資 料２ －２
平成 ２８ 年 にお ける 交通 安 全運 動の 推 進方 針（ 案）
平成 ２７年 の交通安 全運動 は、道、 道教委 、道警察 、市町 村をはじ め関係 機関・団 体等が 緊
密に連 携し 、
「高 齢者事故 防止 」、
「自転 車走行 ルール・ マナー マップ 」、
「シート ベルト全 席着用 」、
「スピ ードダ ウン 」、「飲酒 運転根 絶」、「居眠 り運転防 止」、「デイ ・ライト 実践」 の７大セ ーフ
ティキ ャンペ ーンを軸 とした 通年運動 や４期 ４０日の 期別運 動、交通 安全の 日等の運 動、特 別
対策な どを推 進して、 道民の 交通安全 意識の 高揚に努 めてき た。
しか しなが ら、道内 では、 依然とし て、死 者の半数 以上を 高齢者が 占める とともに 、高齢 歩
行者被 害の事 故や飲酒 運転に よる事故 が多発 するなど 、交通 事故によ り未だ に多くの 尊い命 が
失われ ている 状況にあ る。
平成 ２８年 の交通安 全運動 において は、北 海道の交 通事故 の発生状 況を踏 まえ、「交 通安全
運動の 重点」 を軸とし て、期 別運動、 交通安 全の日等 の運動 、特別対 策等の 交通安全 運動を 展
開し 、「 交通事故 のない 安全で安 心な社 会」を目 指すも のである 。
１

交 通安全 運動の目 的
交通安 全運動は 、道民 一人ひと りに交 通安全思 想を普 及し、交 通安全 を自らの ことと 捉え、
交通 ルール の遵守や 思いや りのある 交通マ ナーの実 践が主 体的に行 われる よう習慣 づけ、 道
民一 人ひと りの交通 安全意 識の高揚 を図る ことによ って、 交通事故 防止の 徹底を図 ること を
目的 とする 。

２

交 通安全 運動の年 間スロ ーガン
「ストップ・ザ・交通事故 ～ めざせ

３

安全で安心な北海道

～」

交 通安全 運動の進 め方
交通 安全運動 の実施 に当たっ ては、 道、道教 委、道警 察、市 町村をは じめ、 関係機関 ・団
体等 は、緊 密に連携 し、世 代や職種 等に応 じた運動 内容の 充実に努 め、思 いやりあ ふれる 安
全で 安心な 交通社会 を形成 するため に「人 優先」の 交通安 全思想に 基づい た、体系 的かつ 効
果的 な交通 安全運動 を展開 する。
ま た、交 通安全教 育に関 する指針 等を活 用し、道 民自ら が安全な 交通行 動を実践 できる よ
うに 、危険 予測や危 険回避 等の効果 が期待 される参 加・体 験・実践 型の交 通安全教 育を積 極
的に 推進す るととも に、交 通安全運 動に参 加する若 い世代 の交通ボ ランテ ィアを含 めた後 継
者の 育成に も配意す る。
関係 機関・団 体等
（公社）北海道交通安全推進委員会、（一財）北海道交通安全協会、（一社）北海道安全運
転 管理者 協会、北 海道交 通安全指 導員連 絡協議会 、北海 道地域交 通安全 活動推進 委員連 絡
協 議会、 北海道交 通安全 母の会な どの交 通安全関 係団体 のほか、 報道機 関、運輸 ・経済 等
の各業界 団体、Ｐ ＴＡ、 青少年団 体、老 人クラブ 等

(1)

「交通 安全運動 の重点 」は、年 間を通 じて、広 く道民 が参加す る交通 安全運動 として 、
北 海道の 交通事故 の状況 を踏まえ 、地域 ・職域が 中心と なって、 それぞ れの特性 に応じ て
取 り組む ものとし 、子供 から高齢 者まで 幅広い年 齢層が 参加する イベン ト等を活 用する な
ど 、場所 や方法に 工夫を 凝らしな がら、 広く道民 に交通 安全を呼 びかけ るととも に、次 の
２ 点に配 意して積 極的に 推進する 。
ア

民間 団体等の 活動の 促進
道、道教 委、道 警察、市 町村は 、関係機 関・団体 等と連 携し、地 域・職 域におけ る民
間団体 等の自主 的な交 通安全活 動を促 進する。
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イ

交通安全 情報の 発信活動 の推進
道、 道教委、 道警察 、市町村 は、家 庭、学校 、企業 、団体等 の日常 における 交通安 全
意識の 向上に役 立つ交 通安全情 報につ いて、報 道機関 への提供 はもち ろんのこ と、国 、
道、市 町村、教 育機関 の広報媒 体や防 災無線、 街頭放 送をはじ めイン ターネッ ト等を 活
用して 地域の隅 々にま で行き渡 るよう に効果的 な発信 活動を推 進する 。

(2)

期別運 動は、全 国運動 の春・秋 の交通 安全運動 と北海 道の交通 事故の 発生状況 を踏ま え、
北 海道が 独自で実 施する 夏・冬の 交通安 全運動の ４期４ ０日の期 間を設 定して実 施する 運
動 であり 、別途作 成する 各期の「 交通安 全運動北 海道実 施要綱」 に基づ き、「交通 安全運
動 の重点 」及び期 別運動 の重点等 を市町 村、関係 機関・ 団体等が 相互に 連携して 推進す る。

(3)

交通安 全の日等 の運動 は、それ ぞれの 日の趣旨 に基づ いて実施 する運 動であり 、主に 地
域 ・職域 において 民間団 体等と連 携して 推進する 。

(4)

特別対 策は、交 通死亡 事故が多 発又は 多発が懸 念され る時期に 、特別 に期間を 設定し て
実 施する 緊急の対 策であ り、地域 住民等 への注意 喚起な どの緊急 かつ効 果的な広 報・啓 発
活 動や街 頭啓発等 を実施 する。

４
(1)

運 動の内 容
交通安 全運動の 重点
ア 高齢者事 故防止
（ ｱ）高齢者 の行動 特性を理 解した 安全運転 の普及 に向けた 取組を 推進する 。
（ ｲ）歩行者 ・自転 車利用者 等に対 する夜光 反射材の 貼付活 動や視認 効果体 験等の夜 光反
射材 の普及促 進と高 齢者宅等 への訪 問活動、 高齢者 の日常活 動にお けるひと 声アド バ
イス 等の交通 安全指 導を推進 する。
（ｳ）高 齢者が、 個々の 身体機能 に合わ せた安全 な交通 行動とな るよう 交通安全 教育等 を
推進 する。
（ ｴ）「 高齢運 転者標識 」の 表 示 の 啓 発 活 動 を 推 進 す る と と も に 、 同 標 識 を 表 示 し た 高 齢
運転 者に対 する「思 いやり 」を持っ た運転 の普及に 向けた取 組を推 進する。
（ ｵ）自動車 等の運 転免許証 の返納 者への支 援に関 する情報 の提供 を推進す る。
イ 飲酒 運転根絶
（ｱ）飲 食店や酒 類販売 店、歓楽 街とい った飲酒 関連業 界や駐車 場等と 連携した ハンド ル
キー パー運動 や街頭 啓発及び 広報啓 発活動を 推進す る。
（ ｲ）交通安 全指導 員や地域 交通安 全活動推 進委員等 の交通 ボランテ ィアや 安全運転 管理
者等 と連携し た飲酒 疑似体験 による 運転の危 険性の 認識向上 、就業 前におけ る飲酒 状
態の 点検等の 普及を 図る。
ウ スピード ダウン
（ｱ）速 度の出し 過ぎに よる危険 性の認 識向上を 図るた め、ドラ イビン グシミュ レータ 等
を活用し た交通 安全教育 や各種 広報媒体 を活用し た啓発 活動を推 進する 。
（ ｲ）安全速 度の励 行運動（ エコド ライブ運 動）の啓 発活動 を推進す る。
エ シー トベルト 全席着 用
（ ｱ）非着用 の危険 性の認識 向上、 後部座席 を含む全 ての座 席でのシ ートベ ルト・チ ャイ
ルド シートの 正しい 着用の徹 底を図 るととも に、地 域・職域 におけ る着用率 向上に 向
けた 取組を促 進する 。
（ ｲ）事故事 例に基 づくシー トベル トの着用 効果に ついての 広報啓 発活動を 推進す る。
オ 自転 車安全利 用
（ ｱ）自転車 は「車 両」であ るとい うことの 周知を図 る。
（ ｲ）自転車 安全利 用五則を 活用し た交通ル ールの 遵守と交 通マナ ー向上に 向けた 交通安
全教 育や啓 発活動を 推進す る。
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自転車安 全利用 五則
① 自転車は 、車道 が原則、 歩道は 例外
② 車道は左 側を通 行
③ 歩道は歩 行者優 先で、車 道寄り を徐行
④ 安全ルー ルを守 る
○飲酒運 転・二 人乗り・ 並進の 禁止
○夜 間はラ イトを点 灯
○交 差点で の信号遵 守と一 時停止・ 安全確 認
⑤ 子供はヘ ルメッ トを着用
（ｳ）あ らゆる機 会を通 じて、自 転車の 点検及び 整備に 基づくＴ Ｓマー クや損害 賠償責 任
保険 の必要性 につい ての広報 啓発活 動を推進 する。
カ 居眠 り運転防 止
（ ｱ）居眠り 運転に よる正面 衝突事 故や車両 単独事 故を防止 するた め、長距 離運転 におけ
る休 憩の呼 びかけな どの啓 発活動を 推進す る。
（ ｲ）道の駅 、コン ビニエン ススト ア等の駐 車場を 休憩場所 に提供 する「居 眠り運 転防止
協力 店」の取 組を推 進する。
キ

(2)

デイ・ラ イト
デイ ・ライト （昼間 点灯）運 動は、 昼間にラ イト（ 車両の前 照灯等 ）を点灯 するこ と
で、ド ライバー 自身の 交通安全 意識の 高揚を図 るとと もに、他 の運転 者、歩行 者等に 交
通安全 を呼びか けるも のであり 、市町 村をはじ め、関 係機関・ 団体等 の参加は もとよ り、
各種の 啓発活動 の実施 により地 域・職 域の民間 団体等 の参加を 促進し 、一層の 浸透・ 定
着を図 る。

期 別運動
ア 運動 の視点
（ ｱ） 春の全 国交通 安全運動 （４月 ６日～１ ５日）
新入学 ・新学 期を迎え る子供 や活動期 に入る自 転車利 用者への ルール の遵守と マナ
ーの 向上を図 るため の広報啓 発活動 を展開す る。
（ｲ） 夏の交 通安全 運動（７ 月１１ 日～２０ 日）
夏休 みを利用 した観光 や夏型 レジャー 等の戸 外活動の 活発化 に伴い、 長距離 運転等
によ る居眠り 運転事 故の防止 、二輪 車等によ る事故 防止、飲 酒運転 根絶を図 るため の
広報 啓発活動 を展開 する。
（ｳ） 秋の全国交通安全運動（９月２１日～３０日）
日没の早まりとともに夕暮れ時から夜間にかけて多発する高齢者を中心とした歩行
中・自転車乗用中の事故防止等を図るための広報啓発活動を展開する 。
（ｴ） 冬の交 通安全 運動（１ １月１ １日～２ ０日）
凍結 路面によ るスリッ プを伴 う事故防 止や年 末に向け て増加 する飲酒 運転の 根絶を
図る ための広 報啓発 活動を展 開する 。
イ

推進 会議の開 催
全国 運動と 連動した 「春 」、「秋 」の期別 運動を 効果的に 推進す るため、 関係機 関・団
体等が 一堂に会 した推 進会議を 開催し 、全国交 通安全 運動の趣 旨の周 知を図る ととも に、
各機関 ・団体の 交通安 全運動の 取組み を促進す る。

ウ

全道統一 行動日 ～セーフ ティコ ール～
期別 運動の期 間中に 、多くの 道民の 自主的な 参加と 運動の一 層の活 性化を図 るため 、
原則、 運動の初 日（休 日の場合 は最初 の平日） を「全 道統一行 動日」 として設 定し、 道
内全域 を対象と した地 域ぐるみ の一斉 街頭啓発 活動で ある「セ ーフテ ィコール 」を実 施
する。
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エ

期間 中の主な 取組
期別 の運動推 進の視 点を踏ま えつつ 、次に掲 げる事 項につい て、季 節や地域 の状況 に
応 じて 、「交 通安全運 動の重 点」の取 組と連 動して実 施する 。

（ｱ） 街 頭啓発や 住民集 会等の啓 発活動
市町村 、関係 機関・団 体等が 連携して 、多く の住民参 加によ る繁華街 、幹線 道路等
にお ける街 頭啓発活 動や総 決起集会 等の住 民集会の 開催によ る啓発 活動を実 施する 。
（ｲ） 子供の 交通安 全指導
児童・ 幼児等 に対して は、交 通ルール ・マナ ーと危険 回避行 動の習得 を図る ために、
通園 ・通学 路におけ る街頭 指導や自 転車教 室のほか 、親子等 で参加 する自転 車シュ ミ
レー タやシー トベル トコンビ ンサー 体験等の 交通安 全教室等 を実施 する。
（ ｳ） 高齢者 の交通 安全指導
高 齢歩行者 ・自転 車利用者 等に対 しては、 ひと声 アドバイ ス、夜 光反射材 の貼付 活
動、 街頭啓 発や訪問 活動を 通じた交 通安全 指導等を 実施する 。
高 齢運転者 に対し ては、高 齢運転 者標識の 表示促 進や交通 事故の 状況、安 全運転 の
ポイ ントを周 知する ことなど の啓発 活動を実 施する 。
また 、ドライ バーには 高齢歩 行者等が 道路を 横断する ときは 減速徐行 するな ど、そ
の行 動特性 を理解し た運転 を心がけ るよう 啓発活動 を実施す る。
（ｴ） シート ベルト ・チャイ ルドシ ート着用 指導
全席シ ートベ ルトの着 用と年 齢に適合 したチャ イルド シートの 使用に ついての 啓発
指導 を実施す るとと もに、シ ートベ ルト・チ ャイル ドシート の着用 率の調査 を実施 し、
その 結果を広 報する 。
（ｵ） 二輪車 事故防 止の啓発 活動
二 輪車の関 係団体 等と連携 し、二 輪車運転 者を対 象に安全 運転等 に関する 啓発活 動
を実 施すると ともに 、危険回 避等の 運転技能 向上の ための交 通安全 講習会等 への参 加
を促 進する。
（ｶ） 自 転車の安 全利用 の啓発・ 指導
自転 車利用者 を対象と した街 頭指導、 自転車 シュミレ ータや 交通事故 の恐ろ しさを
体感 させる教 育手法 （スケア ード・ ストレイ ト方式 ）を取り 入れた 参加・体 験・実 践
型の 自転車教 室等を 通じた基 本的な 交通ルー ルの周 知、高齢 者・障 がい者等 の通行 の
安全 確保のた めの啓 発活動を 実施す る。
特に 、小・中 学生及び 高校生 に対して は、将 来の運転 者教育 の基礎と して、 学校や
地域 と連携 し、自転 車の安 全利用に 関する 指導を強 化する。
（ｷ） 事故多 発地域 における 夕暮れ 時等のパ トライ ト作戦
交 通安全 意識の高 揚を図 るため、 市街地 交差点や 幹線道路 等の郊 外部にお いて、 夕
暮れ 時等に 赤色回転 灯（パ トライト ）点灯 による啓 発活動を 実施す る。
（ｸ） 飲酒運 転根絶 の啓発活 動
飲酒 運転根絶 の気運を 向上さ せるため 、飲酒 関連業界 等と連 携した歓 楽街等 におけ
る街 頭啓発や 飲食店 訪問活動 を実施 するとと もに、 飲酒体験 ゴーグ ルなどを 活用し た
交通 安全教育 を実施 する。
（ｹ） 居眠り 運転防 止の啓発 活動
行 楽期や輸 送繁忙 期におい て、注 意喚起の チラシ を配布す るなど の啓発活 動を実 施
する 。
（ ｺ） スピー ドの出 し過ぎ防 止の啓 発活動
雪解け や行楽 期の到来 に伴う 、郊外部 での速 度の出し 過ぎに よる危険 性の認 識向上
や住 宅部等 での減速 につい ての啓発 活動を 実施する 。
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（ｻ） 凍結路 面等の スリップ 事故防 止の啓発 活動
交差 点、急カ ーブ、下 り坂、 わだち等 におけ るスリッ プ事故 防止のた め、ス タッド
レス タイヤへ の早め の交換の 促進、 冬道の安 全運転 のポイン トの指 導等の啓 発活動 を
実施 する。
(3)

(4)

交通安 全の日等 の運動
ア

飲酒運転 根絶の 日（仮 ）（ ７月１３ 日）
北海 道飲酒運 転の根 絶に関す る条例 に基づき 、道民 の飲酒運 転根絶 の気運を 高める た
めの啓 発活動や 広報活 動を実施 する。

イ

交通 事故死ゼ ロを目 指す日（ ４月１ ０日、９ 月３０ 日）
交通 事故死ゼ ロを目 指し、住 民集会 などの啓 発行事 や期別運 動にお けるセー フティ コ
ールの 活動に準 じた啓 発活動を 実施す る。

ウ

道民 交通安全 の日（ 毎月１５ 日）
道民の交 通安全 意識の高 揚を図 るため、 交通安 全活動の 一斉日 として、 セーフ ティコ
ールの 活動に準 じた啓 発活動を 実施す る。

エ

自転 車安全日 （毎月 第１及び 第３金 曜日）
自転 車の安全 利用と 自転車事 故の防 止を図る ため、 自転車利 用者を 対象に、 街頭指 導
や啓発 活動を実 施する とともに 、自転 車教室等 による 参加・体 験・実 践型の交 通安全 教
育を実 施する。

オ

その 他の交通 安全の 日
無事故の 日（６ 月２５日 ）、バイク の日（ ８月１９ 日）、その 他地域 独自の交 通安全 の
日等に ついては 、それ ぞれの日 の実施 趣旨を踏 まえて 、地域・ 職域の 実情に応 じた各 種
啓発活 動を実施 する。

特別対 策
道や総 合振興局 ・振興 局は、交 通死亡 事故の多 発によ り発表基 準に達 した場合 には、 速
や かに「 交通死亡 事故多 発警報」 を発表 するとと もに、 関係機関 ・団体 等による 対策会 議
を開催す るなど、 地域住 民等への 注意喚 起を図る 緊急か つ効果的 な広報 啓発、住 民集会 、
街頭指導 等の交通 安全運 動を実施 する。
ま た、特に 交通死 亡事故の 多発が 懸念され る時期 （期別運 動の実 施時期を 除く） に、必
要に応じ て、地域 住民等 に対する 、緊急 かつ効果 的な広 報、啓発 及び街 頭指導等 を実施 す
ることで 、交通死 亡事故 の抑止を 図る。
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