
提出された意見の集計 

案件名 第１１次豊田市交通安全計画素案 

１ 提出数    ６２通 

郵便     ３通 

FAX      １通 

E-mail   ５８通 

直接持参等  ０通 

２ 意見の内訳 

総数６２通。のべ９５件の意見等がありました。 

項    目 件  数 

1 基本構想に関すること ６件 

2 道路交通環境に関すること ３７件 

3 交通安全思想の普及徹底に関すること ３５件 

4 先端技術の活用及び調査研究の充実に関すること ４件 

5 その他 １３件 



提出された意見と豊田市の考え方 

「基本構想」に関する意見等（一部集約）と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 

１ 関係機関、運転者、歩行者などの責

務を明記してほしい。 

本計画は市が取り組むべき施策に

ついてまとめるものです。それぞれ

の責務については、本計画の策定根

拠である豊田市交通安全条例（平成

12 年 12 月制定）に規定しています。

２ 交通事故死者数を減らすことが最

重要ではないか。 

本計画では交通事故死傷者数の減

少を目標としていますが、重大事故

の傾向を踏まえた対策を意識しな

がら進めて行きます。 

３ 「交通安全対策を考える８つの視

点」に対して「講じようとする施策

の柱」が３つしかないため、それぞ

れつなげて講じるべきでは。 

「８つの視点」と「３つの柱」は対

になっているものではなく、各視点

がいくつかの柱の中で重なり合っ

て講じられるイメージでいます。 

４ 「交通事故ゼロの豊田市を目指し

て」はいつまでを目標にしているの

か。 

究極的な目標として、交通事故のな

い社会を目指す基本理念であり、一

日でも早くたどり着きたい市の姿

を掲げているものであるため、目標

年次が定められているものではあ

りません。あくまで、そこに向かっ

て取り組んでいくための目指す方

向性を示しています。 

「道路交通環境の整備」に関する意見等（一部集約）と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 

１ 抜け道で速度を出させない対策が

必要。 

幹線道路網の整備を推進し、生活道

路から幹線道路への流動転換を促

進するとともに、生活道路における

ゾーン３０を始めとした抜け道利

用及び速度抑制対策を引き続き進

めてまいります。 



２ 歩道整備に関して、歩道を設置する

基準を設けてほしい。 

生活道路の歩道設置については多

くの要望をいただいていますが、現

在は通学路のうち交通事故の危険

度が高い区間や利用人数が多い区

間を中心に、順次歩道設置を進めて

います。また、この他に商業施設や

就業施設、宅地等の整備により交通

状況が大きく変化し、歩道が必要と

なった区間についても、地域と協力

しながら歩道設置を進めています。

３ ４ｍ未満の狭い道路には、２ｍの隅

切の用地費などの補助を設けるべ

き。 

狭あい道路の本線については寄付

により用地確保を進めています。隅

切りについても道路後退と同時に

地権者の同意が得られる場所につ

いては、寄付により用地確保を進め

ています。 

４ 横断歩道付近の街路樹を伐採すべ

き。 

街路樹が横断歩道の見通しを阻害

していることを確認した場合は、関

係部署に伐採、せん定を要請してま

いります。 

５ こども園や学校周辺の道路整備に

ついて、地域住民などの意見を取り

入れて改善をしてほしい。 

通学路については、毎年、学校や地

域からいただいたご意見を関係者

（教育委員会、県公安委員会、道路

管理者等）で共有し、危険箇所の改

善を進めております。このうち、交

通事故の危険度が高い区間や利用

人数が多い区間では、順次歩道設置

を進めています。また、こども園周

辺を含む歩行者の安全確保が必要

な区間では、地域のご意見を踏ま

え、地域と協力して必要な対策を進

めています。 

６ 歩行者の横断意思を明確にするた

め、意思を簡易に表示できるシステ

ムなどの導入を検討されたい。 

ドライバーに歩行者の横断意思を

ＬＥＤの点滅により明確に示す「押

しボタン式横断者明示標識（製品

名：ぴかっとわたるくん）」の整備

を進めています。 



７ カーブミラーなどを適切に配置し

てほしい。 

地域等の要望に基づき、見通しの悪

い交差点等に随時設置しています。

８ 危険箇所について、優先順位をつけ

て対応しているかを見えるように

計画を共有してほしい。 

当計画のアクションプランに示し、

それらを確実に実行することによ

り、優先度の高い交通危険箇所の解

消を図ってまいります。 

９ 学校の周辺や狭い道路が多い箇所

にゾーン３０をもっと導入してほ

しい。 

ゾーン３０は地域等の要望に基づ

き、導入の可否は県公安委員会が判

断しています。市としては生活道路

の安全確保に向けた有効な対策と

考え、より多くの区域が対象となる

よう引き続き要望していきます。 

１０ 横断歩道を目立たせるために色を

変えるなどしてほしい。 

通学路や大規模公園周辺など、こど

もが多く横断する横断歩道を優先

的にカラー舗装による明確化を引

き続き行ってまいります。 

１１ 歩行者が気づきにくいため、街灯を

もっと設置してほしい。 

地域等の要望に基づき、駅周辺など

夜間の歩行者交通量が極めて多い

市街部については、大型の道路照明

灯は設置が可能です。なお、夜間に

おける防犯を目的とした自治防犯

灯による対応も可能ですが、設置・

管理は自治区となります。 

１２ 事故が多発する箇所を重点的に対

策してほしい。 

引き続き、豊田市交通事故多発地点

対策計画に基づき、交通事故データ

等を活用し、交通事故多発地点や危

険箇所を特定し、効果的・効率的な

事故対策を推進していきます。 

１３ 歩道橋よりアンダーパスを設置し

てほしい。 

歩行者用立体横断施設の選定につ

いては、現地の状況、建設費用及び

維持管理費などを考慮し、利用しや

すい施設となるよう総合的に判断

しています。 



１４ 街路樹がもたらす効果もあるため、

適切に配置をしてほしい。 

道路整備時に路線状況や地域特性

を踏まえ、街路樹を設置しておりま

すが、交通の支障となる既設街路樹

については随時、伐採やせん定をし

ております。 

１５ 歩行者が道路を無理に横断できな

いように対策してほしい。 

標識による乱横断の防止啓発や歩

道の縁石を越えての横断を防止す

るための横断防止柵設置などの対

策を進めています。 

１６ 事故を防ぐため道路環境に力を入

れてほしい。 

当計画のアクションプランの確実

な実行により、安全な道路環境の整

備を進めてまいります。 

１７ 自転車通行空間（矢羽根型路面表

示）が無理やり整備されている道路

があると感じるため、適切に歩行

者・自転車・自動車が分離できる対

策が求められる。 

自転車は車両の仲間で、車道通行が

原則です。歩行者の安全確保、自転

車の交通事故削減を図るため、自転

車通行空間の整備を始め、自動車や

自転車への意識啓発等により、安全

で快適な自転車利用環境の総合的

な整備を推進していきます。 

なお、矢羽根型路面表示は、自転車

交通事故の多い路線において、自転

車の通行位置（車道）を明示したも

のであり、限られた道路空間を自動

車、自転車が互いに思いやり、ゆず

りあって通行していただくことが

必要と考えます。 

１８ サイクリングロードの整備をもっ

と進めてほしい。 

サイクリングロードの整備につい

ては、豊田市自転車活用推進計画を

踏まえ、明治用水や枝下用水の耐震

化事業に合わせ、関係機関と連携を

図りつつ、自転車道の安全性や走行

環境を向上させるための整備検討

をしていきます。 

１９ 渋滞情報の提供や通勤時間をずら

すなどの工夫をお願いしたい。 

公共交通や自転車などを利用した

エコ通勤を推奨するといった取組

を企業に呼び掛けています。 



２０ 公共施設に公共交通機関で行ける

ように、広大な市域にふさわしい公

共交通の整備が必要。また、バス停

が身近にあり、安価で利便性の高い

ものにしてほしい。 

公共交通の整備については、公共交

通基本計画に基づき、総合的な公共

交通ネットワーク最適化の検証を

行う中で、必要性を検討していきま

す。また、地域や利用者の実情に合

わせ、バスだけでなく、タクシーや

ボランティア輸送など様々な移動

手段を組み合わせることで、利便性

を高めていきます。 

２１ 店舗の宣伝用の旗が歩道に飛び出

していて、視界が悪いところがある

ので対策してほしい。 

道路交通に支障をきたす場合は、関

係機関が連携して、道路管理者が是

正を図っていきます。 

「交通安全思想の普及徹底」に関する意見等（一部集約）と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 

１ 自転車をはじめ、小学生に対する交

通安全教育の機会を増やしてほし

い。 

交通安全学習センターにおいて、段

階に応じた自転車講習を実施して

いるほか、親子で参加することがで

きる自転車安全利用講習会などを

開催しています。 

２ 高齢者も交通安全学習センターで

学びなおす機会があるとよい。 

高齢者クラブなどの単位で、交通安

全学習センターの講習を受講する

ことができます。また、自動車教習

所と連携した高齢者運転技術講習

会を開催することで、運転技術の再

教育や意識向上を図っています。 

３ トラックやバス、タクシー業界で推

進している「デイライト推進活動」

を取り入れたらどうか。 

デイライト搭載車が普及しつつあ

るほか、ヘッドライト類の常時点灯

のデメリットも調査する必要があ

ります。まずは薄暮時だけでなく荒

天時など、状況に応じた「早めのラ

イト・オン」を呼び掛けていきます。

４ 市の広報で交通安全の取組や事故

の情勢などをもっとＰＲすべきで

はないか。 

市の広報媒体のほか、豊田市交通安

全市民会議の広報紙、ホームページ

などを活用したり、随時、交通安全

イベントなどを開催したりして、情

報発信をしていきます。 



５ ドライバーに対して、交通ルールを

遵守するよう、教育を充実してほし

い。特に、信号機のない横断歩道に

歩行者がいるとき、一時停止しない

ドライバーが多く見られる。 

運転免許資格取得時に得た基本的

な交通ルールを再認識してもらい

ながら、現在市で取り組んでいる

「歩行者保護モデルカー活動」や

「とまってくれてありがとう運動」

と言った、特定のテーマの取組を推

進することで、交通ルールを想起さ

せるわかりやすい啓発につなげて

いきます。 

６ 自転車が歩道を危険な運転をして

いるのを見かけるため、自転車への

啓発を強化してほしい。 

市自転車条例の制定を機に、自転車

安全利用やヘルメットの着用、自転

車保険の加入などについて、街頭や

高校などで啓発を実施しています。

自転車の安全利用の推進がより図

られるよう、引き続き取組を進めて

行きます。 

７ 一人一人が交通ルールを守ったり

モラルを高めたりする教育や啓発

が必要。 

「歩行者保護モデルカー活動」や

「とまってくれてありがとう運動」

をはじめ、地域や企業・学校といっ

た多くの主体が関わる取組を通じ

て、一人一人の意識の向上につなげ

ていきます。 

８ ヘルメットの購入補助が出れば、着

用者も増えるのでは。 

令和３年度から自転車乗車用ヘル

メット購入費の補助を実施してい

ます。 

９ 二輪車のマナーが良くないと感じ

ているので安全講習を強化してほ

しい。 

本計画において、二輪車の安全運転

講習の観点は盛り込んでいないで

すが、警察が取り組んでいる講習な

どの情報周知などを実施していき

たいと考えています。 

１０ チャイルドシートの重要性につい

て、しっかり啓発をしてほしい。 

比較的着用率の高くなっているシ

ートベルトと併せて、チャイルドシ

ートが正しく着用されるよう、保護

者をはじめ、子育てに関わる周囲に

いるドライバーにも啓発していき

ます。 



１１ 高齢者が免許証を自主的に返納す

るよう推進してほしい。 

県が実施している「高齢者交通安全

サポート制度」の普及拡大を図るた

め、制度に参加するサポート企業を

増やすための取組を推進する中で、

高齢者が自主返納しやすくなるよ

う、周知を図っていきます。 

１２ 横断歩道以外の場所を横断しない

など、歩行者も交通ルールを守るよ

う取り組んでほしい。 

ドライバーだけに歩行者保護を求

めるのではなく、歩行者に対して

も、各種啓発を通じて、自らの安全

行動を促すための取組を推進して

いきます。 

１３ 高齢者の夜間の歩行の際には反射

板を付けてもらうように呼び掛け

る。 

夜間歩行時の反射材や携帯ライト、

明るい服装を着用することの有効

性について、「高齢者交通安全防犯

世帯訪問」をはじめ、高齢者向けの

啓発活動において周知をしていき

ます。 

１４ 交通安全のイベントを地域単位で

開催するとよいのでは。 

コロナ禍の状況を踏まえながら、今

後各地区で開催される行事等に出

向くことで、きめ細かな啓発活動も

実施していきたいと考えています。

１５ 各地区に「交通安全長」をつくる。 各自治区の「交通安全委員」や高齢

者クラブから選任された「高齢者交

通安全アドバイザー」の制度がそれ

にあたると考えています。 

「先端技術の活用及び調査研究の充実」に関する意見等（一部集約）と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 

１ 事故の発生実態やヒヤリ・ハットの

調査結果の詳細な解析と、安全意識

の高い市民の実感を踏まえた対策

が必要。 

ヒヤリハットデータに基づき選定

した箇所において、交通事故予防の

観点から先行して対策を実施する

ことで、事故抑止を図ってまいりま

す。 



２ 歩行者分離がある箇所とない箇所

があり、わかりにくいため、すべて

分離にするか斜めも横断歩道にし

て差別化してほしい。また、ラウン

ドアバウトなどの導入も検討して

ほしい。 

学校や駅周辺など、終日、歩行者や

車両の交通量が多い交差点におい

ては、地域等の要望に基づき、市か

らも県公安委員会に導入を要望し

ていきます。 

ラウンドアバウトについて、現状市

での整備計画はありません。整備に

は多くの用地確保が必要などとい

った課題があるため、引き続き事例

研究などを進めていきます。 

３ 横断歩道は立体に見えるようにし、

横断歩道付近のサイドラインを赤

くし狭めて、減速させるようにす

る。例えば、電波出して車載器で受

信したら減速させるなど、歩行者が

いれば自動的に減速するような仕

組みが必要。 

横断歩道の視覚的立体化は県公安

委員会と導入に向けた協議を進め

ています。また、自動運転支援を見

据え、交通安全分野でのスマートポ

ール実証実験を進めています。 

その他の意見等（一部集約）と市の考え 

No 意見等の概要 市の考え 

１ スピード違反取締カメラや交通違

反取締カメラなど、カメラ監視によ

る取締を行ってほしい。カメラは設

置されていることを見えるように

すれば、違反を抑制できる。 

交差点部へのカメラの設置は、警察

において設置管理されるものと認

識しています。 

２ 横断しようとする人のニーズが多

い場所への横断歩道設置をしてほ

しい。 

学校や駅周辺など、終日、歩行者や

車両の交通量が多い道路において、

地域等からの要望に基づき、市から

県公安委員会に横断歩道の設置を

要望していきます。 

３ 高齢者ドライバーには免許更新時

に講習と検査をしてほしい。 

運転免許制度として、70 歳以上の高

齢ドライバーに対しては、免許更新

時の高齢者講習の受講を、また 75

歳以上の高齢ドライバーに対して

は、同じく免許更新時に認知機能検

査も義務付けられています。 



４ 住宅地区でのスケートボード対策

が必要。 

道路・歩道上の走行は歩行者をはじ

め、車両等と接触する危険性がある

ため、適切な場所で利用するなど、

関係機関と連携して呼び掛けてい

く必要があると考えます。 

５ 全ての信号に時差式の右折矢印信

号を設置してほしい。 

地域等からの要望に基づき、右折進

行の多い信号交差点においては、歩

車の分離と渋滞緩和の観点から、市

から県公安委員会に横断歩道の設

置を要望していきます。 

６ 法令順守や安全に行動せざるを得

ない環境の整備が必要。 

周辺住民の理解が得られる道路に

おいては、速度抑制や確実な停止を

促すハンプや狭さくなどの物理的

な速度抑制施設の設置などの検討

を進めています。併せて、警察によ

る取締りも要請していきます。 

７ 計画の内容を迅速に進めてほしい。 掲載関連事業の進捗管理のための

行動計画として、「交通安全アクシ

ョンプラン」を毎年度策定し、事業

を実施していきます。 

８ 事故歴のある人が車を新規購入す

る時には自動ブレーキ機能を必須

にしたらどうだろうか。 

購入できる車両を限定するには、法

律の整備が必要だと思われます。全

国的な動きとなりますが、令和３年

11 月以降に販売される新型車には

衝突被害軽減ブレーキの義務化が

始まるなど、今後は安全装置を搭載

した車両が増えていくと思われま

す。 


