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ま  え  が  き 

 

 

 現代社会は、成人皆免許時代とまでいわれるように、人口の７割以上が運転免許

を有し、自動車の保有も一家に一台から一人に一台の時代へと移り変わる状況であ

ります。さらに運転免許保有者及び自動車保有台数は増え続けており、道路交通環

境や生活環境の多様化などから交通事故の発生する危険に絶えずさらされている状

況であります。 

 このことは美瑛町にも当てはまり、町として数次にわたる交通安全計画を策定し、

関係機関や民間団体の協力のもと、種々の施策の推進を図ってきたところでありま

すが、施策による防止効果が十分発揮されているとは言い難く、交通事故の抑止は

安全施設の充実はもとより、町民個々の安全意識の高揚と事故防止への積極的な協

力を得なければ目的達成は困難であります。よって、人命尊重の理念の下に交通安

全対策全般にわたり、総合的かつ多面的な視野に立って施策を進め、交通安全運動

を強力に推進してまいります。 

 以上のことから、この交通安全計画は平成27年までの５年間に講ずべき、美瑛町

の交通安全に関する施策の大綱を定めたものであります。 
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計画の構想 

 

 

 本町における交通安全のための施策を講ずるに当たっては、美瑛町交通安全条例を基

本に、官民一体となって交通事故撲滅のため、社会の実情に応じた施策を講じていく必

要がある。 

 このような点から、交通安全意識の高揚、交通環境の整備改善に重点を置き、本計画

を作成するものとする。 

 交通安全意識は町民各層にわたる高揚を図り、関係団体・住民組織の協力を求め、効

果的な指導を推進するものとし、特に交通弱者と言われる幼児・高齢者等に対する交通

安全教育を徹底し定着を図る必要がある。交通環境に係る安全対策としては、交通安全

施設の整備、効果的な交通規制について各関係機関の協力を得ながら推進していく。 

 これらの点を中心に町、民間組織、町民が一体となって施策を推進し、交通事故防止

に実効のある施策を推進するものとする。 

 

  



      第１節 道路交通事故のすう勢と交通安全対策の今後の方向 

 

１ 道路交通事故のすう勢 

   本町は、北海道のほぼ中央、旭川市と富良野市を結ぶＪＲ富良野線の中間に位置

し、大雪山国立公園十勝岳連峰の山麓に広がる波状丘陵地帯で、農業を基幹産業と

して発展してきたが、「丘のまち」の景観が全国に認められ、毎年多くの観光客が

訪れている。 

   平成22年（2010）の国勢調査による人口は、10,956人と平成17年（2005）の国勢

調査に比べて672人減少している。 

   道路は、市街地の西側を南北に国道237号線が走り、市街地を中心に複数の道道、

町道が放射状に走っている。道路の延長は、国道が23.8㎞（２路線）、道道109.1

㎞（10路線）、町道686.8㎞（501路線）である。 

   本町の交通事故は、平成元年から観光客の増加とともに増え続け、近年は横ばい

で推移している。平成22年の交通事故発生件数は352件で、うち人身事故件数は35

件、死者数は１人、負傷者数は51人と、前年に比べ事故件数は減少した。 

   近年の交通事故発生状況をみると、中高年から高齢者による事故が増加傾向を示

している。また、事故の発生が、夏期は郊外に多く、冬期は市街地に多いという特

性を示し、夏期においては当事者の多くが町外居住者による観光地型を示し、冬期

は町内居住者による交差点でのものが多いという特徴を持っている。特に近年、外

国人観光客が関わる交通事故の発生件数が増えている。しかし、歩行者や自転車利

用者など交通弱者の関わる発生は少なく、その要因として、幹線道路や通学路の歩

道整備がなされていることや、冬期間の歩道の除雪が整備され車道を歩く歩行者の

減少が功を奏しているものといえる。 

   今後は、道路環境の整備が進み、自動車保有台数の増加や生活、経済活動の24時

間化に伴う道路交通量の変化や車両及び運転者層の多様化などが進み、道路交通環

境を取り巻く状況が全般的に悪化するものと考えられる。 

 

 

 

 



２ 道路交通安全対策の今後の方向 

   ますます厳しくなると見込まれる交通事故状況に適切に対処するためには、交通

安全条例を基に経済社会情勢の変化を踏まえつつ、交通事故の実態に十分対応した

総合的な交通安全対策を積極的に推進する必要がある。 

   この観点から、交通安全意識の高揚を図り、安全かつ快適な道路交通環境の確立、

救急・救助体制の整備等を推進することとする。 

 

            第２節 講じようとする施策 

 

１ 交通安全思想の普及徹底 

（１）生涯にわたる交通安全教育の推進 

    車社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通安全マナーの向上に

努め、相手の立場を尊重する良き社会人を育成することを基本方針とする。この

ため幼児から高齢者にいたるまで様々な機会をとらえ、家庭や学校、職場、地域

などの有機的な連携を図り、交通安全教育を強力に推進する。 

① 幼児に対する交通安全教育 

    幼児に対する交通安全教育は、幼稚園や保育所における教育、または保育の

一環として身近な生活における交通安全の決まりを理解させ、進んできまりを

守り、安全に行動できる習慣や態度を身に付けさせることを目標とする。また、

幼児の発達段階や地域の実情に応じ、幼児の特性を十分配慮し、幼稚園や保育

所、家庭、地域などの連携を図りながら、日常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推進する。これらの指導を効果的に実施するた

めに、映画などの視聴覚教材を利用して分かりやすい指導に努める。また、家

庭においては、保護者が常に幼児の手本となるよう、その意識を高め、交通安

全についての適切な指導や話し合いなどが行われるよう、教本などの資料提供

や広報啓発活動を推進する。 

② 児童生徒などに対する交通安全教育 

     小学校及び中学校の児童生徒に対する交通安全教育は、学校教育の中に明確

に位置づけ、児童生徒の心身の発達段階や地域の実情に応じて、常に安全に行

動できる実践的な態度や能力を養い、積極的に交通安全に貢献できる人間を育



成することを目標に、教育活動全体を通じて計画的かつ継続的に行う。 

   ア 小学校における交通安全教育 

      小学校においては、交通安全のために必要な技能と知識を理解させるとと

もに、安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予測し、これ

を回避して安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とする。 

      特に「道路の安全な歩行と横断」「自転車の安全な利用と点検・整備」「危

険の予測と回避」「交通ルールの意味と必要性」等について重点的に指導す

る。 

   イ 中学校における交通安全教育 

      中学校においては、小学校での指導を一層発展させ、交通安全のために必

要な事柄について実践的な態度や能力を養い、常に的確な判断の下に安全に

行動できるよう必要な技術と知識を習得させるとともに、自己の安全ばかり

でなく、他の人々の安全にも配慮できるようにすることを目標とする。 

      特に「歩行者としての心得」「自転車の安全な利用と点検・整備」「危険

の予測と回避」「標識などの意味」などの知識の習得とそれに基づく態度や

実践能力を高める。 

③ 成人などに対する交通安全教育 

     運転者については、地域や職場における各種講習会を開催するほか、民間交

通安全団体と連携して、運転者としての社会的責任の自覚、歩行者や自転車利

用者の保護、シ－トベルト及びチャイルドシート着用の徹底、二輪車のヘルメ

ット着用の徹底、スピードダウン、危険予測・回避の能力の向上、交通事故の

悲惨さに対する理解、飲酒運転など死亡事故に直結する恐れの高い悪質・危険

な運転や違法駐車の防止などを中心に自発的な安全行動を促すことにより、運

転者としての自覚を高める。また、身近な地域に交通安全意識の高い指導者や

交通安全運動推進者の養成を図る。 

     職場においては安全運転管理者などに対する各種研修会などの積極的参加を

求め、企業内における交通安全運動の推進を図る。 

     地域においては、交通安全対策推進協会などの民間交通安全団体の活動に対

して積極的な支援を行い、それらを通じて交通安全意識の高揚に努める。 

④ 高齢者などに対する交通安全教育 



     高齢化の進展に伴い、増加する高齢者の交通事故を未然に防止するため、身

体特性や行動特性に応じた安全行動の能力を高めるための教育として、関係団

体と連携してすずらん大学、老人クラブなどにおける高齢者安全教室の開催、

高齢者に対する生涯学習活動や福祉活動、各種の催しなどの機会を活用した交

通安全教育を推進する。特に、加齢に伴う身体機能の変化が歩行者または運転

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、夜間の事故防止に効

果の高い夜光反射材の活用について重点的に推進する。また、「高齢者交通事

故防止対策部会」などを通して、交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者の

指導を行う。 

（２）交通安全運動と推進体制の充実・強化 

    交通事故を防止するためには、人命尊重の立場から全ての町民に交通安全思想

の普及徹底を図り、正しい交通ル－ルと交通マナ－の実践を習慣づけ、交通事故

の無い住み良い郷土を築くため、次の事項を町民総ぐるみで推進する。 

① 交通弱者保護の徹底 

   ア 歩行者、特に子どもと高齢者の保護と安全意識の高揚 

      毎月１日・15日の「町民交通安全の日」及び春、夏、秋、冬の交通安全運

動を町民総ぐるみの運動とし、交通安全意識の高揚を図るとともに運転者に

対しても交通弱者保護を徹底する。 

   イ 正しい自転車の乗り方の徹底と自転車利用者の保護 

      交通ルールを守った正しい自転車の利用について、小・中学生、高校生及

び高齢者を対象に安全教育を反復して実施するとともに、車の運転者に対し

ても自転車利用者の保護を徹底する。 

② 交通三悪の絶滅 

   ア 飲酒運転の絶滅 

      車を運転する者はもとより、家族ぐるみ、地域ぐるみで飲酒運転の防止を

推進し、飲酒運転の絶滅を図る。 

   イ 無免許運転の絶滅 

      家庭、職場及び地域ぐるみで無免許運転を追放し、絶滅を図る。 

   ウ 無謀運転の絶滅 

      運転者に対する交通安全教育を通じて、無謀（わき見、過労、居眠り、ス



ピード超過）運転の危険度を認識させ、家庭、職場、地域ぐるみで無謀運

転追放運動を展開し、絶滅を図る。 

③ 走行中の携帯電話の使用及び画像の注視の危険性に関する啓発 

     各種講習会、交通安全運動などの機会をとらえ、走行中の携帯電話の使用及

び画像の注視の危険性について周知徹底を図る。 

④ 交通安全に関する広報の推進 

     町民一人ひとりの交通安全に対する関心と意識を高め、正しい交通ルールと

交通マナーの実践を習慣付けるため、関係機関・団体が緊密な連携のもとに、家

庭や学校、職場、地域などに対し、交通事故の実態を踏まえて、日常生活に密着

した内容で広報を計画的に行う。 

    特に、社会の基本的単位である家庭の果たす役割の大きさから、交通弱者の保

護、飲酒運転の追放などのため、町広報、防災無線、町ホームページなどの家庭

向け広報媒体を積極的に活用し、家庭に浸透するきめ細かな広報の充実に努める。 

    また、各交通安全運動期間中には町広報車を利用し、町内を巡回して効果的な

広報活動を行う。 

（３）交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進など 

① 交通安全対策推進協会の強化 

     交通安全対策推進協会は、交通安全運動の推進母体として、この協会を構成

する関係行政機関及び各種団体を通じて、広く町民の意志を反映させるととも

に、町民の理解と協力のもとに、効果的な交通安全対策を推進する。 

     また、交通安全計画を円滑に実施するため協会の効果的な運営と役割の強化

を図る。 

② 交通安全指導員会の活動強化 

     道路交通状況が悪化する中で、子どもや高齢者などの交通弱者を交通事故か

ら守るために、研修会などによる知識及び技術の習得や警察関係者との連携を

蜜にして効果的な活動を推進する。 



２ 道路交通環境の整備 

（１）道路の整備による交通安全対策の推進 

道路の整備については、事故発生の現況を分析・検討し、事故多発地点、通学

路、その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について、交通安全計画

に基づき、安全・円滑・快適な道路交通の確保を図るため、その整備を推進する。 

（２）交通安全施設等整備事業の推進 

    道路交通安全施設の整備については、事故多発路線、その他緊急に交通の安全

を確保する必要がある道路について、安全で快適な道路交通環境を確保するため

総合的な計画のもとに交通安全施設などを整備する。 

① 信号機の設置 

     交通事故の多発している交差点及び交通事故が発生する危険性の高い場所に

ついては、道路改良を含め信号機の設置を関係機関に積極的に要請する。 

② 道路標識の整備 

     宅地開発や町道などの新設、改良などにより道路の構造及び機能、交通量が

変化しつつある中で、計画的、効果的な整備を行うために、既設の標識を含め

た整合性のある設置を関係機関に要請する。 

③ 道路標示の整備 

     道路改良工事などにより既設の標示が不明瞭な箇所については、補修を強化

し、横断歩道及び歩行者用路側帯標示については学校や幼稚園、保育所への通

学、通園における安全性を確保するために、最重点に整備を進める。 

④ 防護柵の整備 

     路側高の高い箇所及びカ－ブ半径の小さい箇所については、車両などの転落

防止のため、また幅員が狭いため歩道が設置できず、歩行者用路側帯標示だけ

の箇所については、歩行者及び自転車利用者の安全性を確保するために、ガー

ドレール、ガードパイプなどの防護柵の整備を進める。 

⑤ 道路反射鏡の整備 

     町道、農道や住宅などの増加により見通しの悪い屈曲部、交差点については

関係機関と検討し道路反射鏡の整備を進める。 

（３）その他の道路交通環境の整備 

① 駐車対策の推進 



     幹線道路や市街地における無秩序な違法駐車車両を排除し、駐停車禁止など

の交通規制や違法駐車車両及び青空駐車車両の指導取締りを要請するとともに、

住民の意識高揚を図り、道路交通の安全と円滑化に努める。 

② 道路使用の適正化など 

     道路交通の妨害となる看板などの不法占用物件については指導などにより、

その排除を行うとともに不法占用などの防止を図るために、啓発活動を行う。 

 

３ 救急・救助体制の整備 

   交通事故発生の増加に伴い、救助・救急体制の整備は最も重要である。今後は、

救急隊員のより一層の資質の向上を図るとともに、医療機関その他の関係機関との

連携協調体制の強化を図り、事故現場における救急・救助活動体制の整備を推進す

る。 

 

４ 損害賠償の適性化など 

（１）交通事故相談所の活用 

    交通事故による損害賠償などは、近年複雑化し専門的知識が要求されつつある

中で、北海道交通事故相談所などの心配事相談所を事故当事者が積極的に活用で

きるように周知徹底を図る。 

（２）交通災害世帯などの救済 

    交通災害世帯の救済のため、関係機関が緊密な連携を保ち、被害者世帯が各種

社会保障制度を有効に活用できるように周知徹底を図る。 

 

５ 冬期の交通安全の確保 

 冬期間における自動車交通の安全と円滑化、交通事故の解消と歩行者の安全等生

活環境の改善を図るため、除排雪や堆雪スペースの確保など、冬期特性を考慮した

交通環境整備を促進する。 

（１）除排雪の促進 

  ①車道の除雪 

    冬期における安全かつ円滑な道路交通を確保するため、除雪体制の整備を図る

とともに、積雪寒冷地の条件に適した道路構造の改善を図る。また、冬期の交通



確保と併せてより良好な路面確保に努める。特に、市街地においては、排雪や交

差点周辺の除雪を強化する。 

  ②歩道の除雪 

    歩道の除雪は、地元住民の協力のもとに、通学通園路・生活関連道路を優先し

た歩道の確保に努める。 

（２）安全施設の整備 

    吹きだまりなどに伴う交通事故を未然に防止するため、関係機関と連携し防雪

対策を推進する。また、自動車交通量の多い市街地の交差点、急坂路などは特に

スリップ事故の防止のため、凍結防止剤散布などにより良好な路面状況の確保に

努める。また、通行車両の安全と円滑な交通を図るため、懸垂型スノーポールな

どの施設整備を推進する。 

 

  



美瑛町交通安全条例 

 

  （目的） 

第１条  この条例は、交通安全の確保に関する理念と施策の基本を定めることにより、

安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。 

  （町の責務） 

第２条  町長は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、

啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならな

い。 

２  町長は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう、必

要な措置を講ずるものとする。 

３  町長は、前２項に規定する対策の実施にあたっては、警察署その他必要な関係機関

及び団体（以下「関係機関等」という。）と緊密な連携を図らなければならない。 

  （町民の責務） 

第３条  町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに町及び関

係機関等が実施する交通安全対策等に協力する等、交通安全の確保に寄与するよう努

めなければならない。 

  （交通安全教育の推進） 

第４条  町長は、町民の交通安全に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、年代

層又は地域等の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。 

  （広報啓発活動等の実施） 

第５条  町長は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、

必要な情報を提供するものとする。 

  （交通安全運動の実施計画） 

第６条  町長は、交通安全運動の実施計画を策定し、交通の安全に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するものとする。 

  （交通環境の整備等） 

第７条  町長は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設を整備するとともに、

これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。 

２  町長は、前項の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係機関等に対

し、必要な措置をとるよう要請するものとする。 

  （交通安全指導員の委嘱） 

第８条  町長は、町民の交通安全の確保と知識の普及を図るため、交通安全指導員を委

嘱することができる。 

  （団体への助成等） 

第９条  町長は、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動

を推進するため、関係団体に対し助成等の支援を行うことができる。 

  （委任） 

第10条  この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。 

      附  則 （平成13年３月７日条例第１号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


