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平成 28 年第 3回定例会	 安全安心推進特別委員会	 

	 

平成 28 年 10 月 4 日	 

鈴木委員	 

	 最初に、自民党さんとかながわ民進党さんの質疑をちょっと聞いていて、２

点ほど聞かせてもらえますか。	 

	 一つは、先ほど交通企画課長さんから説明の、ホームドアでの連絡調整会議

のことです。私が聞きたかったのは、県としてその会議の中の発言力って、ど

のぐらい持っているのか。何を聞きたいのかというと、基本的には国と政令市

の場合、政令市主導だろうと私は言っているわけです。そうなっている時、こ

こで言っている答弁では、いかにも県がやっているようだけれども、基本的に

今は政令市にいっているものが大分多いわけだから、これはお聞きしておかな

きゃいけない。	 

交通企画課長	 

	 委員おっしゃるとおり、基本はやはりこれは鉄道事業者であり、責任があり

ますし、国が補助を行っておりますし、政令市と県は協力しております。	 

	 役回りといたしましては、次年度以降、どこをやっていくというところを実

際鉄道事業者もなかなか公表をしないもので、補助をしっかりするには、そう

いう情報を頂くという場として活用しております。そこに政令市、他の関係す

る市町村、10 万人以上の駅を持つ市、そういったところの市も一緒に併せて入

り、情報を頂く場というふうに考えております。	 

鈴木委員	 

	 基本的に、オブザーバーみたいな形でしょう。私がすごく心配しているのは、

お金だけ出す。けれども、その後に何をきちっとしたのか、ということを、あ

なた方がメッセージを出さないと。鶴見のホームドアもそうだけれども、私も

一生懸命国土交通省とかけ合いました。中に入っているのは横浜市。だから、

私は基本的にこのホームドア問題というのは、公明党からまず最初に出したん

だけど、よく見てみると、やはりもうちょっと県としての迫力というかここは

協議会じゃないから言わないけれども、しっかり見てやってもらいたい。よろ

しくお願いします。	 

	 もう一つは、先ほど交通規制課長さんから、１メートル当たり 1.3 秒ぐらい

で高齢者のところで点滅にしたり、いろいろ工夫してくださっているって言っ

たけど、これに私は要望として言っておきたいのは、要望は県警の方にくださ

いというお話なんだけれども、これは例えば、地域でもって高齢化していると

ころというのはあるわけだから、やはり県警として前向きにこういうようなも

のを考えていただきたいと思いますけれども、いかがですか。	 

交通規制課長	 

	 確かに委員がおっしゃるとおり、高齢化社会が進んでいて、高齢者の居住割

合が多い地域というのは今後増えていくわけですので、県警としましても、実

際先ほど御紹介しました高齢者等感応式信号機は、県下既に 269 箇所整備をさ

せていただいています。今年度も既に４箇所分の予算を確保しておりますので、

４箇所設置する予定であります。それも、もちろん県下からたくさんの要望が
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寄せられる中で、優先度ですね、特に高齢者の割合とか、署の意見もしっかり

聞いた上で、設置箇所等というのは今後も検討していきたい。それに必要な予

算の配分についても、今後高齢化社会が進むというところを勘案した上で予算

配分を考えていきたいというふうに考えております。	 

鈴木委員	 

	 今の御発言だと、269 箇所、結構ついているんだね。あまり見たことないんだ

けれども、どこら辺のところについているの。	 

交通規制課長	 

	 今ですと、比較的横断歩行者が多いところについています。近くですと、横

浜市役所前です。	 

鈴木委員	 

	 実際についていても、それが白い、黄色いというのはあまり分からないから、

よろしくお願いします。	 

	 その中でちょうど平成 23 年だったかな、先ほどからありがたいことにスケア

ードストレートって一生懸命言ってくださって、確か同じ特別委員会で私が提

唱して、県警の方も御協力いただいて、スケアードストレート、大分広まって

きているようで大変ありがたいことだなと私も思っております。私自身も導入

された平成 23 年だった気がするけれども、相模原の高校の方に行って、実際に

現場を見させていただきました。現在、この活用ですけれども、どのような形

でやっていらっしゃいますか。	 

くらし安全交通課長	 

	 県といたしましては、市町村が中心となって現在取り組んでおりますスケア

ードストレートを、他の自治体等に対して普及啓発をしており、具体的に申し

上げますが、相模原市では、市内の高校でスケアードストレートを実施するに

当たりまして、費用が高くかかります。そこで、近隣の中学校にも参加を呼び

掛けまして、多くの学生に見てもらような工夫をしております。そのような効

果的な事例につきまして、他の自治体や関係機関に対して周知を図っています

けれども、この他にも、スケアードストレートを事故の形態別に収録したＤＶ

Ｄの団体向けの貸し出しなども行っているところでございます。	 

保健体育課長	 

	 県教育委員会といたしましては、地元の警察署や県トラック協会などの協力

を得まして、県立高校においてスケアードストレートを実施しております。平

成 24 年度から取組を始めたところでございますが、今年度も 12 校の実施を予

定しておりますので、これを加えますと 50 課程の高校で実施することとなりま

す。今後もより多くの学校に実施できるように、また関係機関に働き掛けてま

いりたいと思います。	 

鈴木委員	 

	 費用は、大体 30 万円ぐらいかかるんですか。当時ＪＡか何かの御協力をいた

だいて一生懸命やっていただいたというような記憶がありますが、私は、今保

健体育課長さんがおっしゃっていたそのＤＶＤ、お聞きしたところによると、

基本的には著作権の問題があり、１枚しかないというお話があります。至ると

ころに配るわけにもいかないんだろうし、先ほどのトラック協会の方では、い
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ろいろと御寄付いただいて、スケアードストレートを入れたような形での対応

をしてくださっているというお話なんですが、スケアードストレート、これか

ら入ります自転車の問題等々にしてみても、どれだけ怖いものかということを

体感しなければ、なかなか分からないというのが自転車だったり、ある意味で

は事故、誰だってそれは遭いたくないわけですから、基本的に頭の中でそんな

こと遭うかと思っていないわけです。けれども、現実にはスタントマンの方た

ちがやられるその現場を見て大変な恐怖心を抱いて、以後大変に変わりました

という学校の先生等々のお話をいただいたんですが、私がすごく心配している

のは、スケアードストレートを学校とか教育ではもういろいろやっていると思

っていますが、この交通問題というのは、そもそも一般の社会人の方々をどう

やって巻き込むかというところに、神奈川県も視点を移していかなければいけ

ないんじゃないかと思っているんです。	 

	 そうなると、今後このスケアードストレート、一般の方々も当然御覧になっ

て、私の地元の方でも白鵬女子学院というところでやってもらったそうですが、

一般の皆さんも町内会の皆さん方も来ていただいて大変に怖かったというよう

な感想をいただいているんですが、これは、今お話しいただきましたＤＶＤを

活用した形での一般の皆様へのスケアードストレートの啓蒙といいますか、そ

れはどういうふうに考えていらっしゃいますか。	 

くらし安全交通課長	 

	 当課では、スケアードストレートの貸し出しを団体向けにしているわけでご

ざいますが、一般の民間団体に対して貸し出しの要請等が実績として残ってい

ます。	 

	 当県で貸し出しをしているというような広報につきましては、ホームページ

ですとか、または当県で発行いたします機関紙等々に、スケアードストレート

が広く普及を図られますように普及啓発活動を積極的に図っていきたいと考え

ています。	 

鈴木委員	 

	 啓蒙はなかなか難しいのかもしれないけれども、趣旨等々を話していただき

ながら、例えば市町村等の幹部の方々も入れながら、一般の方々に対する啓蒙

というのを、これからスケアードストレートをやっていかなければいけないと

私は思うんです。その中でしか、ある意味じゃ一般の方々がやはり目を向いて

くださらない。これから自転車でちょっとやらせていただきますけれども。私

はそういう中で、スケアードストレートを、教育からもう一度、また一般の方々

へという視点も忘れずにお願いしたいと思います。	 

	 あわせて、保健体育課長さん、学校としては基本的に今１本しかないＤＶＤ

なわけですから、これを教育委員会としても活用をまたよろしくお願いしたい

のですが、市町村の方の義務教育のところには全部いっているようですが、今

後もその１枚の、実際のスケアードストレートだけのＤＶＤということの活用

についてもよろしくお願いしたいと思います。	 

	 その中で、先ほどから自転車の取締りの話がありました。私は、教育なんだ

という次元は、もうとうに終わっているような気がしています。	 

	 一つは何なのかというと、先般デンマークへ行かせていただきました。自転
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車大国です。自転車専用道路があって、要するに自動車の横に自転車の信号が

ついているという、そういうところです。降りる時に気を付けないと、物すご

いスピードで自転車がやって来る。そういう中で、私は第一に自転車は軽車両

という部類に入っているんだということを知らないで乗っていらっしゃる方が

いっぱいいらっしゃるということです。本来ならば、取締り等々があっても取

締りの法及び罰則というのはなくて、警察の方で取り入れてくださったようで

すけれども、その中で、現時点で自転車に乗っていて、違反の自転車の検挙事

例というのはどういうようなものがあるんですか。	 

交通指導課長	 

	 自転車の取締りに対しましては、自転車利用者の方の遵法意識を定着させる

ために、交通事故に直結する危険性の高い違反や指導、警報に従わず違反行為

を継続する悪質な自転車利用者に対しては積極的に検挙するなど、厳正に対処

することを基本方針としております。	 

	 その中で、実際に交通切符を適用して自転車利用者を検挙した事案でござい

ますけれども、８月末現在の数字で 605 件検挙をしております。多い順に違反

を申し上げますと、遮断踏み切りの立ち入り、警報機が鳴っているところに入

っていく、これを検挙が 511 件で、全体の約８割近くを占めております。次に、

信号無視が 33 件、一時不停止が 32 件、制動装置を整備していない自転車の運

転、これが 19 件となっております。	 

鈴木委員	 

	 今いただいた中で、信号無視なんてそんなものじゃないよね。もう日常茶飯

事でやっています。こういう事例というのに、県警としてはどう捉えていらっ

しゃるのか。	 

交通指導課長	 

	 自転車の違反に対する指導及び警告、また検挙の基準につきましては、交通

事故に直結する悪質な違反、具体的には、酒酔い運転、それから今申し上げま

した遮断踏切の立ち入り、そして制動装置の不良自転車の３件です。この３件

につきましては、交通事故につながる危険性が極めて高いということで、道路

の事情にもよりますけれども、基本的には警告をすることなく検挙するという

方針で臨んでおります。	 

	 それ以外の今委員のおっしゃいました信号無視などの違反につきましては、

警察官が違反を現認した後、警告を繰り返してもそれに従わないと、そういっ

た悪質なものについて検挙するという措置をとっております。	 

	 したがいまして、交通切符を適用した信号無視の検挙も 33 件という数になっ

ております。ちなみに自転車の指導警告をした違反ですと、多い順番で申し上

げますと、無灯火、イヤホン使用、そして二人乗り、携帯電話使用などの順番

となっております。	 

鈴木委員	 

	 もう一度確認したいんだけれども、交通指導課長さん、今言った３つは、携

帯だ、やれ無灯火だ、それとイヤホンだという。こういうところは、現場では

どんな指導をしているのか。	 
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交通指導課長	 

	 神奈川県道路交通法施行細則、これは神奈川県の公安委員会規則でございま

すけれども、携帯電話等を手に保持して通話をし、若しくは操作し、または画

像を注視しながら自転車を運転することを禁止しております。また、携帯電話

を持つことで片手運転となるなど、安定を失うおそれのある方法で運転するこ

とも禁止されております。さらに、イヤホンやヘッドホンの使用につきまして

は、大音量で音楽等を聞くなど、緊急自動車のサイレン等安全な運転に必要な

音が聞こえないような状態で運転することを禁止しております。したがいまし

て、携帯電話を手に持つとか、そうした外形的に違反が明らかだというものに

つきましては指導、警告、または繰り返しの指導に従わない者に対しては検挙

という形がとれますけれども、イヤホンやヘッドホンにつきましては、外形だ

けではそれだけの音が聞こえないような大音量で聞いているかどうかというこ

とは、実際に御本人をとめて聞いてみないと分からないという部分がございま

すので、指導・警告にとどまるケースが多いということでございます。	 

鈴木委員	 

	 やはり交通指導課長さん、是非ともその指導、警告を現場でやって下さい。

何が自転車で問題なのかというのは、申し訳ないけれどもそんなに難しい話じ

ゃない。現場でもってパトカー、またオートバイに乗っているお巡りさんが止

めて、貴方これやっちゃだめなんだよということを、やってもらわない限りな

くならない。はっきり言っておきます。踏切を渡るのなんかもう日常そこらじ

ゅうでやっています。夜になって無灯火。申し訳ないけれども、皆さん方嫌な

思いするかもしれないけれども、パトカーの方が飛んで来て、降りておまえち

ょっと来い、なんて見たことありません。	 

	 だから私は、申し訳ないですけれども、この 10 年計画でどうのこうのと言う

前に、一県民として現場の中で、指導や警告なんて見たことないこの気持ちを

何とかしてもらいたいんです。今日は特別委員会だからうれしくて。こんな話

は常任委員会とまた違うから、皆さん方もしゃべりやすいだろうからと思って

ストレートに言っています。保険も大事です。だけれども、あなたが例えばイ

ヤホンしていたらば、そばに車が来ても分からないだろうっていうことが、要

するに事故に遭ってみないと分からないんですよ。それはもう自分で見て、先

ほど大音量かどうかって、心配しなくてもそんなの大音量だよ。イヤホンで聞

くのは大音量じゃなきゃ聞けないじゃない。	 

	 だから、申し訳ないのですが、指導、警告をして頂くことを是非ともお願い

したいと思うんですけれども、いかがですか。	 

交通指導課長	 

	 街頭活動に従事する警察官に対しましては、自転車事故の実態や自転車の交

通違反の現状などを説明し、小さな違反であっても看過することなく指導、警

告を強化しているところでございますが、御指摘のようなことがないように交

通課長会議等で全警察署の交通課長に指示を徹底するなど、引き続き警察官に

対する指導教養を徹底してまいります。	 

鈴木委員	 

	 ありがとうございます。その一言に救われました。私は難しいことは分から



 6 

ないですけれども、一県民として是非ともお願いします。これは皆様方のお声

です。	 

	 次に先ほどからお聞きしていて、資料の中の文章で、神奈川県交通安全対策

協議会、そしてまた神奈川県通学路安全対策連絡会議とかっていうのをやって

いらっしゃる。たしか私も、この通学路安全対策協議会については３年前ぐら

いに教育の方を入れたとか、いろいろ御提言をさせていただいたと私は思うん

ですけれども、先ほどの答弁の中で、こういう事案があって、それが半分ぐら

いになったのが、課長さんの交通安全部会であったと。	 

	 実は県民の方々というのは、こういうのはすごく興味があるわけです。時間

がないのでまとめて言うけど、神奈川県の通学路安全対策連絡会議についても、

現場でもってスクールゾーン協議会とかいろいろやる。その中でもって、これ

これこんなことがあるんですよ、ここを直してください、いろんなことでああ

だこうだっていう話が出ていて、それが今度、上に上がっていく。そうなって

いくと、自分が一生懸命お願いしたことがどうなっているんですかという、署

の警察の方や学校の先生とかって、いつも問われているんですよ。	 

	 私は、是非ともこの安全対策協議会、そして通学路の安全対策協議会におけ

る見える化、要はみなさん方に、今質疑の中で出てきたものじゃなくて、神奈

川県の申入れがあって、その中でこういうことをやって、具体的にはこれこれ

こういうことができましたよという、見える化を是非ともしていただきたいと

思うんですけれども、くらし安全交通課長、保健体育課長いかがですか。	 

くらし安全交通課長	 

	 事故多発地域の指定に伴います対策ですとか結果についても、今は若干、県

のホームページ等で御紹介をさせていただいているところでございますが、ま

だまだ県民に対するその辺の見える化という部分については足りない部分もあ

ると承知しているので、今後県のホームページですとか機関紙等々あるんです

けれども、あらゆる広報を配ったり活用しながら、できるだけ県民の皆様にピ

ックアップできるような方策を検討してまいりたいと考えています。	 

保健体育課長	 

	 通学路の安全点検の結果という形でございますが、私は小学校の校長をやっ

ておりまして、その際にも、同じように先ほどから申しましたように、地域の

方にも大変お世話になりながら点検活動をやっておりますので、ＰＴＡ便りや、

あるいは学校便り等を通じて地域の方々にその状況をお伝えするような工夫を

してまいったところでございます。	 

	 しかしながら、県下全体を見ますと、そういったことがきちんとフィードバ

ックされているという実態が私ども確認されておりませんので、今後、会議等

を通じてきちんと点検結果等、地域の方々にも通じていけるような形を呼び掛

けてまいりたいと思います。	 

鈴木委員	 

	 あと残り２問ですが、一つはゾーン 30。平成 24 年でしたか、京都で問題があ

って、私もゾーン 30 というのを同意して通学路を守れという提言をさせていた

だいて、前の交通課長さんだったですか、御協力をいただいてゾーン 30 が神奈

川県でできました。たしか、栄区かどこかに最初できて、今相当広まってあり



 7 

がたいことだというように思っています。その中で、ゾーン 30 がまだまだちょ

っと認識不足というのがあるところがある。	 

	 一つは、今後、ゾーン 30 の地域の方、また皆様方への周知方法。もう一つは、

先般、埼玉の方に行ってきて、可搬型の運べる速度取締り機の視察をしてまい

りました。なかなかいいんだけれども、余りに大きすぎてとてもじゃないけど

あんなの神奈川県に入れられないと思ったけれども、スウェーデン式のと二つ

がなかなか使えるなと思いましたが、これについての、今現時点での導入予定

なり、状況だけ教えてください。	 

交通総務課長	 

	 ゾーン 30 の周知の方法でございますけれども、ゾーン 30 を広く県民の方に

知って頂くために、委員の御提案を受けまして、平成 25 年９月 30 日からゾー

ン 30 の日というのを設けました。このゾーン 30 の日は毎月 30 日でございます

けれども、その時に、設定区域付近におきまして白バイでの街頭活動でありま

すとか、または関係機関、団体の協力を得まして広報啓発活動等に努めている

ところではあります。しかしながら、委員御指摘のとおり、まだまだゾーン 30

区域であることを知らないという方がいると認識はしておりますので、今後も

ゾーン 30 の日というのを更に定着させるよう活動をしてまいりますとともに、

ゾーン 30 の日以外におきましても、ゾーン 30 というのはこういうところだよ

というようなところを、あらゆる機会を得まして広報を徹底させていきたいと

いうふうに考えております。	 

	 それと、可搬式の速度取締り機の関係でございますけれども、どのような取

締り方法、確かにこの 30 キロの住宅街であるとか、または生活道路の中での取

締りというのは、なかなか止める場所であるとか測量する場所だとかというと

ころで、速度の取締りというのは非常に難しい部分がございます。だから、そ

の可搬式の速度取締りがどのような方法でやると効果があるのかということ、

その導入も含めまして研究して、また引き続き検討してまいりたいというふう

に思っております。	 

鈴木委員	 

	 最後に、車で走っていて標識が２枚も３枚にもになっている。いきなり左折

禁止が何時からか、そしてここにまた絵など貼ったりして、瞬間にあれ、どっ

ち行ったらいいのとかって迷うというのは、結構最近よく聞くんです。すごい

ところになると３枚か４枚で、あれ、これは何時だみたいな。一度止まるわけ

にもいかない、後ろからスピードというので、私はもうちょっとこの標識の簡

易化というのを目指すべきだと。何か三つも四つもべたべた張っていて、中に

は一方通行の下にまで二つ三つ張っているところがあったりとかって見ます。

それだけお聞きして提言をさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。	 

交通規制課長	 

	 交通規制というのは、道路利用者に対して一定の制限をかける。それを知ら

せるために、道路標識等によって交通規制を行っています。実施に対しては、

委員御指摘のように、道路利用者にとっては見やすく分かりやすいものですし、

当然守られる規定となるように努めているところではあります。	 

	 しかしながら、やはり地元住民の多様な意見、要望に配慮したい。規制の時
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間帯とか対象とする車両の種類、こういったものを限定してほしいという意見

は、やっぱりたくさん寄せられています。申しますと、やはり住民の多様な要

望を取り込んで規制を決めた結果、道路標識の枚数が多くなってしまうとか文

字数が多いとか、やっぱり御指摘のとおり、ドライバーにとって一見して分か

りにくい交通規制となっている場所もあるというのは確かでございます。	 

	 したがいまして、このような規定につきましては地元の住民からの要望を踏

まえてかけた規制ですから、やはりその地元の調整によって住民との理解と協

力をいただいた上で、場合によってはその規制を解除したりとか、規制の緩和

に努めているという作業をやっていきたいというふうに思っています。	 

	 また、省略できる道路標識につきましては、撤去や整理、統合を行うなど、

簡素合理化についても努めていきたいと考えております。	 

鈴木委員	 

	 終始申し上げました提案をまたさせていただいたんですが、私すごく心配し

ているのは、自転車にしてみても、本当にスケアードストレートをやることは

分かるんですが、雨の日に傘を差すなんてことは、もう自殺的な行為なんだよ

ね。1.5 倍ぐらい制止時間がかかるという、こういうのは分かってほしいという

思いがあったこと。もう一つは、先ほど交通企画課長には大変失礼な言い方だ

ったかもしれませんけれども、本当に無灯火またはイヤホンをする、もうそれ

は当り前でそこを断固変えていただかなければならない。私たちが変えるわけ

にいかないわけですから。	 

	 そのことをくれぐれもよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わりま

す。	 


