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１ 実施計画策定の趣旨 

 

（１）計画策定の趣旨 

  この計画は、交通安全対策基本法（昭和 45年法律第 110号）第 26条第４項の規定に基づ

き、本市及び関係行政機関・団体等が交通情勢や財政状況などの実情に応じ、計画的かつ効

果的に交通安全対策を推進するために策定するものです。 

 

（２）計画の性格 

  この計画は、本市及び関係行政機関・団体等において、交通安全対策に関連する事業を掲

載するものです。 

 

（３）計画期間 

 平成 29年４月１日 ～ 平成 30年３月 31日 
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２ 糸魚川市の交通事故の現状 

 

 平成 28年中の交通事故の状況は、次のとおりです。 

 

（１）平成 28年中の交通事故の発生状況 

 

① 事故発生件数 

 平成 27年 平成 28年 前年比 

糸魚川市    72件 53件 26.4％減 

新 潟 県 5,345件 4,694件 12.2％減 

・本市の交通事故の発生件数は 53件で、前年と比較し 1９件減少しました。 

 

② 死者数 

 平成 27年 平成 28年 前年比 

糸魚川市   2人   5人 250％増 

新 潟 県 97人  107人 10.3％増 

・本市の死者数は５人で、前年と比較し３名増加しました。事故発生件数当たりの死者数は、

県では約 44件につき 1人が死亡しているのに対し、本市では約 11件につき１人が死亡し

ていることになります。 

 

③ 負傷者数 

 平成 27年 平成 28年 前年比 

糸魚川市    84人    64人 23.8％減 

新 潟 県 6,476人 5,575人 13.9％減 

・ 本市の負傷者数は 64人で、前年と比較し 20人減少しました。 

・ 本市の事故１件当たりの負傷者数は約 1.2人でした。 
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（参考）市内及び県内で発生した交通事故の推移 

区  分 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 
５か年 

平均 

発生件数 

糸魚川市

（件） 
116 111 87 72 53 87.8 

新 潟 県

（件） 
8,383 7,556 6,317 5,345 4,694 6,459 

死者数 

糸魚川市

（人） 
3 2 2 2 5 2.8 

新 潟 県

（人） 
107 107 103 97 107 104.2 

負傷者数 

糸魚川市

（人） 
134 124 99 84 64 101 

新 潟 県

（人） 
10,207 9,218 7,654 6,476 5,575 7,826 

死傷者数 

糸魚川市

（人） 
137 126 101 86 69 103.8 

新 潟 県

（人） 
10,314 9,325 7,757 6,573 5,682 7,930.2 

 

 

 

（２）平成 28年中の特定事故(年齢・道路形状等)発生状況 

 

① 高齢者事故の状況                                   ( )内は H27年数値 

区分 発生件数 死者数 負傷者数 

市 27件（   45件） 2人（ 2人）     22人（  37人） 

県 1,828件（2,167件） 62人（65人） 1,189人（1,469人） 

・本市では、高齢者（65歳以上）が関係した事故件数は 27件で、全事故の 50.9％（県 38.9％）

となっています。 

・死者２人はともに高齢者（65歳以上、市外在住者）でした。また、高齢者の負傷者数は

22人で全負傷者の 34.4％（県 21.3％）となっています。 
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② こども事故の状況                   ( )内は H27年数値 

区分 発生件数 死者数 負傷者数 

市 2件（    6件）      1人（ 0人）      1人（   6人） 

県 262件（  297件）      4人（ 4人） 295人（  345人） 

・本市の中学生以下のこどもが関係した事故は２件（全事故の 3.8％・県 5.6％）で、死者

はなく 1人、負傷者数は 1人で、発生件数、負傷者数ともに前年より減少しています。 

 

③ 歩行者事故の状況                  ( )内は H27年数値 

区分 発生件数 死者数 負傷者数 

市 6件   （   12件）      0人（ 1人）     6人（   11人） 

県 628件  （  711件）     45人（39人） 598人（  687人） 

・本市の歩行者が関係した事故は 6件（全事故の 11.3％・県 13.4％）で、高齢者の死亡は

なく、負傷者数は 6人（全負傷者の 9.4％・県 10.7％）となっています。 

 

④ 自転車事故の状況                  ( )内は H27年数値 

区分 発生件数 死者数 負傷者数 

市 8件 （    9件）     0人（  0人）    8人（ 9人） 

県 631件 （  759件）    10人（ 13人）  615人（734人） 

・本市では、自転車乗車中の者（同乗者を除く）が関係した事故は 8件(全事故の 15.1％・

県 13.4％）で、死者はなく、負傷者数は 8人(全負傷者の 12.5％・県 11％）で、発生件

数、負傷者数ともにほぼ横ばいで推移しています。 
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⑤ 交差点事故とカーブ事故の状況           ( )内は H27年数値 

交差点

事故 
発生件数 死者数 負傷者数 

市 21件（   28件）       0人（ 0人）     23人（  33人） 

県 2,653件（2,917件）      45人（44人） 3,111人（3,480人） 

 

カーブ

事故 
発生件数 死者数 負傷者数 

市 9件 （  14件）       2人（ 1人）     9人（  17人） 

県 166件 （  212件）      14人（6人） 204人（  270人） 

・本市の交差点事故は 21件（全事故の 39.6％・県 56.5％）、カーブ事故は 9件（全事故の

17％・県 3.5％）となっています。 

 

⑥ 飲酒運転事故の状況                 ( )内は H27年数値 

区分 発生件数 死者数 負傷者数 

市 2件 （    2件）      0人（ 0人）      3人（   2人） 

県 71件 （  66件）      2人（ 5人） 91人（  78人） 

  ・本市では、自転車以上の車両の運転手が、飲酒運転で第１当事者となった事故は、２件（全

事故の 3.8％・県 1.5％）となっています。 

   ＊第１当事者とは、事故に関与した者のうち、事故における過失が重い者をいいます。 
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第１章 糸魚川市が取り組む重点施策 

 

本市では、県の重点施策に沿って、次の４項目を重点施策に掲げて取り組みます。 

 

１ 高齢者の交通事故防止 

高齢者は、歩行中や自転車乗車中の事故で死亡する割合が高いことから、参加・体験・実践

型の交通安全教育を推進するとともに、夜間の事故防止に効果的な夜光反射材の着用を推進し

ていきます。 

また、今後、高齢ドライバーが大幅に増加することに伴い、高齢者事故を防止するため、歩

道や道路照明の整備等道路交通環境の整備を行うとともに、運転機能の低下を自覚できる体験

型の交通安全教育を広く推進していきます。 

 

 

２ 歩行者及び自転車の安全確保 

自動車と比較して弱い立場にある歩行者・自転車の安全を確保するため、身近な道路である

通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において歩道の整備等による歩行空間の確保を一層積

極的に進めるなど、歩行者の安全確保を図る対策を推進していきます。 

また、自転車利用者の交通ルールの理解不足による法令違反や危険走行が多いことから、交

通安全教育等の充実を図っていきます。 

 

 

３ シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底 

シートベルトを着用していた場合と非着用の場合では、致死率に極めて大きな差があること

から、「シートベルト・チャイルドシート着用強調月間」の実施など、重点的な広報活動を通

じ、全座席シートベルト着用の徹底を呼びかけ、自動車乗車中の死傷者の被害軽減を図ってい

きます。 

また、チャイルドシートの使用率が低いことから、積極的に指導・広報・啓発活動を展開し、

チャイルドシートの使用を徹底して乳幼児の被害軽減を図っていきます。 

 

 

４ 飲酒運転の根絶 

悪質、危険な飲酒運転をなくすため、飲酒運転の危険性を体感できる体験型の講習や広報啓

発を引き続き推進するとともに、交通指導員、交通ボランティア、酒類提供飲食店等と連携し、

地域や職場等における飲酒運転根絶の取組を更に進め「飲酒運転しない、させない」という市

民の規範意識の高揚を図っていきます。 
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第２章 分野別の施策 

 

第１節 道路交通環境の整備 

 

１ 道路等の整備 

・地域高規格道路松本糸魚川連絡道路整備の推進を図ります。    ････〈県・建設課〉 

平成 29年度の代表的な調査予定箇所 

 〈県〉①大所～上刈地内 環境影響基礎調査 

   

・国道８号糸魚川東バイパス及び親不知防災事業の推進を図ります。 ････〈国・建設課〉 

 平成 29 年度の代表的な整備予定箇所 

〈国〉 平成 29 年度は糸魚川東バイパスにおいては、糸魚川市間脇～梶屋敷地（L=3.8km）

の調査設計、親不知防災においては、糸魚川市青海～玉ノ木地先（L=14.3km）

の調査設計を推進します。 

 

・国道 148号の整備又は補修の促進を図ります。          ････〈県・建設課〉 

 平成 29年度の代表的な補修予定箇所 

〈県〉①山之坊地内 洞門補修（横沢洞門他） 

   ②小滝地内 トンネル補修（赤石平トンネル） 

 

・県道の整備促進を図ります。                  ････〈県・建設課〉 

 平成 29年度の代表的な整備予定箇所 

〈県〉①水保地内 上町屋釜沢糸魚川線 道路改築 

 

・『交通ネットワークビジョン』に基づく、市内交通網の整備推進を図ります。 

････〈建設課〉 

平成 29 年度の代表的な整備予定箇所 

〈市〉①市道大和川海浜線 道路改良 

 

・市道の新設改良整備促進を図ります。                 ････〈建設課〉 

平成 29 年度の代表的な整備予定箇所 

〈市〉①市道大排水路線 道路改良 

②市道寺島浜２号 道路改良 

 

・県営農道等の整備促進を図ります。            ････〈県・商工農林水産課〉 
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・国道、県道・市道のバリアフリー化及び歩道・自転車道の整備促進を図ります。 

                              ････〈国・県・建設課〉 

平成 29年度の代表的な整備予定箇所 

〈県〉①梶屋敷地内 県道湯之河内梶屋敷停車場線 歩道整備 

②槇地内 県道西飛山能生線 歩道整備 

③田屋地内 県道湯之河内梶屋敷停車場線 路肩拡幅整備 

 

・「ゾーン 30」の整備及び制度の周知を図ります。 ････〈環境生活課・警察署・建設課〉 

平成 29 年度の代表的な整備予定箇所 

〈市〉①南寺町～南押上地内 整備内容 グリーンライン等路面標示 

 

・通学路等の安全を確保するための道路整備の推進を図ります。    ････〈建設課〉 

平成 29 年度の代表的な整備予定箇所 

〈市〉①市道上刈白馬通線 側溝改良 

②市道槙能生線 道路改良 

 

２ 交通安全施設等の整備による交通安全の推進 

・幹線道路等で、特に死傷事故率が高い「事故危険箇所」について、公安委員会と道路管理者

が連携して集中的な死傷事故防止対策を講じます。       ････〈国・警察署〉 

 

・国道、県道の防護柵、道路照明、区画線、道路標識等交通安全施設の整備促進を図ります。 

････〈国・県〉 

平成 29年度の代表的な整備予定箇所 

〈国〉大和川地内（大和川小学校前交差点）国道 8号 交差点カラー舗装 

 

・事故データや地域の声に基づき、危険な区間を選定し、効果的・効率的に交通事故を削減

するため、『事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）』を推進します。 

････〈国〉 

 

・交通事故多発地点等、特に必要な個所について緊急的に施設整備を行います。（安全･安心

緊急施設整備）                        ････〈県・警察〉 

 

・歩行者及び自転車の安全な通行を確保するため、信号機の高度化等、交通安全施設の整備

を推進する。                      ････〈国・県・建設課〉 

平成 29年度の代表的な整備予定箇所 

〈県〉①梶屋敷地内 県道湯之河内梶屋敷停車場線 歩道整備 

②槇地内 県道西飛山能生線 歩道整備 
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③田屋地内 県道湯之河内梶屋敷停車場線 路肩拡幅整備 

 

・高齢者･障害者のための交通安全施設整備を図ります。       ････〈国・県・建設課〉 

  平成 29年度の代表的な整備予定箇所 

〈県〉①梶屋敷地内 県道湯之河内梶屋敷停車場線 歩道整備 

 

・市道の防護柵、カーブミラー、照明灯、区画線等の交通安全施設整備を図ります。 

                                 ････〈建設課〉 

平成 29 年度の代表的な整備予定箇所 

〈市〉①市道福来口線 防護柵設置 

 

・県道消雪パイプ布設替え等融雪施設整備の適切な維持管理を推進します。  ････〈県〉 

 平成 29年度の代表的な整備予定箇所 

〈県〉①田海地内 姫川港青海線 消雪パイプ布設替え 

 

・市道消雪パイプ布設替え等融雪施設整備の適切な維持管理を推進します。‥〈建設課〉 

平成 29 年度の代表的な整備予定箇所 

〈市〉①市道上刈白馬通線 ノズル交換等 

 

・除雪機械の新規購入と更新を計画的に進めます。      ････〈国・県・建設課〉 

 

３ 道路使用・占用の適正化 

・工事等における使用について、交通障害を極力抑制する ため、道路管理者と連携を図り、

工事業者等に対する交通の安全と円滑の確保についての指導を徹底します。 

････〈警察署〉 

 

・道路の占用許可にあたっては、道路管理者と占用者が調整し、円滑な道路交通の確保を図

ります。                ････〈国・県・建設課・商工農林水産課〉 

・道路管理者は、交通や通行に支障を与える不法占用物件等について、その排除に努め、安

全な交通の確保を図ります。       ････〈国・県・建設課・商工農林水産課〉 

 

４ 駐車対策の推進 

・悪質で危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締まりを実施します。  〈警察署〉 

 

５ 地域公共交通の利用促進 

・日本海ひすいライン、大糸線の利便性の向上と利用促進を図ります。 ････〈建設課〉 

・生活交通を確保するための路線バス運行費を助成します。      ････〈建設課〉 
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・コミュニティバス等の運行費を助成します。            ････〈建設課〉 

・青海駅の無人化対策委託を実施します。              ････〈建設課〉 

 

６ 事故防止対策の推進  

・交通事故危険箇所のパトロール調査を実施します。       ････〈環境生活課〉 

・交通安全施設の整備に関する地区要望等について、現地調査に基づき、道路管理者が実施

する整備に反映されるよう施策を講じます。 

              ････〈環境生活課・道路管理者・警察署・交通安全協会〉 

 実施時期：９月下旬 

・重大事故等が発生した場合は、市交通安全対策会議等を開催し、警察署と連携した緊急の

対策を講じるとともに、事故防止策に努めます。 

････〈環境生活課・警察署・道路管理者・交通安全協会〉 

 

 

第２節 交通安全思想の普及徹底 

 

１ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

・各季における交通安全・交通事故防止運動に取り組みます。 

････〈環境生活課・交通安全協会・警察署〉 

① 春の全国交通安全運動             ４月６日(木)～４月15日(土)（10日間） 

② 自転車安全月間                   ５月１日(月)～５月31日(水) （１か月間） 

③ 県民交通安全フェア               ７月12日(水) 

④ 夏の交通事故防止運動             ７月22日(土)～７月31日(月)（10日間） 

⑤ 秋の全国交通安全運動             ９月21日(木)～９月30日(土)（10日間） 

⑥ 高齢者交通事故防止運動           10月１日(日)～10月31日(火)（１か月間） 

⑦ 冬の交通事故防止運動             12月11日(月)～12月20日(水)（10日間） 

⑧ 安全運転・チャレンジ100          ９月23日(土)～12月31日(日)(100日間) 

⑨ いきいきクラブ・チャレンジ100    ９月23日(土)～12月31日(日)(100日間) 

⑩ シートベルト・チャイルドシート着用強調月間      ３月1日(水)～３月31日(金) 

⑪ 交通安全家庭の日                 毎月10日 

⑫ 交通事故死ゼロを目指す日     ４月10日(月)、９月30日（土） 

 

・その他交通安全に関する普及啓発活動に取り組みます。 〈環境生活課・交通安全協会〉 

① 「交通安全フェア･日本海クラシックカーレビュー」を支援します。 

 実施時期：９月 

②  夜間における歩行者、高齢者、自転車利用者の事故防止に効果が期待できる反射材 

の普及を推進します。 
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 実施時期：交通安全教室（各季及び随時の交通事故防止運動等開催時） 

③  関係機関や団体が実施する、交通安全功労者や優良運転者等の表彰事業をとおして、

地域における活動を奨励・促進し、交通安全意識の高揚を図ります。 

   実施時期：各季 

 

２ 体系的な交通安全教育の推進 

・各年齢段階に応じた参加・体験・実践型の交通安全教室等を実施します。 

････〈環境生活課・警察署・交通安全協会〉 

① 保育園・幼稚園・認定こども園向けに、親子交通安全教室を通じ、身近な生活における

交通安全のきまりの理解を図ります。 

  実施時期：４月～５月及び２月 

② 小学校・中学校・高校生向けに、正しい自転車の乗り方や道路横断の仕方など交通ルー

ル・マナーを実践指導します。 

  実施時期：４月～５月 

  糸魚川中学校の特別体験授業（スケアードストレイト）県警本部主催 ５月９日予定 

③ 高齢者団体・コミュニティ団体向けに、加齢に伴う身体的機能の変化と行動特性につい

て理解促進を図ります。 

  実施時期：通年 

 

３ 効果的な交通安全教育の推進 

・地区公民館の生涯学習事業やコミュニティ団体等の活動と連携した、交通安全教育と普及

啓発活動を推進します。     ････〈環境生活課・生涯学習課・警察署・交通安全協会〉 

  実施時期：通年 

・市交通安全指導員の資質向上を図る研修会を実施します。 ････〈環境生活課・警察署〉 

  実施時期：７月 

４ 地域社会における交通安全意識の高揚 

・保育園・幼稚園・学校・老人クラブ等を中心に参加・体験・実践型の交通安全教室を実施

します。                    ････〈環境生活課・警察署・交通安全協会〉 

  実施時期：通年 

・通学路等の交通安全パトロールなど、地域ぐるみの安全対策を図ります。 

                      ････〈環境生活課・こども教育課〉 

  実施時期：通年 

・自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用による被害軽減効果について、理解促

進を図ります。             ････〈環境生活課・警察署・交通安全協会〉 

  実施時期：通年 
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・糸魚川地区交通少年団の活動支援を図ります。 

                  ････〈環境生活課・警察署・交通安全協会〉 

  実施時期：通年 

・新入学児童へ交通安全帽子、ランドセルカバーを配布するとともに、交通安全啓発を実施

します。                      ････〈環境生活課・交通安全協会〉 

 実施時期 ２月 

・夜光反射材の活用を推進、配布します。 

  ････〈環境生活課 ・こども課・こども教育課・福祉事務所・警察署・交通安全協会〉 

  実施時期 通年 

・高齢者の加害事故防止のため、運転免許自主返納制度の利用を促進するとともに、高齢者

の交通移動手段となる関連事業の周知に努めます。        ････〈環境生活課〉 

    実施事業 高齢者運転免許自主返納支援事業 

         高齢者おでかけパス事業 

・交通安全協会(糸魚川・能生・青海)支部へ活動費を助成し、交通安全思想の普及啓発活動

を支援します。                       ････〈環境生活課〉 

・県「100日間無事故・無違反県民運動」、「いきいきクラブ・チャレンジ 100（高齢者参加

型運動）」等への参加を積極的に働きかけます。  ････〈環境生活課・交通安全協会〉 

・交通安全運動期間やシートベルト着用月間における重点的取組みとして、運転席、助手席

だけでなく、後部座席についても徹底を図る。〈環境生活課・警察署・交通安全協会〉 

・チャイルドシート使用強調週間においては、チャイルドシートの使用効果及び使用方法に

関する指導・啓発を推進する。     ････ 〈環境生活課・警察署・交通安全協会〉 

・市交通安全指導員の設置と安全指導を実施します。       ････〈環境生活課〉 

・酒酔い体験ゴーグル等を活用した参加･体験･実践型の交通安全教室を推進するとともに、

飲食店等を訪問指導するなど、関係機関･団体と連携して飲酒運転根絶意識の醸成を図り

ます。                ････〈環境生活課・警察署・交通安全協会〉 

・車両運転中のスマートフォン等の使用の危険性について、広報等により周知啓発するとと

もに、各種講習の機会を通じて交通安全意識の高揚を図ります。 

････〈環境生活課・警察署・交通安全協会〉 

・広報紙、ホームページ、防災行政無線、CATV等を活用した効果的な広報を実施します。 

････〈環境生活課〉 

・交通、気象等地域情報の安心メールの配信を実施します。       ････〈総務課〉 
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第３節 道路交通秩序の維持 

 

１ 交通規制の推進 

・交通の安全と通行の円滑化を図るため、交通実態に応じた交通規制に努めます。 

････〈環境生活課・警察署・各道路管理者〉 

 

２ 駐車秩序の維持 

・悪質で危険性・迷惑性の高い違法駐車の取締りを実施します。     ････（警察署） 

・市街地の駐車実態や地域住民の要望を踏まえ、駐車規制を見直すなど駐車秩序の維持に努

めます。               ････〈環境生活課・警察署・各道路管理者〉 

 

第４節 救護体制の充実 

 

１ 病院前救護体制の整備充実 

・救助隊員及び救急隊員の教育訓練を実施します。         ････〈消防本部〉 

・ワークステーションを活用し、救急救命士及び救急隊員の教育、養成、技能の向上に努め

ます。                            ････〈消防本部〉 

・応急手当の知識普及、啓発活動を図ります。           ････〈消防本部〉 

・救助・救急資機材の整備を推進します。             ････〈消防本部〉 

・高度な救急救命処置を行うことができる高規格救急車の運用を図ります。 

                    ････〈消防本部・東日本高速道路株式会社〉 

・ドクターヘリの効果的な運用により、救命率の向上等を図ります。････〈県・消防本部〉 

・高速道路における救急業務を円滑かつ適切に実施するため、市消防本部と関係管理者は相

互に協力し、人命救助に努めます。   ････〈消防本部・東日本高速道路株式会社〉 

 

２ 救急医療体制の確保 

・休日夜間等の救急医療体制の維持確保に努めます。       ････〈健康増進課〉 

・救急医療を支える基幹病院の施設設備の充実を図ります。    ････ 〈健康増進課〉 
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第５節 交通事故被害者対策の推進 

 

１ 交通事故相談業務等の活用・支援 

・新潟交通事故相談所等、相談機関の利用等について周知するなど、被害者の不利益防止に

努めます。                         ････〈環境生活課〉 

・県交通災害共済制度の周知に努め、加入促進を図ります。     ････ 〈環境生活課〉 

・県交通遺児基金が行う被害者援助事業等の周知に努めます。     ････〈こども課〉 

 

第６節 踏切道の安全に関する施策 

 

１ 踏切道の安全と円滑化を図るための措置 

・運転者や歩行者の踏切道通行者に対し、安全意識の向上や踏切支障時における非常ボタン

の操作等の周知に努めます。 

      ････〈環境生活課・西日本旅客鉄道株式会社・えちごトキめき鉄道株式会社〉 

 

２ 踏切道の除雪の徹底 

・冬期間の交通安全のため、道路管理者と連絡を密にし、除排雪等を適切行い、踏切道の安

全確保に努めます。 

            ････〈西日本旅客鉄道株式会社・えちごトキめき鉄道株式会社〉 
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○糸魚川市交通安全条例 

平成17年３月19日 

条例第159号 

 

(目的) 

第１条 この条例は、本市における交通安全施策の推進を図り、もって市民の安全で快適な生活

の実現に寄与することを目的とする。 

 

(市の責務) 

第２条 市は、市民の交通安全意識の高揚と交通安全確保のため、啓発活動、道路環境整備等の

総合的な交通安全施策の実施に努めるものとする。 

２ 前項の交通安全施策の計画及び実施に当たっては、警察署、道路管理者その他の関係機関及

び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。 

 

(市民の責務) 

第３条 市民は、自らの責任で生命、身体及び財産を守り、交通安全の確保に努めるとともに、

市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力するものとする。 

 

(交通安全対策会議) 

第４条 市長は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第１項の規定に基づき、糸

魚川市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。 

２ 対策会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 糸魚川市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における交通の安全に関する総合的な施策の企画に

関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 

３ 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。 

４ 会長は、市長をもって充て、委員の定数は、15人以内とする。 

 

(交通安全指導員) 

第５条 市長は、交通事故の防止及び交通安全運動の推進を図るため、糸魚川市交通安全指導員

(以下「指導員」という。)を置く。 

２ 指導員は、市長の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 交通安全を図るための街頭指導に関すること。 

(2) 交通安全思想の普及に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関すること。 

３ 指導員の定数は、15人以内とする。 
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４ 指導員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

５ 指導員は、非常勤とする。 

６ 市長は、特別な理由があるときは、任期中の指導員を解任することができる。 

 

(道路交通環境の確保等) 

第６条 市長は、交通安全を確保するため、交通安全施設等を整備し、良好な道路交通環境の確

保に努めるとともに、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよ

う要請するものとする。 

 

(交通安全教育の推進) 

第７条 市長は、市民の交通安全意識の向上を図るため、年齢、地域等の実情に応じた交通安全

教育活動を実施するものとする。 

 

(情報の提供) 

第８条 市長は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動及び必要な情報の提供に努めるも

のとする。 

 

(委任) 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成17年３月19日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の糸魚川市交通安全条例(平成10年糸魚川市条例

第33号)、能生町交通安全条例(平成10年能生町条例第18号)又は青海町交通安全条例(平成10

年青海町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の

相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 
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○糸魚川市交通安全条例施行規則 

平成17年３月19日 

規則第155号 

〔最終改正〕平成27年２月１日規則第１号 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、糸魚川市交通安全条例(平成17年糸魚川市条例第159号。以下「条例」とい

う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(交通安全対策会議) 

第２条 条例第４条に規定する糸魚川市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の会長は、

会務を総理する。 

２ 対策会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 国の関係行政機関の職員 

(2) 新潟県の知事部局の職員 

(3) 新潟県警察の警察官 

(4) 西日本旅客鉄道株式会社の社員 

(5) えちごトキめき鉄道株式会社の社員 

(6) 東日本高速道路株式会社の社員 

(7) 市民のうち交通安全に識見を有する者 

(8) 市の教育長、消防署長その他職員 

 

(交通安全指導員) 

第３条 条例第5条に規定する糸魚川市交通安全指導員(以下「指導員」という。)は、交通安全

についての知識又は経験を有する者で、当該自治組織を代表する者が推薦する者を市長が任命

する。 

２ 市長は、指導員に身分証明書を発行し、指導員は、職務に従事するときは、身分証明書を携

帯しなければならない。 

３ 市長は、指導員がその職務を適正かつ円滑に遂行できるよう、必要により研修会等を開くも

のとする。 

４ 指導員は、常にその職務遂行のために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。 

５ 市長は、指導員に別表の被服等を貸与する。ただし、同表に掲げる物品以外の物についても、

職務の遂行に必要と認められる場合は、これを貸与することができる。 

６ 指導員は、職務に従事するときは、貸与品を着用するとともに、常に清潔の保持に努めなけ

ればならない。 

７ 指導員は、任期が満了したとき、又はその職を解任されたときは、貸与品を直ちに返納しな

ければならない。ただし、半長靴及びゴム長靴は、この限りでない。 
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８ 環境生活課長は、別記様式による被服等貸与簿を備え、貸与又は返納等の状況を記録し、そ

の収支を明らかにしなければならない。 

 

(その他) 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成17年３月19日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の糸魚川市交通安全条例施行規則(平成10年糸魚

川市規則第48号)、能生町交通安全規則(平成10年能生町規則第12号)又は青海町交通安全条例

施行規則(平成10年青海町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこ

の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成18年３月31日規則第23号） 

 この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年８月１日規則第60号） 

 この規則は、平成18年８月１日から施行する。 

附 則（平成22年２月26日規則第10号） 

 この規則は、平成 22年４月１日から施行する 
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