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≪施策の体系≫ 

 

 

(６) 危険運転の防止等に関する普及啓発活動の
　　 推進

(７) 過積載防止対策の推進

地域における交通安全活動への参加・協働の推進

１

２

(１) 幼児に対する交通安全教育

(２) 小学生に対する交通安全教育

(３) 中学生に対する交通安全教育

３ 自転車の安全利用の推進

段階的かつ体系的な交通安全教育の徹底

(５) 成人等に対する交通安全教育

(６) 高齢者に対する交通安全教育

(５) 交通事故ゼロを意識した効果的な広報の
　　 実施

(３) 自転車用ヘルメットの普及促進

(４) 自転車運転免許制度の活用

(５) 幼児二人同乗用自転車の普及促進

(１) 自転車安全利用五則等を活用した
     交通ルールの周知

(２) 自転車運転者講習制度の適切な運用

(４) 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進

(４) 高校生に対する交通安全教育

(６) 自転車の安全性の確保

効果的な交通安全教育の推進

(９) 障害者に対する交通安全教育

(10) 外国人に対する交通安全教育

(７) 高齢運転者に対する交通安全教育

(８) 高齢者保護ネットワークの推進

４

５

６

(３) 二輪車運転者のプロテクター等被害軽減
　　 用品の活用推進

歩行者優先と正しい横断の徹底

県民総ぐるみの交通安全運動等の推進

(１) シートベルト及びチャイルドシートの
     着用等の徹底

(２) 飲酒運転の根絶

７

８ 民間交通安全団体等の主体的活動の促進

９

その他の交通安全に関する普及啓発活動の推進

急速に発展・普及する技術の正しい利用のための情報提供等

７

８ 民間交通安全団体等の主体的活動の促進

９

その他の交通安全に関する普及啓発活動の推進

４

５

６

(３) 二輪車運転者のプロテクター等被害軽減
　　 用品の活用推進

歩行者優先と正しい横断の徹底

県民総ぐるみの交通安全運動等の推進

(１) シートベルト及びチャイルドシートの
     着用等の徹底

(２) 飲酒運転の根絶

(４) 高校生に対する交通安全教育

(６) 自転車の安全性の確保

効果的な交通安全教育の推進

(９) 障害者に対する交通安全教育

(10) 外国人に対する交通安全教育

(７) 高齢運転者に対する交通安全教育

(８) 高齢者保護ネットワークの推進

(５) 交通事故ゼロを意識した効果的な広報の
　　 実施

(３) 自転車用ヘルメットの普及促進

(４) 自転車運転免許制度の活用

(５) 幼児二人同乗用自転車の普及促進

(１) 自転車安全利用五則等を活用した
     交通ルールの周知

(２) 自転車運転者講習制度の適切な運用

(４) 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進

(６) 危険運転の防止等に関する普及啓発活動の
　　 推進

(７) 過積載防止対策の推進

急速に発展・普及する技術の正しい利用のための情報提
供等

地域における交通安全活動への参加・協働の推進

１

２

(１) 幼児に対する交通安全教育

(２) 小学生に対する交通安全教育

(３) 中学生に対する交通安全教育

３ 自転車の安全利用の推進

段階的かつ体系的な交通安全教育の徹底

(５) 成人等に対する交通安全教育

(６) 高齢者に対する交通安全教育
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交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下、県民一人ひとりが交通社会

の一員としての責任を自覚するとともに、交通安全意識の高揚、交通ルールと正

しい交通マナーを遵守し、相手の立場を尊重し、ほかの人々や地域の安全にも貢

献できる良き社会人を育成する上で、重要な意義を有しています。 

また、人優先の交通安全思想の下、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等

の安全を一層確保するため、思いやりの心を育むとともに、交通事故被害者等の

痛みを思いやり、交通事故の被害者にも加害者にもならない意識を育てることが

重要です。 

交通安全意識を向上させ、正しい交通マナーを身に付けるため、人間の成長過

程に応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を推進します。 

また、高齢化が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るととも

に、他の年代に対しても高齢者の特性を知り、高齢者に配慮する意識を高めるた

めの啓発指導も重要になっています。 

 

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の徹底 

(1) 幼児に対する交通安全教育 

関係機関 県総務部、県県民生活部、県福祉部、県警察本部 

 幼児に対する交通安全教育は、基本的な交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践

する態度を身につけさせるとともに、日常生活において安全に道路を通行するために必

要な基本的な技能及び知識を習得させることを目標とします。 

 また、幼稚園、保育所及び認定こども園等においては、家庭や地域、関係機関・団体と

連携、協力を図りながら、保育中の事故防止及び安全対策の一環として計画的かつ継続

的な交通安全教育を行うとともに、日常の教育・保育活動のあらゆる場面をとらえて交

通安全教育を推進します。 

 これらを効果的に実施するため、教職員の指導力の向上を図るとともに交通ボランテ

ィアによる通園時の安全な通行の指導等を実施します。 

 

(2) 小学生に対する交通安全教育 

関係機関 県総務部、県県民生活部、県教育局、県警察本部 
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 小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて歩行者及び自

転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交通の状況に応

じて、安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予測し、これを回避して

安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とします。 

 小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、体育、特別

の教科道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、安全な

歩行の仕方、自転車の安全な利用、乗り物の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルー

ルの意味及び必要性等について重点的に交通安全教育を実施します。 

 このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作成・配

布するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を対象とした心肺蘇生法の

実技講習会等を実施します。 

 関係機関・団体は、小学校において行われる交通安全教育の支援を行うとともに、児

童に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。また、児童の保護者が日常生活の

中で模範的な行動をとり、歩行中、自転車乗用中等実際の交通の場面で、児童に対し、

基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護者を対象とした交通安全講習会

等を開催します。 

 さらに、交通ボランティアによる児童に対する安全な行動の指導、児童の保護者を対

象とした交通安全講習会等の開催を促進します。 

 

(3) 中学生に対する交通安全教育 

関係機関 県総務部、県県民生活部、県教育局、県警察本部 

 中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自

転車で安全に道路を通行するために、必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、

道路を通行する場合は、思いやりをもって、自己の安全ばかりでなく、他の人々の安全

にも配慮できるようにすることを目標とします。 

 中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、保健体育、

特別の教科道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、安

全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回避、標識等の

意味、自転車事故における加害者の責任、応急手当等について重点的に交通安全教育を

実施します。 

 このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作成・配

布するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を対象とした心肺蘇生法の

実技講習会等を実施します。 
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 関係機関・団体は、中学校において行われる交通安全教育が円滑に実施できるよう指

導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、地域において、保護者対象の交通安

全講習会や中学生に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。 

 

(4) 高校生に対する交通安全教育 

関係機関 県総務部、県県民生活部、県教育局、県警察本部 

 高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、二

輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために、必要な技能と知

識を十分に習得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し、自他の生

命を尊重する等責任をもって行動することができるような健全な社会人を育成すること

を目標とします。 

 高等学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力をして、保健体育科、総

合的な探求の時間、特別活動等の教育活動全体を通じて、自転車の安全な利用、二輪車・

自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、応急手当等についてさらに理解を深

めるとともに、生徒の多くが、近い将来、普通免許等を取得することが予想されること

から、免許取得前の教育としての性格を重視した交通安全教育を実施します。 

 特に、二輪車・自動車の安全に関する指導については、生徒の実態や地域の実情に応

じて、安全運転を推進する機関・団体や PTA 等と連携しながら、安全運転に関する意識

の高揚と実践力の向上を図るとともに実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を

図ります。このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教材等を作成・

配布するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を対象とした心肺蘇生法

の実技講習会等を実施します。 

 関係機関・団体は、高等学校において行われる交通安全教育が円滑に実施できるよう

指導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、地域において、高校生及び相当年

齢者に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。 

 なお、各高等学校では、「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導要項」に基づ

く指導を行い、自動二輪車等の運転免許を取得し、運転する生徒に対しては、適切な交

通安全教育を行います。 

 また、小中学校等との交流を図る等して高校生の果たしうる役割を考えさせるととも

に、交通安全活動への積極的な参加を促します。 
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(5) 成人等に対する交通安全教育 

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 ア 若者に対する交通安全教育 

 若者に対する交通安全教育は、若者の交通事故実態、交通事故加害者としての実態

の周知に重点を置き、自己の運転技量に対する正確な認識及び社会的責任を自覚させ、

運転者としての交通安全意識を高め、著しい速度超過、飲酒運転など悪質・危険な運

転の防止を図ります。 

 また、若者の特性と興味に十分配慮し、若者が積極的に参加・理解しやすい効果的

な交通安全教育を推進するため、関係機関・団体とともに、自転車、二輪車及び四輪車

の運転実技教育など、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進します。 

 このほか、運転免許を取らない若者の増加に鑑み、運転免許を持たない若者や成人

が交通安全について学ぶ機会を設けるよう努めます。 

 

 イ 成人に対する交通安全教育 

 成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の観点から、免許取得時

及び免許取得後の運転者教育を中心として行います。免許取得時の教育は、自動車教

習所における教習が中心となることから、教習水準のより一層の向上に努めます。 

 また、免許取得後の運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に

必要な知識、技術、特に危険予測・回避能力の向上、さらに、交通事故被害者の心情な

ど交通事故の悲惨さに対する理解、交通安全意識・正しい交通マナーの向上に努めま

す。 

 これらは公安委員会が実施する各種講習、自動車教習所等が受講者の特性に応じて

実施する運転者教育及び事業者の安全運転管理の一環として安全運転管理者、運行管

理者等が実施する交通安全教育を中心に行います。 

 このほか、学級・講座等を通じ、自転車の安全利用に係る交通安全教育についても

促進を図ります。 

 

(6) 高齢者に対する交通安全教育  

関係機関 県県民生活部、県福祉部、県警察本部 

 高齢者に対する交通安全教育は、運転免許の有無等により、交通行動や危険認識、交

通ルール等の知識に差があることに留意しながら、加齢に伴う身体機能の変化が歩行中・

自転車乗車中の交通行動に及ぼす影響や、運転者側から見た歩行者や自転車の危険行動
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を理解させるとともに、自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう必要

な実践的技能及び交通ルール等の知識を習得させるほか、夜間の交通事故防止に効果の

高い反射材の普及促進を目標とします。 

 特に、今まで交通安全教育を受ける機会のなかった高齢者を中心に、訪問型の交通安

全教育や子供、孫の３世代が交通安全をテーマに交流する世代間交流を促進するほか、

高齢者同士の相互啓発等による交通安全意識の高揚を図るため、老人クラブ等の関係団

体と連携して、高齢者自身による自主的な交通安全活動を促進します。 

 また、高齢者に対する交通安全指導担当者の養成、教材・教具等の指導体制の充実に

努めるとともに、各種教育機材を活用した参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的

に推進します。 

 さらに、高齢化の一層の進展に的確に対応し、高齢者が安全に、かつ、安心して外出

できる交通社会を形成するため、高齢者自身の交通安全意識の向上はもとより、県民全

体が高齢者を見守り、高齢者に配意する意識を高めていくことや、地域の見守り活動を

通じ、地域が一体となって高齢者の安全確保に取り組むよう努めます。 

 

(7) 高齢運転者に対する交通安全教育  

関係機関 県県民生活部、県福祉部、県警察本部 

 高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習における高齢者学級の内容の充実

に努めるほか、高齢者に自己の運動能力や反応動作、自動車の特性等を再認識させ、関

係機関・団体、自動車教習所等と連携し、運転適性診断や運転者用機材又は実車運転体

験等による運転技能診断を実施して、診断結果に基づく個別指導を行う等の運転者教育

を推進します。 

 また、相次ぐ道路の逆走や操作ミスによる事故の防止を図るため、高齢者が交通事故

の加害者になる可能性があるという観点に基づき、加齢に伴う身体機能や認知機能の低

下を知っていただき、安全運転への意識を高めていただくとともに、自主的な運転免許

の返納を促す啓発活動等を推進します。 

 

(8) 高齢者保護ネットワークの推進 

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 「声掛け」により注意を喚起する活動を促進するとともに、交通事故に遭う危険性の

高い認知症高齢者等、援護を必要とする高齢者を交通事故から守るため、行政機関、交

通関係団体、タクシー・バス事業者等において、このような高齢者を発見した場合の通
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報協力体制を確立するなど、高齢者保護のネットワーク化を促進します。 

 また、加齢による身体機能の変化を理解させるため、医療機関と連携した取組を進め

ます。 

 

(9) 障害者に対する交通安全教育  

関係機関 県県民生活部、県福祉部、県警察本部 

 障害者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、字幕入りビ

デオの活用等に努めるとともに、地域における福祉活動の場を利用するなどして、障害

の種類や程度に応じ、きめ細かい交通安全教育を推進します。 

 

(10) 外国人に対する交通安全教育  

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 国際化の進展により、本県に居住・就業する外国人の増加が続く中、日本の交通事故

実態、交通ルール等を多言語のパンフレット等を活用して紹介するなど、広報活動を実

施することにより、外国人が日本の交通社会に十分適応できるよう、必要な交通安全知

識の普及啓発を図ります。 

 また、外国人の居住実態等を踏まえ、日本の運転免許取得時に係る運転免許学科試験

等の多言語化を推進します。 

 

２ 効果的な交通安全教育の推進 

関係機関 県県民生活部、県教育局、県警察本部 

 交通安全教育を行うに当たっては、受講者が、安全に道路を通行するために必要な知識

及び技能を習得し、かつ、その必要性を理解できるように努めます。 

 また、受講者の年齢や情報リテラシー、道路交通への参加の態様に応じた交通安全教育

指導者の養成・確保、ドライブレコーダーやシミュレーター、VR 等の機器の活用など、柔

軟に多様な方法を用いて、着実に教育を推進するよう努めます。 

 さらに、交通安全意識を高めるため、交通事故被害者等と連携した交通安全教育の推進

を図ります。 

 交通安全教育を行った際は、その効果を確認し、必要に応じて教育の方法、利用する教

材等を見直して、社会やライフスタイルの変化、技術の進展を踏まえ、常に効果的な交通

安全教育ができるよう努めます。 

 このほか、従前の取組に加え、動画を活用した学習機会の提供、ウェブサイトや SNS 等
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の各種媒体の積極的活用など、対面によらない交通安全教育についても効果的に推進しま

す。 

 

３ 自転車の安全利用の推進 

(1) 自転車安全利用五則等を活用した交通ルールの周知  

関係機関 県県民生活部、県教育局、県警察本部 

 「自転車安全利用五則」（平成 19 年７月 10 日中央交通安全対策会議交通対策本部決

定）を活用する等により、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に

関する普及啓発の強化を図ります。 

 自転車が道路を通行する場合は、車両としてのルールを遵守するとともに交通マナー

を実践しなければならないことの理解の向上を図り、加えて自転車の歩道通行時におけ

るルールや、スマートフォン等の操作や画面を注視しながらの乗車の危険性等について

の周知・徹底を図ります。 

 また、薄暮の時間帯から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にあることを

踏まえ、自転車の灯火の点灯を徹底し、自転車の側面等への反射材用品の取付けを促進

します。 

 

(2) 自転車運転者講習制度の適切な運用  

関係機関 県警察本部 

 自転車運転者講習制度を適切に運用し、危険な違反行為を繰り返す自転車運転者に対

する教育を推進します。 

 

(3) 自転車用ヘルメットの普及促進  

関係機関 県県民生活部、県教育局、県警察本部 

 ヘルメット着用による被害軽減効果についての理解促進に努めるため、キャンペーン

等による自転車用ヘルメットの配布や各種広報媒体を活用した効果の周知など、全ての

年齢層の自転車利用者に対し、自転車用ヘルメットの普及啓発を図ります。 

 

(4) 自転車運転免許制度の活用  

関係機関 県教育局、県警察本部 

 子供に対して「自転車運転免許制度」を活用して、自転車の安全な乗り方等を指導す
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ることにより、自転車の安全な利用を推進します。 

 

(5) 幼児二人同乗用自転車の普及促進 

関係機関 県県民生活部、県教育局、県警察本部 

 幼児を同乗させる場合において安全性に優れた幼児二人同乗用自転車の普及を促進し

ます。 

 具体的には、自転車に同乗する幼児の安全を確保するため、保護者に対して幼児の同

乗が運転操作に与える影響等を体感できる参加・体験・実践型の交通安全教育を実施す

るほか、シートベルトを備えている幼児用座席に幼児を乗せるときは、シートベルトを

着用させるよう広報啓発活動を推進します。 

 

(6) 自転車の安全性の確保  

関係機関 関東経済産業局、県県民生活部、県警察本部 

 自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、自転車利用者が定期的

に点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける気運を醸成し、自転車の日常点検の意識

化を図ります。 

 さらに、夜間における交通事故の防止を図るため、灯火の取付けの徹底と反射器材等

の普及促進を図り、自転車の被視認性の向上を図ります。 

 

４ 歩行者優先と正しい横断の徹底 

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 信号機のない横断歩道での死亡事故では、自動車の横断歩道手前での減速が不十分なも

のが多いことから、運転者に対して横断歩道手前での減速義務や横断歩道における歩行者

優先義務を再認識させるため、交通安全教育や交通指導取締り等を推進します。 

 また、歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところではその信号に従

うといった交通ルールの周知を図ります。 

 さらに、運転者に対してハンドサイン等、横断する意思を明確に伝え、安全を確認して

から横断を始め、横断中も周りに気をつけること等、歩行者が自らの安全を守るための交

通行動を促すための交通安全教育等を推進します。 

 そのほか、関係機関・団体と協力した広報啓発活動を推進します。 
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５ 県民総ぐるみの交通安全運動等の推進 

関係機関 県県民生活部、県教育局、県警察本部 

 県民一人ひとりに広く交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナ

ーの実践を習慣づけるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を県民

総ぐるみで実施します。交通安全運動では、埼玉県交通安全対策協議会の構成機関である

関係機関・団体や民間企業を始め、市町村や警察署と連携して、交通事故防止の徹底を図

ります。 

 また、交通安全関係団体と一体となって交通安全イベントを実施するとともに、一定期

間交通死亡事故がゼロであった県内市町村等を県、県警、県教育委員会等で表彰し、さら

なる県民の交通安全意識の向上を図ります。 

 

＜実施方法＞ 

 交通安全運動の実施に当たっては、事前に運動の趣旨、実施期間、運動重点、実施計画

等について、広く県民に周知することにより、県民総ぐるみの交通安全運動を展開します。 

 

＜運動の重点目標＞ 

 交通安全運動の重点は、高齢者の交通事故防止、交差点の交通事故防止、自転車の安全

利用の推進、飲酒運転の根絶など、本県の特徴を踏まえたものとし、夕暮れ時の交通事故

防止などの時季的な事項をも考慮に入れて設定します。 

 

＜運動の時期＞ 

 県民の交通安全意識の高揚を図るため、春・秋の全国交通安全運動に加え、埼玉県独自

の運動として交通事故が多発する時期をとらえて展開します。 

 

６ その他の交通安全に関する普及啓発活動の推進 

(1) シートベルト及びチャイルドシートの着用等の徹底  

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 シートベルト着用及びチャイルドシート使用の効果、正しい着用・使用方法などにつ

いての理解を深め、全ての座席におけるシートベルト着用及びチャイルドシートの正し

い使用の徹底を図ります。 

 このため、市町村、関係機関・団体等と連携し、あらゆる機会を通じて普及啓発活動

を展開するとともに、市町村等の支援制度により、チャイルドシートを利用しやすい環
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境づくりを進めます。 

 

(2) 飲酒運転の根絶  

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安全教育や

広報啓発を推進します。 

 また、飲酒運転を根絶するため、県、市町村をはじめ、安全運転管理者、酒類製造・販

売業者、酒類提供飲食店等の関係機関・団体とともに、広報啓発活動を推進し、飲酒運

転に厳しい規範意識の確立を図ります。 

 さらに、ハンドルキーパー運動を推進するとともに、飲酒の影響、飲酒習慣について

の正しい知識の普及など、総合的に飲酒運転根絶に向けた取組を推進します。 

 

(3) 二輪車運転者のプロテクター等被害軽減用品の活用推進 

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 二輪車乗車中の事故時の被害を軽減するため、ヘルメットの正しい着用とプロテクタ

ーの着用について周知を図るとともに、関係機関・団体と連携して、被害軽減用品の活

用を推進します。 

 

(4) 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進  

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 夕暮れ時・夜間の交通事故を防止するため、自動車、自転車の前照灯の早めの点灯や

自動車（原付車含む）の適切なハイビームの使用を促進します。 

 また、歩行者・自転車利用者に対する反射材用品や自発光式ライト等の普及を図ると

ともに、反射材用品等の視認効果に対する理解を深めるため、イベントにおける効果体

験等、参加・体験・実践型の交通安全教育を実施します。特に、交通事故死者数で占める

割合が高い高齢者に対しては、積極的な広報活動等を通じて普及促進を図ります。 

 

(5) 交通事故ゼロを意識した効果的な広報の実施  

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 交通安全に関する広報については、テレビ、ラジオ、新聞、携帯端末、インターネッ

ト、街頭ビジョン等の様々な媒体を活用し、民間団体との協働も含め、計画的かつ継続
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的に実施します。 

 その際、交通事故ゼロ等を踏まえた広報、日常生活に密着した内容の広報、交通事故

被害者の声を取り入れた広報など、具体的で訴求力の高い内容を重点的かつ集中的に実

施するよう努めます。 

 

(6) 危険運転の防止等に関する普及啓発活動の推進  

関係機関 県県民生活部、県保健医療部、県警察本部 

 危険ドラッグ等の危険性・有害性に関するチラシ等を関係団体・市町村等へ配布する

等の普及啓発を図ります。 

 また、妨害運転や飲酒運転等の危険運転の要因となる違反行為を根絶するための広報

啓発活動に努めます。 

 

(7) 過積載防止対策の推進  

関係機関 
関東地方整備局、関東運輸局、県県民生活部、県県土整備部、 

県環境部、県警察本部 

 埼玉県過積載防止対策推進会議において決定した「埼玉県過積載防止対策」に基づき、

公共工事発注者と連携した過積載防止対策を推進するとともに、各種広報啓発活動を推

進します。 

 

７ 急速に発展・普及する技術の正しい利用のための情報提供等 

関係機関 県県民生活部、県警察本部 

 衝突被害軽減ブレーキや自動運転等の先進技術について、ユーザーが過信することなく

使用してもらえるような情報を始め、自動車アセスメント情報、安全装置の有効性、ドラ

イブレコーダーの普及啓発、自動車の正しい使い方、点検整備の方法、交通事故の概況等

に係る情報を、自動車ディーラーや販売店、関係機関・団体等と連携し、ユーザーに分か

りやく周知します。 

 

８ 民間交通安全団体等の主体的活動の促進 

関係機関 県県民生活部、県教育局、県警察本部 

 幼児から高齢者に至るまでの発達段階に応じ、学校、職場、家庭、地域等において、実践

的かつ効果的な交通安全教育を実施するためには、交通社会に参加するすべての人々に、
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説得力のある指導が行える交通安全教育指導者を養成することが必要です。そのため、交

通安全まなび隊をはじめとした民間ボランティア、学校、職場等各領域における指導者を

対象とした研修会等の拡充を図るとともに、これらの指導者による自発的な交通安全教育

を促進します。 

 また、交通安全指導者研修会の開催、学校安全研究校の委嘱、指導資料の作成・配布等

による教職員の指導力の向上及び埼玉県安全教育研究協議会等との連携を図ります。 

 交通安全を目的とする民間団体については、交通安全教育指導者の養成等の事業及び諸

行事に対する援助、交通安全対策に必要な資料を提供するなど、その主体的な活動を促進

します。 

 また、各季の交通安全運動等を実施する際は、埼玉県交通安全対策協議会を中心に、行

政・民間団体等が定期的に連絡協議を行い、それぞれの立場に応じた交通安全活動が地域

の実情に即して効果的かつ積極的に行われるような活動の展開を図ります。 

 さらに、各主体による創意・工夫された活動を支援し、民間団体等による自発的な交通

安全対策を促進します。 

 

９ 地域における交通安全活動への参加・協働の推進 

関係機関 県警察本部 

 交通安全活動については、県、警察、市町村、学校、関係民間団体、地域社会、企業及び

家庭がそれぞれの特性を活かし、互いに連携を図りながら地域ぐるみの活動を推進します。 

 このため、市町村ごとに関係機関・団体等が連携調整する場を設け、緊密な連携による

交通安全活動を推進します。 

 また、警察、市町村、自動車教習所等が連携し、自動車教習所の「一日開放」等を活用し

た参加・体験・実践型の交通安全活動を推進します。 

 

 

  


