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≪施策の体系≫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 歩行者等支援情報通信システム(高度化PICS)
     の整備等の推進

１
生活道路等における人優先の安全・安心な歩行
空間の整備

(１) 生活道路における交通安全対策の推進

(２) 高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間
     等の整備

(３) 通学路等における安全対策

(６) 道路の改築等による交通事故対策の推進

２ 道路ネットワークの整備と生活道路との機能分化

３ 幹線道路における交通安全対策の推進
(１) 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消
　　 作戦）の推進

(２) 事故危険箇所対策の推進

(３) 幹線道路における交通規制

(４) 重大事故の再発防止

(５) 高速自動車国道等における交通安全対策の
　　 推進

７ 歩行者空間のバリアフリー化

(７) 高度道路交通システム(ITS)の推進等による
     安全で快適な道路交通環境の実現

４ 自転車利用環境の総合的整備

５ 地域公共交通の確保・充実

６ 交通安全施設等の整備と戦略的な維持管理等 (１) 交通安全施設等整備事業の推進

(２) 交通安全施設等の戦略的維持管理

(３) 道路交通環境整備への住民参加の促進

(４) 横断歩行者優先の前提となる施設の適正な
　　 維持管理

(５) 道路交通環境安全推進連絡会議の活用

８ 無電柱化の推進



第１章 道路交通環境の整備 

14 

 

 

 

 

 

 

(２) 安全で機能的な都市交通確保のための
　　 交通規制

９ 効果的な交通規制の推進 (１) 地域の交通実態等を踏まえた交通規制

(３) 幹線道路における交通規制

(４) 高速道路における交通規制

(５) 効果的な交通規制の推進

(６) 交通規制情報の質の向上等の推進

10 高度道路交通システム(ITS)の活用

13 総合的な駐車対策の推進

11 交通需要マネジメントの推進 (１) 自動車の効率的利用の促進

(２) 公共交通機関の利用の促進

12 災害に備えた道路交通環境の整備 (１) 災害に備えた道路の整備

(４) 分かりやすい道路交通環境の確保

(２) 災害に強い交通安全施設等の整備

(３) 広域交通管制システムの推進

(４) 災害発生時における交通規制

(５) 災害発生時における情報提供の充実

14 道路交通情報の充実 (１) 交通管制システムの充実・高度化

(２) 道路交通情報の充実に資する機器の整備等

(３) 自動運転の実用化に資する交通環境の構築

(５) 道路法非適用道路に係る交通安全施設
　　 の整備

(６) 交通公害の防止

15 その他の道路交通環境の整備 (１) 道路占用及び道路使用の適正化

(２) 休憩施設等の整備の推進

(３) 子供の遊び場等の確保

(４) 道路法に基づく通行の禁止又は制限
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これまでの交通安全対策により、本県の交通事故は近年減少傾向にありますが、

交通事故死者を状態別でみると、歩行者が最も多く、歩行者の視点からの道路整備

や交通安全対策をさらに強化する必要があります。 

また、近年、自転車は排気ガスや騒音を出さない環境にやさしい交通手段として

見直されつつあるとともに、健康志向の高まりを背景にその利用ニーズが増加して

います。このため、特に交通の安全を確保する必要がある道路において、自動車、

自転車、歩行者等の異種交通が分離された安全な道路交通環境の整備を推進します。 

 

１ 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

(1) 生活道路における交通安全対策の推進 

関係機関 県県土整備部、県警察本部 

 交通事故分析データ、地域の意見や要望等に基づき抽出した交通事故の多いエリアに

おいては、道路管理者及び公安委員会が連携して、歩行者等の安全を確保するため、最

高速度 30 キロメートル毎時の区域規制等を実施する「ゾーン 30」の整備を推進すると

ともに、通行禁止等の交通規制を実施するほか、外周幹線道路を中心とした交通円滑化

対策を実施し、子供や高齢者等が安心して通行できる道路空間等の整備を推進します。 

 また、交通規制及び交通管制との連携を強化し、ハンプやクランク等車両速度を抑制

する道路構造等により、歩行者や自転車利用者が安心して通行できる道路空間の整備を

推進します。 

  

(2) 高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備 

関係機関 
関東地方整備局、県企画財政部、県福祉部、県県土整備部、 

県警察本部 

 高齢者や障害者を含め全ての人が安全に安心して参加・活動できる社会を実現するた

め、音響式信号機や歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機、エスコートゾーン

の整備を推進し、合わせて信号灯器の LED 化、道路標識の高輝度化等を推進します。 

 また、「バリアフリー法」、「埼玉県福祉のまちづくり条例」等に基づき、駅や公共施設

等重点整備地区の整備、歩道の段差改善等、バリアフリーに配慮した道路整備や適正な

維持管理等を推進します。 
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 特に、バリアフリー法で定められた特定道路等については、歩行空間のバリアフリー

化を重点的かつ一体的に促進します。 

 

(3) 通学路等における安全対策 

関係機関 関東地方整備局、県福祉部、県県土整備部、県警察本部 

 通園・通学路や未就学児が日常的に利用する経路を中心に、子供が日常的に集団で移

動する経路の安全を確保するため、歩道やガードレール等の交通安全施設の整備を推進

するとともに、保護者や学校関係者による通学路安全総点検を実施し、歩行者用灯器の

整備、横断歩道の拡充等、利用者の視点からの交通安全対策を推進します。 

 

(4) 歩行者等支援情報通信システム(高度化 PICS)の整備等の推進  

関係機関 県警察本部 

 スマートフォン等の Bluetooth を活用して、歩行者用信号の情報を送信するなど、歩

行者等支援情報通信システム（以下、「高度化 PICS（Pedestrian Information and 

Communication Systems）」という。）の整備を推進して、高齢者、障害者等の安全な移動

を支援します。 

 

２ 道路ネットワークの整備と生活道路との機能分化 

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部、県都市整備部 

市街地内の通過交通の排除と交通の効果的な分散により、交通事故の防止や交通渋滞の

解消を図るため、バイパスや環状道路の整備を推進します。 

また、安全で快適な交通を確保するため、狭隘な道路の改善や４車線化を推進します。 

さらに、高速道路等の規格の高い道路の利用を促進するため、スマートインターチェン

ジの導入やインターチェンジへのアクセス道路の整備等を推進します。 

加えて、幹線道路で囲まれた居住地域内や歩行者等の通行の多い商業地域内等において

は，通過交通をできる限り幹線道路に転換させるなど道路機能の分化により，生活環境を

向上させるため，補助的な幹線道路，区画道路，歩行者専用道路等の系統的な整備を行う

とともに，都道府県公安委員会により実施される交通規制及び交通管制との連携を強化し，

ハンプ・狭さく等による車両速度及び通過交通の抑制等の整備を総合的に実施します。 
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３ 幹線道路における交通安全対策の推進 

(1) 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の推進  

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部、県警察本部 

 事故ゼロプランの実施に当たっては、効率的・効果的な実施に努め、死傷事故率の高い

区間や地域の交通実情を反映した区間等、事故の危険性が高い特定の区間を第三者の意

見を参考に選定します。さらに、地域住民等に対し、事故危険区間についての広報を行う

とともに、事故データにより、事故類型や事故要因等を明らかにした上で、効果の高い対

策を立案します。また、対策完了後は、対策の効果を分析・評価し、必要に応じ追加対策

を行う等、評価結果を基に新たな対策を実施します。 

 

(2) 事故危険箇所対策の推進 

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部、県警察本部 

 事故の発生割合の大きい幹線道路の区間等を事故危険箇所に指定し、公安委員会と道

路管理者が連携して事故抑止対策を実施します。事故危険箇所においては、歩道等の整

備、交差点改良、視距の改良及び防護柵、区画線の設置、視線誘導標の設置等の対策を推

進します。 

 

(3) 幹線道路における交通規制  

関係機関 県警察本部 

 一般道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通安全施設等の

整備状況、道路交通実態の状況等を勘案し、速度規制等の交通規制について見直しを行

い、その適正化を図ります。 

 

(4) 重大事故の再発防止  

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部、県警察本部 

 社会的影響の大きい重大事故が発生した際は、速やかに事故要因を調査し、同様の事

故の再発防止を図ります。 

 

(5) 高速自動車国道等における交通安全対策の推進 

関係機関 関東地方整備局 

 高速自動車国道等においては、緊急に対処すべき交通安全対策を総合的に実施する観
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点から、交通安全施設等の整備を計画的に進めるとともに、渋滞区間における道路の拡

幅等の改築事業、適切な道路の維持管理、道路交通情報の提供等を積極的に推進し、安

全水準の維持、向上を図ります。 

ア 交通安全施設の整備等  

 安全で円滑な自動車交通を確保するため、事故多発区間のうち緊急に対策を実施すべ

き箇所について、雨天、夜間等の事故要因の詳細な分析を行い、これに基づき中央分離帯

強化型防護柵、自発光式視線誘導標、高機能舗装、高視認性区画線の整備等を重点的に実

施するとともに、道路構造上往復に分離されていない非分離区間については、対向車線

へのはみ出しによる重大事故を防止するため、ワイヤロープの設置を推進します。 

 逆走及び歩行者、自転車等の立入り事案による重大事故防止のため、標識や路面標示

等による対策の拡充に加え、産学官が連携した新しい技術として、錯視効果を応用した

路面標示やセンサーによる検知・警告設備等の対策を実施するとともに、画像認識技術

を活用した路車連携技術の開発等を推進します。 

 渋滞区間における追突事故防止を図るため、臨時情報板を含む情報板の効果的な活用

を推進するほか、後尾警戒車等により渋滞最後尾付近の警戒を行います。 

 また、事故発生後の救助・救急活動を支援する緊急開口部の整備等も併せて実施する

とともに、高速自動車国道等におけるヘリコプターによる救助・救急活動を支援します。 

 

イ 渋滞区間における道路の拡幅等 

 過労運転やイライラ運転を防止し、安全で快適な自動車走行に資するより良い走行環

境の確保を図るため、本線拡幅やインターチェンジの改良、事故や故障による停車車両

の早期撤去等による渋滞対策、休憩施設の混雑解消等を推進します。 

 

ウ 道路交通情報の提供 

 道路利用者の多様なニーズに応え、道路利用者へ適切な道路交通情報等を提供する道

路交通情報通信システム（以下、「VICS（Vehicle Information and Communication System）

という。」及び ETC2.0 等の整備・拡充を図るとともに、渋滞の解消及び利用者サービス

の向上を図るため、情報通信技術を活用して即時に道路交通情報の提供を行う利用者サ

ービスの向上等を推進します。 

 

(6) 道路の改築等による交通事故対策の推進 

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部 

 歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設置するため
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の既存道路の拡幅、自転車の通行を歩行者や車両と分離するための自転車道や自転車専

用通行帯、自転車の通行位置を示した道路の整備等の道路交通の安全に寄与する道路の

改築事業を推進します。 

 

(7) 高度道路交通システム(ITS)の推進等による安全で快適な道路交通環境の実現 

関係機関 関東総合通信局、県警察本部 

 交通情報の収集・分析・提供や交通状況に即応した信号制御を行うため、交通管制シス

テムの充実・改良を図ります。具体的には、交通管制システム中央装置の端末対応装置

化を図るほか、高度化光ビーコン等最先端の情報通信技術を用いて新交通管理システム

（以下、「UTMS（Universal Traffic Management Systems）」という。）を推進するととも

に、情報収集・提供環境の拡充や自動運転技術の実用化に資する交通環境の構築等によ

り、安全で快適な道路環境の実現を図ります。 

 

４ 自転車利用環境の総合的整備 

関係機関 関東地方整備局、県県民生活部、県県土整備部、県都市整備部 

 自転車活用推進計画に基づき、自転車交通量や市町村の自転車通行空間のネットワーク

を考慮し、既存の道路幅員を活用した自転車通行空間の整備を推進します。 

 また、駅周辺等における自転車・原動機付自転車の放置問題を解決するため、放置自転

車等の撤去を行う市町村や関係機関・団体等と連携し、放置自転車等の整理・撤去の推進

を図ります。 

 さらに、自転車の駐車需要の多い駅周辺の自転車駐車場を確保するため、交付金の導入

等により市町村が行う自転車駐車場の整備を支援します。 

 

５ 地域公共交通の確保・充実 

関係機関 県企画財政部 

 高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保に向け、地域公共交通のマスタープラン

（地域公共交通計画）を策定し、公共交通サービスの改善を図るとともに、地域の輸送資

源の総動員による持続可能な移動手段の確保・充実を図る取組を推進します。 
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６ 交通安全施設等の整備と戦略的な維持管理等 

(1) 交通安全施設等整備事業の推進  

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部、県警察本部 

ア 交通安全施設等整備事業の推進 

交通の安全を確保する必要性が高い道路については、道路管理者及び公安委員会が連

携し、重点的、効果的かつ効率的に交通安全施設等整備事業を推進することにより、交

通環境を改善し、交通事故防止と交通の円滑化を図ります。 

 

イ 交差点の整備 

県内の交通事故の約６割が交差点及び交差点付近で発生していること、また右折帯の

ない交差点は交通渋滞の大きな要因となっていることから、右折帯を設置する等の交差

点整備を重点的に実施します。 

 

ウ 信号機の整備 

道路の構造及び交通の実態等を勘案して、交通事故多発交差点、事故危険箇所等に信

号機を設置するほか、既設の信号機については、信号灯器の LED 化及び歩車分離式信号

機の導入を推進します。 

 

エ 道路標識等の整備 

安全で快適な道路交通環境を確保するため、保守点検の徹底と整理統合により、「見や

すく、分かりやすい」高輝度化標識等の整備をするとともに道路環境に即した整理統合

を図ります。 

 

(2) 交通安全施設等の戦略的維持管理 

関係機関 県警察本部 

 整備後長期間が経過した信号機等の老朽化対策が課題となっていることから、平成 27

年に県において策定された「県有資産総合管理方針」等に即して、点検結果に基づく計

画的な老朽施設の更新、不要な施設の撤去等を推進し、維持管理費の削減等を図ります。 

 

(3) 道路交通環境整備への住民参加の促進  

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部、県警察本部 

 安全な道路交通環境の整備に当たっては、道路を利用する人の視点を生かすことが重
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要であることから、道路利用者等が日常感じている意見を「標識 BOX・信号機 BOX」（は

がき、インターネット等を利用して、運転者等から道路標識等に関する意見を受け付け

るもの）、「道路損傷通報サービス」（道路の損傷をスマートフォンやパソコンで通報でき

るサービス）や「道の相談室」等を活用して道路交通環境の整備に反映します。 

 また、交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、安全で良好なコミ

ュニティの形成を図るために、交通安全対策に関して住民が計画段階から実施全般にわ

たり積極的に参加できる仕組みをつくり、行政と住民の連携による交通安全対策を推進

します。 

 

(4) 横断歩行者優先の前提となる施設の適正な維持管理  

関係機関 県警察本部 

 横断歩行者優先の前提となる横断歩道の道路標識・道路標示が破損、滅失、褪色、摩

耗等の理由によりその効用が損なわれないよう効率的かつ適切な管理を行います。 

 

(5) 道路交通環境安全推進連絡会議の活用  

関係機関 関東地方整備局、県県民生活部、県県土整備部、県警察本部 

 関係機関との緊密な連携の下、安全な道路交通環境の整備を推進し、県内の交通事故

防止を図るために設置された「埼玉県道路交通環境安全推進連絡会議」を通じ、道路管

理者と交通管理者が一体となった交通事故防止対策を推進します。 

 

７ 歩行者空間のバリアフリー化 

関係機関 
関東地方整備局、県企画財政部、県福祉部、県県土整備部、 

県警察本部 

 高齢者や障害者を含め全ての人が安全に安心して参加・活動できる社会を実現するため、

音響式信号機や歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機、エスコートゾーンの整備

を推進し、合わせて信号灯器の LED 化、道路標識の高輝度化等を推進します。 

 また、「バリアフリー法」、「埼玉県福祉のまちづくり条例」等に基づき、駅や公共施設等

重点整備地区の整備、歩道の段差改善等、バリアフリーに配慮した道路整備や適正な維持

管理等を推進します。 

 特に、バリアフリー法で定められた特定道路等については、歩行空間のバリアフリー化

を重点的かつ一体的に促進します。 
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８ 無電柱化の推進  

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部 

 安全で快適な通行空間の確保、良好な景観・住環境の形成、電柱の倒壊による災害の防

止、情報通信ネットワークの信頼性の向上等の観点や無電柱化推進計画に基づき、無電柱

化の推進を図ります。 

 

９ 効果的な交通規制の推進 

(1) 地域の交通実態等を踏まえた交通規制 

関係機関 県警察本部 

 地域の交通実態等を踏まえ、交通事情の変化を的確に把握して総合的な対策を実施す 

ることにより、安全で円滑な交通流の維持を図ります。 

 速度規制については、実勢速度、交通事故発生状況等を勘案しつつ、規制速度の引上

げ、規制理由の周知措置等を計画的に推進するとともに、生活道路の速度抑制対策を積

極的に推進します。 

 また、駐車規制については、地域住民等の意見要望を十分に踏まえた上で、道路環境、

交通量、駐車需要等に即応したきめ細かな駐車規制を推進します。 

 さらに、信号制御については、横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間が長い押しボ

タン式信号の改善を行うなど、信号表示の調整等の運用の改善を推進します。 

 

(2) 安全で機能的な都市交通確保のための交通規制 

関係機関 県警察本部 

 安全で機能的な都市交通を確保するため、計画的に都市部における交通規制の内容に

ついて点検・見直しを推進するとともに、都市交通に見合った交通流・量の配分・誘導

を図ります。 

 また、路線バス等大量公共輸送機関の安全・優先通行を確保するための交通規制等を

推進します。 

 

(3) 幹線道路における交通規制 

関係機関 県警察本部 

 一般道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通安全施設等

の整備状況、交通実態等を勘案し、速度規制等の交通規制について見直しを行い、その
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適正化を図ります。 

 

(4) 高速道路における交通規制  

関係機関 県警察本部 

 新規供用の高速道路等については、道路構造、交通安全施設の整備状況等を勘案し、

安全で円滑な交通を確保するため、適正な交通規制を実施します。 

 既供用の高速道路等については、交通流の変動、道路構造の改良状況、安全施設の整

備状況、交通事故の発生状況等を総合的に勘案して、交通実態に即した交通規制となる

よう見直しを行います。 

 特に、交通事故多発区間においては、大型貨物自動車等の通行区分規制、速度規制等

の必要な安全対策を推進するとともに、交通事故、災害発生時等の交通障害発生時にお

いては、その状況に即し、臨時交通規制を迅速かつ的確に実施し、二次事故の防止を図

ります。 

 

(5) 効果的な交通規制の推進 

関係機関 県警察本部 

 交通事故が多発する地域、路線においては、事故要因に即した効果的な交通規制を重

点的に実施します。また、道路交通環境の変化等により、現場の交通規制と交通実態と

がそぐわないと認められる場合は、交通規制の見直しを実施します。 

 

(6) 交通規制情報の質の向上等の推進 

関係機関 県警察本部 

 公安委員会が行う交通規制情報のデータベース化を推進し、効果的な交通規制を推進

する環境の整備を行います。 

 

10 高度道路交通システム(ITS)の活用 

関係機関 関東総合通信局、関東地方整備局、県警察本部 

 最先端の情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビーコンの機能を

活用して UTMSの整備を行うことにより高度道路交通システム(以下、「ITS（Intelligent 

Transport Systems）」という。)を推進します。 
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11 交通需要マネジメントの推進 

(1) 自動車の効率的利用の促進  

関係機関 関東運輸局 

 円滑で安全な道路交通の確保に資するため、相乗りや効率的な物資の輸送等を進める

とともに、混雑時間や混雑箇所を避けた自動車利用を促す等、自動車の効率的利用を促

進します。 

 

(2) 公共交通機関の利用の促進  

関係機関 関東運輸局、県企画財政部、県警察本部 

 誰もが安心してバスや鉄道等の公共交通を利用できるよう、ノンステップバスの導入

促進、バスロケーションシステム（バスの運行状況をリアルタイムで把握し、停留所や

携帯電話等にバスの運行状況を提供するシステム）の整備、駅のエレベーター設置等に

よる利便性の向上を進め、利用者の安全を確保するとともに、パークアンドライド（鉄

道駅等に自家用車を駐車して公共交通機関に乗り継ぐ形態）等、自動車から公共交通へ

の利用転換を推進します。 

 また、都市部における円滑な道路交通を確保するため、交通管制システムの機能の拡

充や公共車両優先システム（PTPS（Public Transportation Priority Systems））の整備

を継続するとともに、これらと連携した道路整備に合わせて、公共輸送機関の優先対策

を推進します。 

 

12 災害に備えた道路交通環境の整備 

(1) 災害に備えた道路の整備 

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部 

 地震、豪雨・豪雪等の災害が発生した場合においても安全で安心な生活を支える道路

交通を確保することとし、豪雨災害や地震等の大規模災害発生時においても、被災地の

救援活動や緊急物資輸送に不可欠な緊急輸送道路の機能を確保するため、代替道路等の

整備や橋梁の耐震化等を推進します。 

 また、災害発生時に、避難場所等として地域防災計画等に位置付けられている「道の

駅」については、防災機能の強化を図り、防災拠点としての活用を推進します。 

 さらに、ミッシングリンクの解消や高速道路の４車線化、一般道の防災課題解消など

を推進し、災害に強い道路ネットワークを構築します。 
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(2) 災害に強い交通安全施設等の整備  

関係機関 県県土整備部、県警察本部 

 地震、豪雨・豪雪等による災害が発生した場合においても安全な道路交通を確保する

ため、交通管制センター、交通監視用カメラ、交通情報板等の交通安全施設の整備を推

進するとともに、災害発生時の停電に起因する信号機の機能停止による混乱を防止する

ため、予備電源として自動起動式交通信号用発動発電機の整備を推進します。 

 

(3) 広域交通管制システムの推進  

関係機関 県警察本部 

 オンライン接続により交通管制センターから詳細な交通情報をリアルタイムで警察庁

に送信し、広域的な交通管理に活用する「広域交通管制システム」の的確な運用を推進

します。 

 

(4) 災害発生時における交通規制 

関係機関 県警察本部 

 災害発生時は、必要に応じて緊急交通路を確保し、それに伴う混乱を最小限に抑える

ため、被災地への車両の流入抑制等の交通規制を迅速かつ的確に実施します。 

 また、災害対策基本法による通行禁止等の交通規制を的確かつ迅速に行うため、信号

制御により被災地への車両の流入を抑制するとともに、迂回指示・広報を行います。 

 併せて、災害の状況や交通規制等に関する情報を交通情報板等による提供や災害発生

時における混乱を最小限に抑える観点から、道路管理者と連携し、交通量等が一定の条

件を満たす場合において安全かつ円滑な道路交通を確保できる環状交差点の活用を図り

ます。 

 

(5) 災害発生時における情報提供の充実 

関係機関 関東地方整備局、熊谷地方気象台、県県土整備部、県警察本部 

 災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収集・分析・

提供し、復旧や緊急交通路、緊急輸送路等の確保及び道路利用者等への道路交通情報の

提供等に資するため、地震計、交通監視用カメラ、車両感知器、道路情報提供装置、道路

管理情報システム等の整備を推進するとともに、ICTを活用した道路・交通に関する災害

情報等の提供を推進します。 
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 また、災害発生時には、警察や道路管理者が保有するプローブ情報や、民間事業者が

保有するプローブ情報から運行実績情報を生成し提供することで、災害時における交通

情報の提供を推進します。 

 

13 総合的な駐車対策の推進 

関係機関 県県民生活部、県産業労働部、県都市整備部、県警察本部 

 秩序ある駐車を推進するため、地域住民等の意見要望を踏まえつつ、地域の交通実態等

に応じた駐車規制の点検・見直しを行うとともに、悪質性、危険性、迷惑性の高い駐車違

反に重点を置いた取締りを実施します。 

 また、違法駐車の状況、住民からの要望等を勘案し決定された駐車監視員活動ガイドラ

イン内での、駐車監視員による放置駐車確認業務を推進するとともに、道路環境等の変化

に応じてガイドラインの見直しを図ります。 

 さらに、駐車違反管理システムを効果的に運用して、運転者の責任を追及するとともに、

使用者に対する放置違反金納付命令及び繰り返し放置違反金納付命令を受けた使用者に

対する使用制限命令の積極的な活用を図ります。 

 駐車施設等の整備については、駐車場整備に関する調査の実施及び自動車交通が混雑す

る地区等において、駐車場整備地区の指定を促進するとともに、当該地区において計画的、

総合的な駐車対策を行うため、駐車場整備計画の策定を促進します。 

 また、大規模な建築物に対し、駐車施設の整備を義務付ける附置義務条例の制定を促進

するとともに、自動二輪車も駐車できる駐車場の整備を合わせて促進します。 

 さらに、適正な保管場所の確保と格納の徹底を図るため、保管場所管理システムを活用

して保管場所の調査を迅速かつ適正に実施するとともに、青空駐車の取締りを推進し、保

管場所を確保していない車両の一掃を図ります。 

 既存駐車施設等の活用促進については、駐車場案内・誘導システムによる駐車施設の位

置や満空情報の提供、公共施設附置駐車場の休日一般開放等、既存駐車場の有効利用を図

るほか、パーキング・メーター等の適正な運用を図ります。 

 違法駐車防止気運の醸成・高揚については、違法駐車の排除及び適正な自動車の保管場

所の確保等に関し、県民への広報・啓発活動を行うとともに、関係機関・団体との密接な

連携を図り、地域交通安全活動推進委員の積極的な活用等により、住民の理解と協力を得

ながら気運の醸成・高揚を図ります。 

 また、駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地域の駐車管理構想を見直し、道

路環境、交通実態、地域の意見要望を十分に踏まえた駐車規制の点検・改善、道路利用者

や関係事業者等による自主的な取組を促進するとともに、違法駐車の取締り、積極的な広



第１章 道路交通環境の整備 

27 

報・啓発活動等のハード・ソフト一体となった総合的な駐車対策を推進します。 

 

14 道路交通情報の充実 

(1) 交通管制システムの充実・高度化 

関係機関 関東総合通信局、県警察本部 

 ITS の一環として、運転者に渋滞状況等の道路交通情報を提供する VICS や ETC2.0 の

整備・拡充を積極的に推進します。 

 また、多様化する道路利用者のニーズに応えて、交通管制エリアの拡大等の交通管制

システムの充実・高度化を図るほか、交通規制情報のデータベース化を推進します。 

 

(2) 道路交通情報の充実に資する機器の整備等 

関係機関 県警察本部 

 道路利用者に対し、必要な道路交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路

交通を確保するため、光ビーコン、交通監視用カメラ、車両感知器等の整備による情報

収集・提供体制の充実を図ります。 

 

(3) 自動運転の実用化に資する交通環境の構築  

関係機関 県警察本部 

 自動運転の実用化に資する交通環境の構築のため、交通情報収集・交通情報収集提供

装置等の交通管制及び信号機の情報化に資する事業を推進します。 

 

(4) 分かりやすい道路交通環境の確保  

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部、県警察本部 

 時間別・車種別等の交通規制の実効を図るための視認性・耐久性に優れた大型固定標

識等の整備を推進し、英語併記が可能な規制標識の整備の推進等により、国際化の進展

への対応に努めます。 

 また、主要な幹線道路の交差点及び交差点付近においてルート番号等を用いた案内標

識の設置等を行うことにより、系統的で誰にも分かりやすい案内標識の整備を推進しま

す。 
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15 その他の道路交通環境の整備 

(1) 道路占用及び道路使用の適正化  

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部、県警察本部 

ア 道路の使用及び占用の適正化 

 工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっては、道路の構

造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために適正な運用を行うとともに、

許可条件の順守、占用物件等の維持管理の適正化について指導します。 

 さらに、道路における駐車場所、交通規制及び道路使用許可に関する調査等、県交

通安全活動推進センターが行う事務の充実について指導・監督を強化し、道路使用の

適正化を図ります。 

 

イ 不法占用物件の排除等 

 道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、強力な指導取締り

によりその排除を行い、特に市街地について重点的にその是正を実施します。 

 

ウ 道路の掘り返しの規制等 

 道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工事に伴う事故・

渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整します。 

 

(2) 休憩施設等の整備の推進 

関係機関 関東地方整備局、県県土整備部 

 過労運転に伴う事故を防止するため、関係機関と連携して「道の駅」等の休憩施設の

整備を推進します。 

 

(3) 子供の遊び場等の確保 

関係機関 県都市整備部、県教育局 

 子供の遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故を防止するとともに、都市

における良好な生活環境づくり等を図るため、社会資本整備重点計画等に基づき、住区

基幹公園等の整備を推進します。 

 さらに、繁華街、小住宅集合地域、交通頻繁地域等、子供の遊び場等の環境に恵まれ

ない地域またはこれに近接する地域に、優先的に、主として幼児及び小学校低学年児童

を対象とした児童館及び児童遊園を設置するとともに、公立の小学校、中学校及び高等
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学校の校庭及び体育施設、社会福祉施設の園庭等の開放の促進を図ります。 

 

(4) 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

関係機関 関東地方整備局、県危機管理防災部、県県土整備部 

 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、欠壊又は異常気

象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工事のためやむを得な

いと認められる場合には、道路法（昭和 27年法律第 180号）に基づき、迅速かつ的確に

通行の禁止又は制限を行います。 

 また、危険物を積載する車両の水底トンネル等の通行の禁止又は制限及び道路との関

係において必要とされる車両の寸法、重量等の最高限度を超える車両の通行の禁止又は

制限に対する違反を防止するため、指導取締りの推進を図ります。 

 

(5) 道路法非適用道路に係る交通安全施設の整備  

関係機関 県農林部 

 農道や森林管理道等の道路法が適用されない道路については、状況に応じて防護柵や

道路反射鏡その他これらに類する交通安全施設等の整備を推進します。 

 また、建設中の道路については、関係車両以外の通行を制限する措置を講じます。 

 森林管理道等については、レクリエーションを目的とする都市住民等の利用のほか、

自転車利用者の増加も見込まれることを念頭に、注意喚起看板や落石防止柵等の安全施

設を設置する等事故防止に努めます。 

 

(6) 交通公害の防止  

関係機関 関東運輸局、県環境部 

 自動車を原因とする大気汚染や騒音・振動等の交通公害を防止するため、法律や条例

に基づく規制や低公害車への買い換え促進を図るとともに、アイドリング・ストップの

実施や、急発進・急加速の防止等のエコドライブを推進します。 

 また、自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図り、地球温暖化の防止に努めま

す。 

 

 

 

  


