
第11次知多市交通安全計画（案）のパブリックコメント実施結果

１　意見募集期間　　令和３年12月23日（木）～令和４年１月27日（木）

２　意見の提出方法　書面で直接、郵送、ファックス又は電子メール

３　意見の提出者数　5人（23件）

№ ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

1 - 全体について 　全体としては、もれなく運動のありかたについて、言及
されている。

2 - 全体について 　知多市の交通事故をはじめ、交通情勢を知る機会を得ら
れて良かったです。
　安全計画の施策は幅広く講じられて（言及されて）いる
と思います。

3 - 全体について 　施策のいたるところで実施部署を含めた‘関係機関と協
議･･･’とうたっている通り、関係部署の実行が重要で
す。 （我々には、関係が判る図が備考にあると良かった
が）

　引き続き、市組織の関係部署や警察等の関係機関との協力関
係構築に努め、効果的な施策の展開に努めてまいります。
　交通安全対策には、多岐に渡る施策や社会の変化への対応が
求められます。そのため、全体の相関図につきましては、各関
係機関が状況に応じて柔軟に連携することができるよう記載し
ていませんが、いただいたご提案は今後の参考とさせていただ
きます。

　交通安全は、全ての市民に関わることですので、引き続き、
市民の皆様にとって分かりやすい計画の策定を心掛け、必要な
施策を中心に、各事業の価値を高められるよう、努めてまいり
ます。
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№ ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

4 5 ２　道路交通情勢状況
(1)人口及び車両保有台
数

　もう少し詳しく記載すべきでは。
例えば、「人口は、Ｈ28年度より徐々に低下し、Ｒ２年
度は、Ｈ28年度に比べ0.9％低下。車両保有台数は、Ｈ28
年度から毎年増加してＲ１年度にはＨ28年度対比で　％
増加しているが、Ｒ２年度はＲ１年度対比　％減少になっ
ている。」

　要点を端的に示すため、簡易な表現としていましたが、ご提
案を受け、次のように記載内容を改めます。

⇒平成２８年度と令和２年度を比較すると、人口は８５，８４
７人から８５，０６１人の約０．９パーセントの減少に対し、
車両保有台数は５７，７４８台から５８，４７０台の約１．３
パーセントの増加となっています。

5 5 ２　道路交通情勢状況
(2)運転免許人口

　もう少し詳しく記載すべきでは。
例えば、「免許人口計では、Ｈ28年度より減少傾向。免
許取得率は、Ｈ28年度70.1%からＲ２年度70.6%に増加し
ていることから、人口減少により免許人口が減少してい
る。」

　この項目の要点は「運転免許人口」であるため、要点を端的
に示すため、簡易な表現としています。

6 6、11 4　交通安全教室の実施
状況
2　交通安全思想の普及
徹底

　交通安全教室の実施がＲ２年度に急減しています。その
総括がされていませんが、今後具体的数値を挙げて実施さ
れたい。

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、交通安全教室の実施を一部中止したため、急減となってい
ます。
　現在も感染症拡大の状況が続いているため、今後の具体的な
実施回数等を示すことは困難ですが、可能な限り多く実施でき
るよう、ウィズコロナを念頭に、実施内容や実施方法などを工
夫してまいります。

7 7 5　救急事故出動状況 　もう少し詳しく記載すべきでは。
例えば、「・・交通事故は、Ｈ28年度6.9％から徐々に低
下し、Ｒ2年度には約5.1％に低下しています。」

　要点を端的に示すため、簡易な表現としていましたが、ご提
案を受け、次のように記載内容を改めます。

⇒このうち、「交通事故」が全体に占める割合は、平成２８年
度の約６．９パーセントから徐々に低下し、令和２年度には約
５．１パーセントとなりました。
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№ ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

8 9 1　道路交通環境の整備
(3)生活道路における交
通安全対策の推進

　市内のモデル団地を設定して、安全推進を図るとよい。
小生の居住する東部地区八幡台は団地内制限時速30kmで
あるが、取り締まりもなく遵守はない。また、団地内は車
庫証明制度が疑問のように、道路上駐車が常態化してい
る。

　現在のところ、モデル地区等の設定の予定はありませんが、
制限時速30kmである箇所での取締りの強化などを警察に働きか
けます。
　また、路上駐車が常態化している箇所の改善のため、情報提
供に基づき、パトロール等の実施に努めます。

9 9 同上 　施策の成果が出ること難しい。一例をあげてみると、町
内(ゾーン３０地域)で‘通学時の交通立哨’をしている
はなから、 40～50km/hの車が、数年前から無くなってい
ない！
⇒こんなケースで、我々は何ができるでしょうか？！

　制限時速30kmである箇所への取締りにつきましては、№8の
とおりです。
　地区での取組としては、地区内での注意喚起を行うことなど
が挙げられます。個人でもできることは限られますが、そのよ
うな違反車を見かけた際は、警察へご相談いただくなどご協力
をお願いいたします。

10 9 1　道路交通環境の整備
(4)高齢者、障がい者等
の移動手段の確保・充実

　運転免許証の自主返納は大きな問題である。75歳以上
については、無料あいパスは申請待ちでなく自動交付とし
て欲しい。また、行政区分と生活圏区分が違うので、特に
東海市らんらんバスとの相互乗り入れか共通券の発行を願
う。

　バス利用時、本人確認をするために、無料あいパスには顔写
真が必要となります。そのため、窓口で身分証明等によるご本
人確認をさせていただき、顔写真の撮影、利用方法の説明をし
た上で発行しているため、年齢到達に伴う自動交付ではなく、
原則として窓口での手続きをお願いしています。
　広域的なバス利用につきましては、コミュニティ交通（あい
あいバス）の一部のバス停で東海市のらんらんバスや阿久比町
のアグピー号と相互に利用できるようになっています。今後も
市民の移動ニーズを参考に検討してまいります。

11 9 同上 　移動手段の現状が、自主返納のサポートになっているの
か、自主返納の障害になっているのか、高齢者、障害者の
満足度調査なども実施し、移動手段の確保・充実する必要
があるのでは。

　高齢者、障害者も含めた市民の移動ニーズを調査し、コミュ
ニティ交通（あいあいバス）、民間の路線バス、タクシーな
ど、既存の公共交通が連携した、効率的で利便性の高い公共交
通網の構築に努めます。また、地域の実情に合わせた新たな交
通手段の導入を地域とともに進め、市民の移動手段の確保・充
実を図ってまいります。
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№ ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

12 9 同上 　あいあいバスの充実（運行本数増など）が不可欠。”市
民の足”となるよう期待します。

　あいあいバス、民間の路線バス、タクシーなど、既存の公共
交通が連携した、効率的で利便性の高い公共交通網の構築に努
めます。

13 10 1　道路交通環境の整備
(5)踏切等における交通
安全対策の推進

　「踏切の除却」の意味が分かりにくい、平易に記載して
ください。

　市内の一部の踏切に安全上の課題があると考えられるため、
「踏切の除却」という記述をしていましたが、この表現では、
踏切等における交通安全対策としては、方法を限定した記述と
なってしまうため、次のように記載内容を改めます。

⇒踏切等における事故防止のため、状況に応じた交通安全対策
を関係機関と協議します。

14 10 同上 　踏切の除却は市民の生活道路を奪うことになるのでは…
警報器・遮断器の設置の方向で検討されるのが良いと思
う。

　除却に限定せず、踏切等における事故防止のため、状況に応
じた交通安全対策を関係機関と協議します。

15 10 1　道路交通環境の整備
(6)効果的な交通規制の
推進
ウ　事故多発地域におけ
る重点的交通規制

　事故多発地域の場所を明らかにし、各場所の対策を明確
にすべきでは。
　また、場所を明らかにすることは、多くの人の注意を呼
ぶことにもなるのでは。

　本計画は、交通安全対策を総合的に推進するための計画であ
り、個別の事故多発地域の場所や各場所における対策の記載は
していません。
　なお、道路の構造上、設置が困難な場所もありますが、引き
続き道路管理者や警察などと連携し、事故多発地域・場所の近
辺に、注意喚起をする看板を設置するなどの対策を講じてまい
ります。
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№ ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

16 11 1　道路交通環境の整備
(7)総合的な駐車対策の
推進
エ　エコ　モビリティ
ライフの普及啓発

　「あいちエコモビリティライフ推進協議会」（会長：愛
知県知事）のＨＰでは、「・・環境にやさしく、安全で健
康的な 生活を送る・・」とあり、環境（エコロジー）の
エコを使っていることもあり、環境についても記載すべき
では。

　ご提案を受け、次のように環境に関する記載内容を含む表現
に改めます。

⇒自家用車、公共交通、自転車、徒歩を賢く使い分けて、環境
にやさしい交通手段を利用するライフスタイル「エコ モビリ
ティ ライフ」（エコモビ）を推進することで、自家用車の利
用を抑制し、交通事故リスクの軽減を図ります。

17 14 2　交通安全思想の普及
徹底
(3)民間団体等への支援

　通学路の”交通見守り隊”などの活動を評価する文面が
欲しい。

　コミュニティや地域の団体の皆様の積極的な活動は、大変あ
りがたいことと感謝しております。
　本計画は、交通安全対策を総合的に推進するための計画であ
り、個別の活動についての記載は控えさせていただきます。

18 15 3　救急・救済体制の充
実
(1)救急・救助体制の整
備
ア　救急業務体制の強化

　全出動件数（急病、交通など）は、Ｈ29年度の3,314回
をピークに徐々に減少しＲ２年度2,896回に約400回
（12％）減少しているので、近年の救急需要の増加とは
言えないのでは。

　運用開始当時と近年では状況が異なっているため、ご意見を
踏まえ、次のように記載内容を改めます。

⇒（削除）　　　　　　　　　　　救急業務を円滑に実施する
ため、通報者からの災害状況及び各医療情報を迅速かつ的確に
伝達することができる高機能消防指令システムを知多地域の消
防本部と共同し運用しています。

19 15 同上 　ＡＥＤの現状、拡充目標と、不足地域を明確にして進め
てください。

　市ホームページに市内のＡＥＤの設置状況を掲載していま
す。引き続き、先進的な取組を検討するとともに、救命講習会
等でその必要性を民間施設、関係団体に働きかけてまいりま
す。
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№ ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

20 15 3　救急・救済体制の充
実
(1)救急・救助体制の整
備
イ　救急隊員の教育訓練
の充実

　必要なことだと思いますが、現状、目標や具体的な計画
を明らかにしてください。

　本計画は、交通安全対策を総合的に推進するための計画であ
り、個別の訓練目標や詳細な内容などの記述まではしていませ
ん。
　救急救命士・救急隊員の養成では、救急業務全般を円滑に実
施するため、交通安全への配慮に限らず、幅広い訓練を行って
います。

21 15 4　調査研究の推進 　調査研究の内容（結果）など、市民へ情報提供された
い。

　警察が把握している情報などを基に、知多警察署、知多交通
安全協会とともに市内の人身交通事故の発生状況や特徴などを
掲載した資料「交通情報ちた」を発行し、市民への注意喚起の
ため、年６回地区回覧による情報提供を行っています。

22 16 5　市民協働による交通
安全計画の推進

　11行目の後に、「外国人の増加に対処して…」と明記
して、具体的な共生への配慮があったらと思います。（２
千余の外国人が在住）

　2017年７月から、道路標識（「止まれ」など）に英語表記が
加わるなど、外国人への対応は順次進んでいます。
　また、啓発チラシ等により注意喚起等をする際には、イラス
トを多くするなどの対応に努めています。
　このほか、多文化共生の一環として、状況に応じて、市の関
係各課、警察などによる出前講座を実施しています。
　外国人市民等への配慮として、P11「２　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」に、次のように
記述を追加します。

⇒(1) 生涯にわたる交通安全教育の推進
　交通社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通
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
するため、幼児から成人にいたるまで、心身の発達段階やライ
フステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行うと
ともに、外国人市民等への配慮にも努めます。
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№ ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

23 － その他 　その他としては、自転車専用路の拡充、朝倉駅前以外の
公共駐車場の拡充を。

　自転車専用路を含め、歩行者、自転車等が安全に通行できる
道路整備に努めてまいります。
　朝倉駅以外の公共駐車場の拡充につきましては、市内各所に
民間の駐車場が設置されていることから、現在、新たな公共駐
車場の整備は考えていません。
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