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Ⅰ　総論 Ⅰ　総論

　１　交通事故の現状 　１　交通事故の現状

　　（１）道路交通事故 　　（１）道路交通事故 (市)市民生活課 1
　　（２）踏切事故 　　（２）踏切事故 (市)市民生活課 2
　２　重点施策 　２　重点施策

　　（１）高齢者の交通事故防止 　　（１）高齢者の交通事故防止 (市)市民生活課 3
　　（２）歩行者及び自転車の安全確保 　　（２）歩行者の安全確保及び自転車の安全利用の推進 (市)市民生活課 3
　　（３）シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底 　　（３）その他の課題 (市)市民生活課 3
　　（４）飲酒運転の根絶

Ⅱ　重点施策 Ⅱ　重点施策

　第１章　高齢者の交通事故防止 　第１章　高齢者の交通事故防止

　　１　教育・啓発の推進 　　１　教育・啓発の推進

(県)県民生活課 4

(市)市民生活課 4

(県)県民生活課 4

(市)市民生活課 4
　　（３）地域・家庭ぐるみの交通安全運動の推進 　　（３）地域・家庭ぐるみの交通安全運動の推進 (市)市民生活課 5
　　（４）安全意識・保護意識の啓発強化 　　（４）安全意識・保護意識の啓発強化 (市)市民生活課 5
　第２章　歩行者及び自転車の安全確保 　第２章　歩行者の安全確保及び自転車の安全利用の推進

　　１　歩行者及び自転車の安全で快適な通行のための環境の整備 　　１　歩行者及び自転車の安全で快適な通行のための環境の整備

　　（１）歩行空間の整備・改良 　　（１）歩行空間の整備・改良 (市)土木総務課 6
　　２　事故防止対策の推進 　　２　事故防止対策の推進

　　（１）自転車利用環境の総合整備 　　（１）自転車利用環境の総合整備 (市)土木総務課 6
　　（２）自転車利用環境の創出 　　（２）安全で快適な自転車利用環境の創出 (県警)交通部 7
　　３　教育・啓発の推進 　　３　教育・啓発の推進

　　（１）効果的な交通安全教育の推進 　　（１）効果的な交通安全教育の推進 (市)市民生活課 7
　　（２）交通安全運動を通じた意識啓発 　　（２）交通安全運動を通じた意識啓発 (市)市民生活課 7
　第３章　シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底 　第３章　その他の課題

　　１　着用意識の普及啓発 　　１　シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底 (市)市民生活課 8
　第４章　飲酒運転の根絶 　　２　飲酒運転の根絶

　　１　広報・普及活動の強化 　　（１）運転者への働きかけ (市)市民生活課 9
　　（１）運転者への働きかけ 　　（２）飲食店等酒類提供者への働きかけ (市)市民生活課 9
　　（２）飲食店等酒類提供者への働きかけ 　　（３）その他 (市)市民生活課 9
　　（３）その他

　　（１）高齢者の交通安全教育の充実 　　（１）高齢者の交通安全教育の充実

　　（２）高齢運転者対策の推進 　　（２）高齢運転者対策の推進

R2計画構成 R3計画構成 担当機関・部署
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R2計画構成 R3計画構成 担当機関・部署

Ⅲ　分野別の施策 Ⅲ　分野別の施策

　第１章　道路交通環境の整備 　第１章　道路交通環境の整備

　　１　道路・交通安全施設等の整備による交通安全の推進 　　１　道路・交通安全施設等の整備による交通安全の推進

新潟国道事務所 10

(県)県民生活課 12

(県警)交通部 11

(市)土木総務課 10～11

(市)道路計画課 10～11

新潟国道事務所 12

(県警)交通部 12

(市)土木総務課 12

(県警)交通部 13

(市)土木総務課 13
　　２　総合的な駐車対策の推進 　　２　総合的な駐車対策の推進

　　（１）自転車駐車対策の推進 　　（１）自転車駐車対策の推進 (市)土木総務課 13
　　（２）違法駐車対策の推進 　　（２）違法駐車対策の推進 (市)市民生活課 14
　　３　交通需要マネジメント(ＴＤＭ)による交通事故防止対策の推進 　　３　交通需要マネジメント(ＴＤＭ)による交通事故防止対策の推進

　　（１）交通システム高度化事業 (市)都市交通政策課 14～15
　　（２）生活交通確保維持・強化事業 (県警)交通部 14～15

(市)都市交通政策課 15

　　４　その他の道路交通環境の整備 　　４　その他の道路交通環境の整備

　　（１）道路利用者の視点を生かした道路環境の整備 　　（１）道路利用者の視点を生かした道路環境の整備 (県警)交通部 15
　　（２）住民との協議による交通安全の推進 　　（２）住民との協働による交通安全の推進 (県警)交通部 16
　　（３）子どもの遊び場等の確保 　　（３）踏切道の交通安全対策の推進 (市)道路計画課 16

　　（４）子どもの遊び場等の確保 (市)公園水辺課 16

　　（３）交通安全緊急施設整備の実施 　　（３）交通安全緊急施設整備の実施

　　（３）公共交通の利便性向上

　　（１）歩道整備・交差点改良・交通安全施設等の整備 　　（１）歩道・自転車走行空間・交通安全施設等の整備及び交差点の改良

　　（２）ゾーン30の推進による人優先の安心・安全な歩行空間の創出 　　（２）ゾーン30の推進による人優先の安心・安全な歩行空間の創出

　　（１）公共交通の利便性向上と利用促進

　　（２）地域における生活バス路線の確保
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R2計画構成 R3計画構成 担当機関・部署

　第２章　交通安全思想の普及啓発 　第２章　交通安全思想の普及徹底

　　１　段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 　　１　段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

(県警)交通部 17

(市)市民生活課 17

(県)県民生活課 18

(県警)交通部 19

(市)市民生活課 18

(教育)学校支援課 18

(県警)交通部 20

(市)市民生活課 20

(県警)交通部 21

(市)市民生活課 20
　　２　効果的な交通安全教育の推進 　　２　交通安全に関する普及啓発活動の推進

　　　　（１）安全意識・保護意識の啓発促進 (市)市民生活課 21

(県)県民生活課 22

(市)市民生活課 22

　　　　（３）車両の安全性の確保に向けた取り組みの推進 新潟運輸支局 22

　　３　地域社会における交通安全意識の高揚 　　３　効果的な交通安全教育の推進

　　（１）地域，家庭，学校等における交通安全教育の推進 　 　　　　（１）年齢層に応じた体験型交通安全教育 (県警)交通部 23

(市)市民生活課 23
　　（２）効果的な広報の実施 　　　　（２）交通安全指導者の養成 (県)県民生活課 23～24

(県警)交通部 23

(市)市民生活課 23
　　４　交通安全に関する普及啓発活動の推進 　　４　家庭・学校・地域等における交通安全意識の高揚

　　（１）交通安全運動等の推進 　　（１）交通安全運動等の推進 (市)市民生活課 25
　　（２）交通安全功労者に対する感謝状贈呈式の開催 　　（２）家庭・学校・地域等と一体となった交通安全教育の推進 (市)市民生活課 25～26

　　（３）効果的な広報啓発の推進 (市)市民生活課 26
　　（４）交通安全功労者の表彰 (市)市民生活課 26

　第３章　道路交通秩序の維持

　　１　暴走行為をさせないための環境づくりの促進

　　（１）県の実施する暴走族対策活動

　　（２）市の実施する暴走族対策活動

　第４章　救助・救急活動の充実 　第３章　救助・救急活動の充実

　　１　救助・救急環境の整備拡充 　　１　救助・救急環境の整備拡充

　　（１）応急手当の知識普及・啓発活動 　　（１）応急手当の知識普及・啓発活動 (消防)警防課 27

　　（１）幼児に対する交通安全教育 　　（１）幼児の交通安全教育

　　（４）高齢者に対する交通安全教育 　　（４）高齢者の交通安全教育

　　（１）年齢層に応じた体験型交通安全教育

　　（２）交通安全指導者の養成

　　（２）児童生徒に対する交通安全教育 　　（２）児童生徒の交通安全教育

　　（３）成人等に対する交通安全教育 　　（３）成人等の対する交通安全教育

　　　　（２）暴走行為等の防止に向けた広報啓発の促進
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R2計画構成 R3計画構成 担当機関・部署

　第５章　交通事故被害者対策の推進 　第４章　交通事故被害者等対策の推進

　　１　交通事故被害者対策の充実・強化 　　１　交通事故被害者等支援の充実

　　（１）県の実施する交通遺児支援事業 (県)県民生活課 28

(市)市民生活課 28
　　（２）市の実施する交通遺児支援事業 　　（２）自助グループ活動の支援 (市)市民生活課 29
　　（３）自助グループ活動の支援 　　（３）新潟県交通災害共済の加入促進 (市)市民生活課 29
　　２　交通事故相談の活動強化 (県)県民生活課 29
　　（１）県の実施する交通事故相談活動 (市)市民生活課 29
　　（２）市の実施する交通事故相談活動

Ⅳ　踏切道の安全についての施策

　　１　踏切道の立体交差及び構造改良の促進

　　（１）交通遺児等の支援

　　２　交通事故相談の充実
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