親の３世
代が一堂に会した場で、交通安全をテーマに交流する「世代間交流事業」を推進すると
ともに、交通安全教室に参加しない高齢者を対象に、出前型により「高齢者世帯訪問事
業」を実施するなど、新しい社会構造に適合した普及啓発活動を行う。
（内閣府

平成 16 年度

64 百万円）

【自転車の安全利用に関する啓発】
平成 16 年春の全国交通安全運動の全国重点の一つとして「自転車の安全利用の推進」
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を定めるなどして、広報啓発活動を推進する。

（内閣府、警察庁等）

(4) 夜間及び薄暮時の交通安全対策
【反射材の着用の推進】
交通安全教育、広報等を通じて、夜間における交通事故防止に効果的である反射材用
品の着用を推進している。

（内閣府、警察庁）

【前照灯の早期点灯の普及】
薄暮時においては交通事故が多いので、都道府県等を通じて前照灯の早期点灯の普及を
推進している。

（内閣府、警察庁）

【道路標識の高輝度化等の推進】
道路標識の高輝度化・大型化及び道路標示の高輝度化を推進する。
（警察庁

平成 16 年度

162 億円の内数）

（国土交通省

平成 16 年度

10,567 億円の内数）

(5) 電動車いす安全対策
【電動車いすの安全利用に関するモデル事業等（平成 14〜15 年度）】
電動車いすに係る交通事故を防止するため、平成 14 年度に電動車いすの安全利用に関
する指導・教育プログラムの研究開発を行い指導者及び利用者手引書を作成した。平成
15 年度には、モデル地区を指定して、手引きを活用した電動車いす安全利用指導者育成
のための研修会及び電動車いす利用者に対する交通安全教育等を実施した。
（警察庁 平成 15 年度
２

8 百万円）

高齢運転者の交通安全対策

(1) 高齢運転者に対する講習等の充実
【高齢者講習（平成 10 年度〜）】
運転免許証の更新を迎える 70 歳以上の高齢者に、実際に自動車等の運転をしてもらう
ことや運転適性検査器材を用いた検査を行うことにより、運転に必要な適性に関する調
査を行い、受講者に自らの身体的な機能の変化を自覚してもらうとともに、その結果に
基づいて助言・指導を行っている。

（警察庁）

【事業用自動車の高齢運転者に対する講習（平成 13 年度〜）】
国土 交通省 監督 のもと 独立 行政法 人自 動車事 故対 策機構 にお いて、 高齢 運 転 者
に対して義務付けられている適齢診断を実施するとともに、適性診断の結果を
踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたバス、タク
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シー及びトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるように指導
する。

（国土交通省）

(2) 他の世代の運転者に対する働きかけ
【政府広報における働きかけ】
テレビ、雑誌、新聞等の各種媒体の政府広報を通じて他の世代に対して、高齢者の身
体機能の変化を理解させ、思いやりのある運転をさせるように働きかける。

（内閣府）

【高齢運転者標識の普及（平成 9 年〜）】
高齢者以外の運転者が、高齢者の身体機能の変化に理解を深め、思いやりのある運転
をすることが重要であることから、高齢運転者標識（高齢者マーク）の普及を図ってい
る。

（警察庁）

(3) 道路交通環境の整備等
【道路交通環境の整備】
付加車線（ゆずりあい車線）の整備、道路照明の増設、道路標識の高輝度化、大型化、
道路標示の高輝度化、信号灯器の LED（発光ダイオード）化等を行うほか、「道の駅」等
の簡易パーキングエリアの整備等を推進する。
（警察庁

平成 16 年度

162 億円の内数）

（国土交通省

平成 16 年度

10,567 億円の内数）

(4) 高齢者を考慮した車両安全対策
【本格的な高齢化社会の到来に向けた車両安全対策総合プラン（平成 16 年度〜）】
高齢者に重点をおいた車両安全対策を推進するため、事故実態調査及び行動分析を行
うとともに、高齢者の知覚向上等を図る新技術の開発を促進する。
（国土交通省
３

平成 16 年度

159 百万円）

市民参加型の交通安全活動の推進及び高齢者保護の強化

(1) 地域社会における交通安全対策
【高齢者交通安全意識高揚啓発事業（平成 15 年度〜）】
１ (3)の事業内容と同様
(2) 交通指導員の資質向上と活性化
【市民参加型の高齢者交通安全普及事業（平成 13 年度〜）】
高齢者及び地域活動に影響のある高齢者交通安全指導員（シルバーリーダー）の指導
力を研修会を通じて向上させることにより、地域における高齢者交通安全学習を普及さ
せる。

（内閣府
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68 百万円）
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(3) 家庭における交通安全対策
【高齢者交通安全意識高揚啓発事業（平成 15 年度〜）】
１ (3)の事業内容と同様
(4) 学校における交通安全対策
【効果的な交通安全教育推進のための研究事業（平成 15 年度〜）】
児童生徒に対して、高齢者や幼児など交通事故の被害者になることが多い年齢層の歩
行者の心理や行動などの特性について理解させ、こうした人達の安全を守るための意識
の醸成を図るなど、効果的な交通安全推進のための研究事業を実施する。
（文部科学省
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平成 16 年度

24 百万円）

