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第１章 道路交通の安全 

第１節 道路交通環境の整備 実施機関 

 

国土交通省 佐賀国道事務所 １ 道路交通安全施設等の整備 

 

（１） 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

ア 道路管理者所管  

安全かつ円滑・快適な道路交通環境の向上を図るため、歩道や自転車歩 

行者道の整備、交差点の改良、道路照明灯の整備等を推進する。 

 

事業名 事業量 

一
種
事
業 

自転車歩行者道 

（交差点改良含む） 

 

８３０ｍ 

視距改良 ０箇所 

二 
種 
事 

業 

道路照明灯 ９基 

防護柵 ８００ｍ 

道路標識 ０面 

区画線 ２７，０００ｍ 

視覚障害者誘導表示 ０ｍ 

カラー舗装 １０箇所 
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《令和３年度実績》 

 

事業名 事業量 

一
種
事
業 

自転車歩行者道 ４４０ｍ 

交差点改良 １箇所 

視距改良 ０箇所 

二 

種 

事 

業 

道路照明灯 ０基 

防護柵 ２２５ｍ 

道路標識 ０面 

区画線 ５７，６００ｍ 

視覚障害者誘導表示 ４６１ｍ 

カラー舗装 １２箇所 
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第１章 道路交通の安全 

第１節 道路交通環境の整備 実施機関 

 

県土整備部道路課 １ 道路交通安全施設等の整備 

（１）歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 
  ア 道路管理者所管 
    安全かつ円滑・快適な道路交通環境の確立を図るため、歩道及び自転車 
   歩行者道の整備、交差点の改良、道路照明の整備等の事業を促進する。 
 
   ◎ 県管理分 
     ・道路整備交付金事業 
      （社会資本整備総合交付金） 
     ・道路整備交付金事業         ３，２２１，６７８千円 
      （防災・安全社会資本整備交付金） 
     ・道路橋りょう補助事業 
     ・地方特定道路整備事業 
     ・交通安全施設事業             （単位：千円） 

事業名 事業量 事業費 

一
種
事
業 

歩   道 ０．２ｋｍ １７８，８８０ 

自転車歩行者道 ０．８ｋｍ ２，０６９，３６０ 

交差点改良 ６箇所 １２７，９２０ 

防護柵 １箇所 ５，２００ 

小  計 ２，３８１，３６０ 

二
種
事
業 

道路照明 ２４４基 １３５，２５３ 

防護柵 １０．０ｋｍ ２３３，４９６ 

道路標識 １６８基 ８８，５０２ 

区画線 ３２１．０ｋｍ ２４０，４９４ 

視線誘導標 １，８９６本 ８６，０４５ 

道路付属物補修 ５００箇所 ４９，７８７ 

道路反射鏡 １３面 ４，５０９ 

道路距離標 ９本 ２，２３２ 

小  計 ８４０，３１８ 

合  計 ３，２２１，６７８ 
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《令和３年度実績》 
 

◎ 県管理分 
・道路整備交付金事業 

(社会資本整備総合交付金) 

・道路整備交付金事業          ４，３５９，３１８千円 
(防災・安全社会資本整備交付金事業) 

・交通安全施設事業 
          

（単位：千円） 
事業名 事業量 事業費 

一
種
事
業 

歩   道 ０．８ｋｍ ６２５，３４０ 

自転車歩行者道 １．８ｋｍ ２，４３３，９８１ 

交差点改良 ６箇所 ２８１，２２８ 

防護柵 ８８箇所 ２８２，１００ 

小  計 ３，６２２，６４９ 

二
種
事
業 

道路照明 ２１４基 １１８，５７０ 

防護柵 ８．６ｋｍ ２０４，６９５ 

道路標識 １４７基 ７７，５８６ 

区画線 ２８１．１ｋｍ ２１０，８３０ 

視線誘導標 １，６６２本 ７５，４３２ 

道路付属物補修 ４３８箇所 ４３，６４６ 

道路反射鏡 １１面 ３，９５４ 

道路距離標 ８本 １，９５６ 

小  計 ７３６，６６９ 

合  計 ４，３５９，３１８ 
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第１章 道路交通の安全 

第１節 道路交通環境の整備 実施機関 

  
警察本部交通規制課 １ 道路交通安全施設等の整備 

 

（１） 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

イ 公安委員会所管 

特に交通の安全を確保する必要がある道路について、事故実態の調査・

分析を行いつつ、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、交通事故の防止と交通の円滑化

を図る。 

 

（ア） 重点的な推進項目 

ａ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

(a) 「ゾーン３０」の推進 

(b) 通学路対策の推進 

(c) 歩行空間のバリアフリー化の推進 

(d) 自転車利用環境の整備 

ｂ 幹線道路等における交通の安全と円滑の確保 

事故危険箇所対策の推進 

ｃ  交通円滑化対策の推進 

信号機の高度化、駐車対策の推進 

ｄ ＩＴ化の推進による安全で快適な道路交通環境の実現 

(a) 交通管制システムの充実・高度化 

(b) 信号機の高度化等 

(c) 新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の推進 

 

(イ)  具体的な推進項目 

ａ 道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）等による迅速・的確な交 

通情報の提供を行い、交通の安全と円滑を図る。 

ｂ 道路交通の実態に即した信号機の新設を行うとともに、既設信号 

機の高度化、地域制御化を推進する。 

ｃ 視覚障害者用付加装置等信号機への高度化改良を図り、交差点で 

の高齢者、障害者等の道路横断を支援する。 

ｄ 二次点検プロセスを推進して道路交通環境の改善により交通事故 

の再発防止を図る。 

ｅ 通学路等の周辺道路に横断歩道の設置やゾーン３０の指定を推進 

する。 

ｆ 通学路における横断歩道の設置や道路標示の明確化を推進する。 
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（ウ） 特定交通安全施設整備事業 

     （令和４年度当初事業） 

（単位：千円） 

   事 業 名 事業量 事 業 費 

交通管制センター － １６８，７０３ 

交通管制 
端末装置 

集中制御機 １８基 ７１，１００ 

情報収集装置 ２基 １，５３２ 

情報収集提供装置Ⅰ ６基 ６，７２６ 

信号機 

改 良 

プログラム多段系統化 1 基 ２，８１３ 

半感応化 ２基 １１，８１４ 

プログラム多段化 １基 ２，２６０ 

押ボタン化 １基 ２，８８０ 

多現示化 ２基 １，９８４ 

歩車分離化Ⅰ ２基 １，５４４ 

歩行者感応化 １基 １，７８４ 

視覚障害者用付加装置 ２基 ３，５８６ 

信号機電源付加装置Ⅰ １基 ５，３００ 

信号機電源付加装置Ⅱ ２基 ５，３００ 

車両用灯器（ＬＥＤ化） ５式 ９，２００ 

歩行者用灯器（ＬＥＤ化） ２式 ２，９７６ 

 信号柱建替 ２０本 ２９，０２０ 

道路標識・標示 － ４，１１５ 

その他           調査費  ２，９８０  

合             計 ３３５，６１７ 
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（エ） 県単交通安全施設整備事業 

（単位：千円） 

事 業 名 事業量 事 業 費 

信号機新設 ６基 ７７，６９４ 

信号機

改 良 

集中制御機改修 ６基 ３，６６０ 

ＳＳ無線装置更新 １基 ６７０ 

Ｕ／ＵＤ交換装置更新 １基 １，１１０ 

感知器撤去 ５式 ５，０００ 

下位装置等撤去 ４式 ８００ 

信号機撤去 ６基 ６，０００  

道路標識 － ２４，０１６ 

道路標示 － ７４，９６７ 

そ の 他 － ５，１１９ 

合             計 １９９，０３６ 

 

（オ） 原子力防災避難円滑化事業 

                           （単位：千円） 

事 業 名 事業量 事 業 費 

交通流監視カメラ設置 ２式 ２０，０００ 
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《令和３年度実績》 

 

 （単位：千円）   

総事業費   

［内訳］ 
特定交通安全施設整備事業 １５６，７９７  

県単交通安全施設整備事業 １６２，８７９ 

 

特に交通の安全を確保する必要がある道路について、事故実態の調査・ 

分析を行いつつ、計画的かつ重点的に、交通安全施設等の整備を推進する 

ことにより、交通環境を改善し、交通事故の防止と交通の円滑化に努めた。 

 

○ 具体的な推進状況 

１  道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）等による迅速・的確な交 

通情報の提供を行い、交通の安全と円滑を図るため、端末装置の高度 

化、更新及び増設を実施した。 

交通管制中央装置 

交通管制端末装置 

交通管制システム高度化 １式 

集中制御機更新 ２５基 

 
 

２ 道路交通の実態に即した信号機の新設を行うとともに、既設信号 

機の右折矢印設置等を推進した。 

信号機新設 ６基 

信号機改良 

多現示化（右折矢印設置等） １基 

信号機電源付加装置Ⅰ更新 ２基 

信号機電源付加装置Ⅱ更新 ２基 

信号柱建替 １６式 

信号機撤去 ８基 

 

３ 生活道路対策として、「ゾーン３０」の実施に係る道路標識の整備 

を推進した。 

道路標識 路側式 ３５本 

 

４ 通学路における交通安全対策を推進した。 

道路標識 新設（路側式） ４本 

道路標示 
新設 ２箇所 

更新 １２箇所 
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第１章 道路交通の安全 

第１節 道路交通環境の整備 実施機関 

         

県土整備部まちづくり課 １ 道路交通安全施設等の整備 

 

（２） その他の交通安全施設等整備事業の推進 

ア 街路事業 

 市街地における交通の混雑を緩和するとともに、歩行者及び自転車利用 

者の交通の安全を確保するために歩道及び自転車道の整備を推進する。 

（単位：千円） 

事業名 事業量 事業費 

歩道及び自転車道の整備 
１０箇所    ３．８km 

うち完成予定延長０．６km 
１，５６６，９１０ 

 

 

 

《令和３年度実績》 

 

ア 街路事業 

（単位：千円） 

事業名 事業量 事業費 

歩道及び自転車道の整備 
１１箇所   ３．６km 

うち完成延長 ０km 
１，６８１，７８４ 

 

イ 土地区画整理事業 

                          （単位：千円） 

事業名 事業量 事業費 

都市計画道路・県道の整備 １地区 ２０，６３８ 
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第１章 道路交通の安全 

第１節 道路交通環境の整備 実施機関 

 

警察本部交通規制課 ２ 効果的な交通規制の推進 

 

（１） 地域の特性に応じた交通規制 

幹線道路では、駐停車禁止、転回禁止、指定方向外進行禁止、進行方向別

通行区分等交通流を整序化するための交通規制を、また、生活道路では、最

高速度３０㎞/h の区域規制（ゾーン３０）や一方通行、指定方向外進行禁止

等を組み合わせるなど、通過交通を抑止するための交通規制を実施するほ

か、歩行者用道路、車両通行止め、路側帯の設置・拡幅等歩行者及び自転車

利用者の安全を確保するための交通規制を強化する。 

 

（２） 安全で機能的な都市交通確保のための交通規制 

安全で機能的な都市交通を確保するために、計画的に都市部における交通 

規制を推進し、交通流・量の適切な配分・誘導を図る。 

 

（３） より合理的な交通規制の推進 

車両の走行速度が影響する交通事故の更なる抑止及び被害の軽減等を図る 

ため、道路交通環境の変化等により現場の交通実態に適合しなくなった最高 

速度規制中の路線について、交通規制の内容を変更又は交通規制の解除を実 

施することで運転手に遵守されやすい環境を整備し、道路交通環境の改善を 

図る。 

駐車規制についても引き続き、必要やむ得ない貨物自動車等の荷捌き、客

待ちタクシー、二輪車、商店街（買物客）、駅前等の対策を重点に、駐車規

制の点検及び見直しを推進する。 

また、信号制御についても引き続き、道路交通実態に適合したものになっ 

ているか点検し、改善を図る。 

 

（４） 高速自動車国道等における交通規制 

高速自動車国道等については、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推進する。 

また、交通事故、異常気象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る。 
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《令和３年度実績》 

 

（１） 地域の特性に応じた交通規制 

令和３年度は、市街地等における生活道路の交通安全対策として、最高 

速度３０㎞/h の区域規制や路側帯の設置・拡幅等を前提とした「ゾーン３０」 

を東唐津２～４丁目地区、富士町小副川地区、三日月町長神田地区、江北町

山口・佐留志地区の４エリアにおいて整備した。 

  また、西日等の影響により信号機の視認性が低下することに伴う追突事故等

の交通事故を抑止するため、信号機ＬＥＤ化改良事業を推進した。 

 

（３） より合理的な交通規制の推進 

   ア 最高速度規制の見直し 

 平成２９年度に全県下において最高速度の見直し点検を行い、７１路線の

対象路線を抽出後、平成３０年度に地元住民及び道路管理者等との調整協議

を実施し、令和３年度３路線の見直しを実施した。 

イ 信号制御の見直し 

車両交通量や混雑の度合いに応じた信号秒数のきめ細かい調整、歩行者 
横断時間の調整、幹線道路の近接した各信号機の連動機能の向上、夜間に 
おける信号機閃光運用の見直し等、道路利用者からの相談・要望等に応じ 
た交通量実態を把握して令和３年度は３１箇所の信号制御の改善を図っ 

た。 

 

（４） 高速自動車国道等における交通規制 

高速自動車国道等については、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推進した。 

また、交通事故、異常気象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った。 

 

 交通事故 異常気象 その他 計 

最高速度 ２１３回 ３２２回 ４，３７０回 ４，９０５回 

通行止め ５回 ９回 ４回 １８回 

計 ２１８回 ３３１回 ４，３７４回 ４，９２３回 

                                （令和３年度中の回数） 
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第１章 道路交通の安全 

第１節 道路交通環境の整備 実施機関 

 

警察本部交通規制課 ３ 災害に備えた道路交通環境の整備 

 

（１） 災害に強い交通安全施設等の整備 

地震、豪雨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、交通流監視カメラ、各種車両感知器、交通情 

報板等の交通安全施設の整備及び通行止め等の交通規制を迅速かつ効果的に 

実施するための交通規制資材の整備を推進する。また、災害発生時の停電 

・水没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、主要な交差 

点の信号機にはリチウム電池内蔵型の制御機や、自動起動型発動発電機など 

の信号機電源付加装置の整備、浸水予想区域の防水機器の整備、交通安全施

設の設置設計の見直しを推進する。 

  の設置設計の見直しを推進する。 

特に、本県には原子力発電所があることから、同発電所の災害発生時にお 

ける住民等の避難円滑化のため、信号機の滅灯による混乱の防止対策として 

の非常用電源の設置及び信号機の遠隔操作装置の設置を実施する。 

 

（２） 災害発生時における交通規制 

災害発生時は、災害応急対策を的確かつ円滑なものとし、また、混乱を最 

小限に抑えるため、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）、道路交 

通法（昭和３５年法律第１０５号）等に基づき、交通安全施設等を効果的に 

活用した交通規制の迅速かつ的確な実施を図る。 

また、被災地への車両の流入抑制等を効果的に実施するため、災害の状況 

や交通規制等に関する情報を的確に提供する。 

 

（３） 災害発生時における情報提供の充実 

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、緊急輸送道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、交通流監視カメラ、車両感知 

器、道路情報提供装置の整備を推進するとともに、インターネット等情報通 

信技術（ＩＴ）を活用した道路・交通に関する災害情報等の提供を推進する。 
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第１章 道路交通の安全  

第１節 道路交通環境の整備 実施機関 

 

警察本部交通指導課 ４ 総合的な駐車対策の推進 

 

(１) 違法駐車対策の推進 

違法駐車対策については、地域の駐車実態に応じた取締り活動ガイドライン 
  を策定・公表し、当該ガイドラインに基づき、悪質性・危険性・迷惑性の高い 
  違反に重点をおいた取締りを推進する。 

取締り活動ガイドラインについては、定期的な見直しを行い、違法駐車の実 
態を反映したものになるよう努める。 

運転者の責任を追及できない放置車両について、当該車両の使用者に対する 
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、使用者責任を追及する。他方、交通事 
故の原因となった違反や常習的な違反等悪質な駐車違反については、運転者の 
責任追及を徹底する。 

 

 

《令和３年中実績》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放置駐車違反（標章貼付件数） １，０２８件 
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第１章 道路交通の安全 

第１節 道路交通環境の整備 実施機関 

 

警察本部交通規制課 ５ 交通管制システムの活用 

 

(１) 交通管制システムの整備・充実 

交通需要等の増加等に伴い、交通事故が多発している都市部を中心に、交通 

管制センターの高度化等を行うなど、交通管制システムを効果的に整備し、充 

実させる。 

 

《令和３年度実績》 

 

○ 交通管制システム端末装置の更新及び高度化 

交通管制システム端末装置である、集中制御機の更新を行うとともに、端

末側の改良に対応して交通管制システムの改修を行い、交通量の変化に応じた

最適な信号制御、きめ細やかな交通情報の提供を実現し、交通の安全と円滑を

推進した。 
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第１章 道路交通の安全 

第１節 道路交通環境の整備 実施機関 

 

警察本部交通規制課 ６ 交通安全に寄与する道路交通環境の

整備 

 

(１) 道路使用の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用許可に当たっては、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、許可条件の履行

の適正化について指導する。 

 

《令和３年度実績》 

 

○ 道路使用の適正化 

工作物の設置・工事等のための道路使用については、道路構造の保全と安 

全かつ円滑な道路交通環境を実現する、適正な許可業務の管理を行うととも 

に、佐賀南・佐賀北警察署管内については、佐賀県交通安全活動推進センタ 

ーによる道路使用許可条件の履行状況及び原状回復状況の調査と確認を徹底 

した。 

 

令和３年度の調査件数 １，４４８回 
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第１章 道路交通の安全 

第２節 交通安全思想の普及徹底 実施機関 

 

県民環境部くらしの安全安心課 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の

推進 

 

（１） 幼児に対する交通安全教育の推進 

家庭における交通安全教育を推進するため、交通対策協議会・関係機関・ 

団体の協力を得て、保護者や高齢者を中心とした家族ぐるみの交通安全意識 

の高揚を図るとともに、地域においても市町・自治会・見守り団体などに働 

きかけるなどして幼児の交通安全教育を支援する。 

 

（２） 児童に対する交通安全教育の推進 

心身の発達や地域の実情に応じて、歩行者及び自転車利用者としての交通 

安全教育を推進するため、学校当局をはじめ、家庭や地域、関係機関・団体

に対して交通安全教室を開催するよう要請するとともに、開催を支援する。 

 

（３） 生徒等に対する交通安全教育の推進 

自転車も「車両」であることを早期に認識させ、思いやりの気持ちと自他 

の交通安全にも配意するように、関係機関・団体と協力して自転車の安全利 

用に必要な知識及び交通ルールの遵守(特に、自転車安全利用五則の周知)の 

広報啓発を行う。 

 

（４） 成人等に対する交通安全教育の推進 

ア 交通事故を起こしやすい３０歳未満の若者を対象に、運転中の携帯電話 

使用や脇見運転の禁止を促し、事故防止を図るための広報啓発を行う。 

   イ 毎月の県内の交通事故状況の分析結果や交通安全に関するタイムリーな 

記事等を掲載した「交通安全ニュース」を発行して、団体、事業所へ配付 

するとともに、県のＨＰに掲載して広報啓発を図る。 

ウ 夕暮れ時の早めのライト点灯の励行とともに、前照灯はハイビームが原 

則であることの広報啓発を図る。 

 

（５） 高齢者に対する交通安全教育の推進 

ア 高齢者の交通事故を防止するため、高齢者交通安全五則(まみむめも)の 

広報啓発を強化するとともに、ハンドサインで渡ろう運動の促進、夜間に 

おける反射材用品の利用促進を図る。 

イ 高齢者にハンドサイン横断や反射材の着用効果を視覚的に体験してもら 

   うための動画を作成し、交通安全教室、イベント時に動画を視聴させること 

   により、ハンドサイン横断の促進や反射材の着用促進を図る。 
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《令和３年度実績》 

  

（１） 幼児に対する交通安全教育の推進 

交通対策協議会・関係機関・団体の協力を得て、保護者や高齢者を中心と 

した家族ぐるみの交通安全意識の高揚を図った。 

 

（２） 児童に対する交通安全教育の推進 

 心身の発達や地域の実情に応じて、歩行者及び自転車利用者としての交通 

安全教育を推進するため、学校当局をはじめ、家庭や地域、関係機関・団体 

に対して交通安全教室を開催するよう要請した。 

 

（３） 生徒等に対する交通安全教育の推進 

関係機関・団体と協力して自転車の安全利用に必要な知識及び交通ルール 

の遵守(自転車安全利用五則の周知)について広報啓発を実施した。 

 

（４） 成人等に対する交通安全教育の推進 

ア 交通事故を起こしやすい３０歳未満の若者を対象に、運転中の携帯電話 

使用や脇見運転の禁止を促し、事故防止を図るため、ＳＮＳ等を活用した 

広報啓発活動を実施した。 

イ 毎月の県内の交通事故状況の分析結果や交通安全に関するタイムリーな 

記事等を掲載した「交通安全ニュース」を発行して、団体、事業所へ配付 

するとともに、県のＨＰに掲載した。 

ウ 夕暮れ時の早めのライト点灯を行うとともに、前照灯はハイビームが原 

則であることを「原則ハイビーム」として、幅広く広報啓発を実施した。 

 

（５） 高齢者に対する交通安全教育の推進 

高齢者の交通事故を防止するため、高齢者やその家族が集まる県内大型ショ 

ッピングセンター等において、交通安全教育機材を活用し、高齢者自身に加 

齢に伴う認知力や判断力の現状を自覚してもらい、安全な行動に繋げてもら 

うための参加・体験型の高齢者対象交通安全教室を計３回開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   - 18 -

第１章 道路交通の安全 

第２節 交通安全思想の普及徹底 実施機関 

 

教育庁学校教育課 
１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の

推進 

 

（３） 生徒等に対する交通安全教育の推進 

ア 「安全教育の充実に係る指導事例」の周知 
文部科学省委託「学校安全総合支援事業」に取り組んだモデル地域の学 

校安全計画や授業計画等を取りまとめ、交通事故に対する安全教育を推進 
する。 

         ・期日 令和５年３月中旬 
     ・方法 学校専用ネットワークへ掲載 
 

イ 交通安全教室の実施 

学校における安全対策を実施する中で、各県立学校及び各市町立小中学 

校及び義務教育学校において、児童生徒を対象とした交通安全教室を年１ 

回以上開催し、交通マナー向上及び交通事故防止のための安全教育の充実   

を図るよう通知する。 

 

ウ 高等学校生徒指導連盟総会及び研究集会での指導 

県内高等学校の管理職・生徒指導主事・生徒指導担当者が一堂に会する 

総会及び研究集会において、交通安全教育の充実した実施について指導助 

言を行う。 

 

エ 交通安全教育推進通知 

各県立学校及び各市町教育委員会に対し、交通安全教育に係る取組の 

実施等について通知を行い、交通安全の推進・徹底を図る。 
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《令和３年度実績》 

 

（３） 生徒等に対する交通安全教育の推進 

ア 「安全教育の充実に係る指導事例」の周知 
文部科学省委託「学校安全総合支援事業」に取り組んだモデル地域の学 

校安全計画や授業計画等を取りまとめ、交通事故に対しての安全教育を推 
進した。 

         ・期日 令和４年３月２２日（月）～ 
     ・方法 学校専用ネットワークへ掲載 

 

イ  交通安全教育の実施 
学校における安全対策の実施の中で、各県立学校及び市町立小中学校及 

び義務教育学校において、児童生徒を対象とした交通安全教室を年１回以 

上開催し、交通マナーの向上及び交通事故防止のための安全教育の充実を 

図った。 

 

ウ  高等学校生徒指導連盟総会及び研究集会での指導 

県内高等学校の管理職・生徒指導主事・生徒指導担当者が、一堂に会する 

る総会及び研究集会において、交通安全教育の充実実施について指導助言を 

行った。 

 

エ  交通安全教育推進通知 

各県立学校及び各市町教育委員会に対し、交通安全教育に係る取組の実 

施等について通知を行い、交通安全の推進・徹底を図った。 
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第１章 道路交通の安全 

第２節 交通安全思想の普及徹底 実施機関 

 

健康福祉部長寿社会課 
１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の

推進 

 

（５） 高齢者に対する交通安全教育の推進 

ア 老人クラブ等における交通安全教室の開催 

市町の老人クラブ連合会や単位老人クラブの活動の中で、高齢者の交通 

安全意識を高め交通事故防止を図ることを目的に、高齢者自ら高齢者に対 

する交通安全教室を開催する。 

 

イ 交通安全講習会等への参加 

各老人クラブにおいて、交通対策協議会等が開催する交通安全講習会や 

研修会等への積極的な参加の促進を図る。 

 

ウ 交通安全に対する啓発 

一般財団法人佐賀県老人クラブ連合会が主催する各種会議・研修会等の 

場において、交通安全に関する啓発活動を実施している関係団体・機関と 

連携を図り、交通安全に関する啓発資料を配布し、交通安全意識を高める。 

 

≪令和３年度実績≫ 

 

令和３年度の交通安全教室の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ６５歳以上推計人口は、佐賀県人口移動調査（Ｒ３.04）、老人 

 クラブ数、会員数は令和３年４月１日現在、交通指導員数･開催状 

況･参加者数については概数。 

 

 

 

 

 

 

区   分 令和３年度 

 ６５歳以上推計人口 ２４７，２３６人 

 老人クラブ数 ９９９団体 

 老人クラブ会員数 ５０，８４５人 

 老人クラブ交通指導員数 ６６４人 

 交通安全講習会開催状況 １４２回 

 交通安全講習会参加者数 １，８０７人 
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第１章 道路交通の安全 

第２節 交通安全思想の普及徹底 実施機関 

 

警察本部交通企画課 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の

推進 
 

（１） 幼児に対する交通安全教育の推進 

ア 基本的な交通ルールの遵守や交通マナーを実践する態度を習得させると

ともに、安全な道路の通行に必要な基本的知識・技能を習得させるため、

市町及び関係機関・団体と協力して、保育園・幼稚園等における視覚的教

材等を活用した交通安全教室の開催に努める。 

イ 日常のあらゆる場面を捉えた交通安全教育を行うため、家庭や関係機

関・団体等に対する交通安全教育の推進を図る。 

また、自転車に乗車させる場合の乗車用ヘルメットの着用促進を徹底す

る。 
 

（２）  児童に対する交通安全教育の推進 

ア 歩行者及び自転車利用者として必要な技能・知識を習得させるとともに、

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

能力を高めるための交通安全教育を推進するため、学校等をはじめ、家庭

や地域、関係機関・団体と連携した交通安全教室を開催する。 

  特に、歩行中の児童の事故は、小学校１，２年生の負傷者が多いという

実態について、保護者や学校関係者等への理解の浸透を図る。 

イ 道路を安全に横断するための交通ルールの周知を図るため、学校等周辺

の道路の具体的な危険箇所を取り上げるなど、児童に関心を持たせるため

の工夫を凝らした効果的な交通安全教育に努める。 

ウ 自転車の安全な乗り方と技術の習熟を図るため「第５４回交通安全子供

自転車佐賀県大会」を開催する。また、自転車に乗車させる場合の乗車用

ヘルメットの着用促進を徹底する。 
 
（３） 生徒等に対する交通安全教育の推進 

ア 関係機関・団体と連携し、自転車利用者として安全に道路を通行するた

めに必要な知識を習得させるとともに、自己の安全だけでなく、他人の安

全に配慮できるよう、責任を持った安全利用について、自転車交通安全教

室を積極的に開催する。 

イ 自転車利用者の交通マナーの向上を図るため、通学路や主要交差点等で

の街頭指導を強化するとともに、関係機関・団体と協力し、自他の生命を

尊重する意識を醸成するための交通安全教室を積極的に開催し、中高生の

交通事故を抑止する。 

 

（４）成人等に対する交通安全教育の推進 

  ア 運転者に対する教育 

    安全運転管理者等に対する法定講習のほか、事業所、企業等において、運

転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必要な技能・知識（特に、危険

予測・回避能力）の向上及び交通安全意識・交通マナーの向上のための交通

安全教育を推進する。 
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    イ 自転車利用者に対する教育 

自転車利用者が多数認められる大学や職員を多数雇用している事業所等

に対し、関係機関・団体と連携して、自転車の安全利用を含む交通安全教育

を推進する。 

 

（５） 高齢者に対する交通安全教育の推進 

ア 高齢歩行者の交通死亡事故が、夜間・横断中に発生している状況を踏ま 

え、夜間における反射材用品の着用促進を図るとともに、道路横断に関する 

交通ルールの遵守を促し、ハンドサインを用いた横断など安全な交通行動を 

実践できるよう、参加・体験型の交通安全教育を推進する。 

イ 高齢運転者が第一当事者となる交通死亡事故が多く発生している状況を 

踏まえ、シミュレーターを活用した参加・体験型の交通安全教育を積極的に 

実施し、加齢に伴う身体機能の変化が運転者としての交通行動に及ぼす影響 

を理解させるとともに、交通事故を未然に回避するための安全な行動の習得 

を図る。 

ウ  交通事故に遭遇するような危険な行動が見受けられる高齢者や交通事故 

の当事者となった高齢者を中心に、自宅訪問等の個別指導を行い、当事者 

のみならず家族に対しても交通安全への協力を得て、家庭での交通安全意 

識の高揚と交通事故防止を図る。 

エ 日頃から高齢者世帯を訪問する機会の多い民生委員や地域交通安全活動 

推進委員等、地域が一体となって高齢者の安全が確保されるよう連携を図 

る。 

 

（６） 障害者に対する交通安全教育の推進 

       障害者施設等において、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のた 

め、障害の程度に応じたきめ細かい交通安全教育を行うとともに、施設職員 

等を対象とした交通安全教育を推進する。 

 

（７） 外国人に対する交通安全教育の推進 

    外国人を雇用する企業等において、日本国内における交通ルールや、母国 

との交通安全に対する考え方の違いを理解させるなど、効果的な交通安全教 

育を推進する。 

 

《令和３年中実績》 

（１） 幼児に対する交通安全教育の推進         

 

 

（２） 児童に対する交通安全教育の推進 

 

 

 

                          

（３） 生徒に対する交通安全教育の推進 

○ スケアードストレイト方式による交通安全教室の実施 

県内の６高校において、スケアードストレイト方式による参加・体験型 

の自転車教室を実施した。 

交通教室等の開催         ７３回 ３，７４２人 

小学生対象の交通安全教育等 １１０回 １３，７７３人 

   ※うち、自転車教室 ５５回 ８，６０７人 
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（４） 成人等に対する交通安全教育の推進 

 

 

 

 

（５） 高齢者に対する交通安全教育の推進 

高齢者に対する交通安全教室の開催 １６１回 ４，０８５人 

高齢者世帯訪問の実施 ５５，２４７人 

地域交通安全運動推進委員の委嘱 県内１４６人 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生対象の交通安全教室等 ５１回 １２，０７８人 

※うち、自転車教室 ４７回 １１，６２７人 

高校生対象の交通安全教室等 ４０回 １４，４４１人 

※うち、自転車教室 ３７回 １４，２３８人 

一般運転者講習会等 １４２回 ６，７５５人 

安全運転管理者法定講習 ２０回      ３，０３３人 
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第１章 道路交通の安全 

第２節 交通安全思想の普及徹底 実施機関 

 

県民環境部くらしの安全安心課 ２ 効果的な交通安全教育の推進 

 

（１） 交通安全指導の充実 

ＰＴＡ、婦人会、交通安全母の会、青年団、老人クラブ、公民館等が行う 

地域教育活動の事業に、交通安全活動を組み入れるよう働きかけ、地域社会 

における交通安全思想の普及高揚を図る。 

 

（２） 社会教育関係団体を通じての交通安全指導の促進 

ＰＴＡ、交通安全母の会、青年団等の社会教育関係団体に対し、交通安全 

県民運動の推進を各団体及び地域社会で盛り上げていくよう要請する。 

 

（３） 地域ボランティア組織等を通じての交通安全指導の促進 

    家族ぐるみ、地域ぐるみの交通安全教育を推進するため、「交通安全は家 

庭から」を活動指針とする交通安全母の会の活動等を支援する。 

 

《令和３年度実績》 

 

（１） 交通安全指導の充実 

  佐賀県交通対策協議会構成機関・推進機関・団体の参加による交通安全県 

民運動を展開することで、地域社会における交通安全思想の普及高揚を図っ 

た。 

 

（２） 社会教育関係団体を通じての交通安全指導の促進 

ＰＴＡ、交通安全母の会、青年団等の社会教育関係団体に対し、各季の交 

通安全県民運動実施要領等を送付する際、重点事項に対する取組の強化及び 

各団体の活動を通じて地域における交通安全指導の推進を依頼した。 
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第１章 道路交通の安全 

第２節 交通安全思想の普及徹底 実施機関  
県民環境部まなび課 

教育庁学校教育課 ２ 効果的な交通安全教育の推進 

 

（１） 交通安全指導の充実 

ＰＴＡ、婦人会及び公民館等の地域教育活動の事業で、交通安全思想の普 

及高揚を図る。 

（２） 社会教育関係団体を通じての交通安全指導の促進 

社会教育関係団体に対し、交通安全活動に取り組み、県民運動の推進を各 

団体及び地域社会で図っていくよう要請する。 

また、交通安全思想の普及高揚を図る運動の呼びかけを行う。 

 

（３）地域ボランティア組織等を通じての交通安全指導の促進 

 児童・生徒等の登下校時を含めた地域ぐるみの安全対策のために、文部科学

省から配布された「やってみよう！登下校見守り活動ハンドブック」を、佐賀

県県民環境部くらしの安全安心課交通事故防止特別対策室と連携し、各学校や

ボランティア組織等へ配布し、積極的な活用を支援する。 
 

《令和３年度実績》 

（１） 交通安全指導の充実 

ＰＴＡ、婦人会及び公民館等の地域教育活動の事業に、交通安全活動を組 

み入れるよう働きかけ、地域社会における交通安全の普及高揚を図った。 

（２） 社会教育関係団体を通じての交通安全指導の促進 

社会教育関係団体に対し、交通安全活動に取り組み、県民運動の推進を各 

団体及び地域社会で図っていくよう要請した。 

また、交通安全思想の普及高揚を図る運動の呼びかけを行った。 

 

（３） 地域ボランティア組織等に対するボランティア研修会の実施 

    （新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 
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第１章 道路交通の安全 

第２節 交通安全思想の普及徹底 実施機関 

 

県民環境部くらしの安全安心課 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

 

（１） 交通安全県民運動の推進 

悲惨な交通事故のない安全で安心な佐賀県の実現に向け、県民全体への交

通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しいマナーを習慣付

けるため、県民総参加型の交通安全運動を展開する。 

ア 年間の重点推進事項 

（ア）歩行者の安全確保と歩行者の交通ルール遵守・マナー等の実践 

（イ）「よかろうもん運転」の根絶 

（ウ）「原則ハイビーム」による夜間の交通事故防止 

（エ）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

（オ）高齢運転者の交通事故防止 

（カ）飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

（キ）自転車安全利用の推進 

 

イ 各季の交通安全県民運動 

（ア）春の交通安全県民運動（４月６日～４月１５日 全国一斉） 

（イ）夏の交通安全県民運動（７月１３日～７月２２日 県下一斉） 

（ウ）秋の交通安全県民運動（９月２１日～９月３０日 全国一斉） 

（エ）冬の交通安全県民運動（１２月１４日～１２月２３日 県下一斉） 

 

   ウ 期間を定めて実施する運動 

（ア）自転車のルール遵守とマナーアップ運動 (５月中 １箇月間） 

（イ）夕暮れ時の早めのライト（前照灯）点灯運動 

(１０月１日～１２月３１日 ３箇月間） 

エ 日を定めて実施する運動 

（ア）交通事故死ゼロを目指す日     ４月１０日・９月３０日 

（イ）交通安全日・「やめよう！佐賀のよかろうもん運転」の日 

            毎月 １日 

（ウ）子どもと高齢者の交通安全の日   毎月１０日 

（エ）県民交通安全の日         毎月２０日 

（オ）飲酒運転根絶の日         毎月２５日 

 

（２） 交通事故防止対策「ＳＡＧＡ ＢＬＵＥ ＰＲＯＪＥＣＴ」事業 

平成２７年７月に立ち上げた「佐賀県交通事故ワースト１からの脱却！」

緊急プロジェクトをさらに効果的なものとするため、県内の交通事故の特徴

を踏まえた対策を講じていくとともに、デザインのチカラを活用し、その広

報啓発を行う「ＳＡＧＡ ＢＬＵＥ ＰＲＯＪＥＣＴ」を展開する。 
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（３） 横断歩行者を含む歩行者の安全確保の徹底 

道路を横断中の歩行者が、車両と衝突して死傷する交通事故が後を絶たな

いことから、車両の運転者に対する「横断歩道以外の道路横断者の存在とそ

の危険性」の意識付けと、道路横断者に対しては、手を上げたり、目を合わ

せたりして、車両の運転手に道路を横断する意思を明確に伝える「ハンドサ

インで渡ろう」運動を推進することにより、道路横断中における交通事故防

止を図る。 

 

（４） 自転車の安全利用の推進 

「自転車安全利用五則」を活用した広報啓発活動を実施して、自転車の交 

通ルールの遵守とマナーの向上など安全意識の高揚を図る。 

また、５月中の「自転車のルール遵守とマナーアップ運動」の実施に伴い、 

各自治体、関係機関・団体等への安全利用強化の取組を依頼する。 

 

（５） 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

車両乗車中による交通事故の死傷者を減少させるため、関係機関・団体と

連携して、後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用についての広報

啓発を推進する。 
 

（６） チャイルドシートの正しい使用の徹底 

車両同乗中による幼児・児童の交通事故の死傷者を減少させるため、関係 

機関・団体と連携して、チャイルドシートの正しい使用についての広報啓発 

を推進する。 
 
（７） 反射材用品の着用促進 

夜間における歩行者等の交通事故防止を図るため、関係機関・団体と連携 

して反射材用品の着用促進に努めるとともに、関係機関団体が行う児童・生 

徒、高齢者に対する自転車教室及び交通安全講習会等において、反射材の視 

認効果・利用方法等の理解促進を働きかける。 

 また、近年、夜間歩行中の高齢者が車両と衝突して、死亡する事故が多いも 

のの、被害者の多くが反射材を着用していなかったことから、高齢者に対し、

身に付けたくなるような反射材の配布や、孫世代からの反射材プレゼント等を

実施し、反射材の着用率向上を図る。 
 
（８） 効果的な広報活動の推進 

チラシ、機関誌(紙)、ラジオ、ケーブルテレビ等の広報媒体を活用し、交 

通事故防止及び交通ルールの遵守とマナーアップを啓発する。 
 
（９）子どもと高齢者の交通事故防止 

   全国的に通学中の児童が死傷する交通事故が発生しているほか、高齢者の交

通事故死者が全死者の半数以上を占めていることから、「思いやり運転」・「防

衛運転」・「ハンドサインで渡ろう運動」の広報啓発を推進するとともに、関

係機関・団体と連携しての街頭指導や保護誘導活動により、子どもと高齢者の

交通事故防止を図る。 
 
（10）追突事故の防止 

県下の人身交通事故の約４割以上を「追突事故」が占め、交通事故の総量を
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押し上げる要因となっていることから、追突事故防止のための「みっつの３運

動」や車両運転時の基本的事項について、各市町、関係機関・団体を通じての

広報を積極的に推進する。 
 
（11） 「県民交通安全の日」等における活動の推進 

市町、警察、関係機関・団体等と連携して、県民交通安全の日を重点に街 

頭活動や広報啓発活動を実施し、地域の実情に応じた交通安全活動を展開す 

る。 
 
（12） 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

飲酒運転の危険性、飲酒運転による交通事故の実態周知のため、引き続き 

交通安全教育や広報啓発を推進する。 

 

《令和３年度実績》 
 
（１） 交通安全運動の推進 

ア 佐賀県交通対策協議会会議の開催 

県民の交通安全意識の高揚を図るため、各季の交通安全運動の実施要領 

などを策定し各運動を推進した。 

（ア）委員会の開催 

「令和３年度佐賀県交通安全県民運動実施計画」を策定した。 

（イ）幹事会の開催 

   各季の交通安全県民運動の実施前に幹事会を開催した。 

 

イ 啓発活動の実施状況   

（ア）春の交通安全県民運動（全国一斉）   ４月 ６日～ ４月１５日 

（イ）自転車のルール遵守とマナーアップ運動 ５月 １日～ ５月３１日 

（ウ）夏の交通安全県民運動（県下一斉）   ７月１２日～ ７月２１日 

（エ）秋の交通安全県民運動（全国一斉）   ９月２１日～ ９月３０日 

（オ）夕暮れ時の早めのライト点灯運動   １０月 １日～１２月３１日 

（カ）冬の交通安全県民運動（県下一斉）  １２月１５日～１２月２４日 
 
（２） 交通事故防止対策「ＳＡＧＡ ＢＬＵＥ ＰＲＯＪＥＣＴ」事業 

     交通安全の自分事化を啓発するため「ＳＡＧＡ ＢＬＵＥ ＰＲＯＪＥＣ

Ｔ」事業で、交通事故の当事者となりやすい、若者と高齢者を対象として、

各世代に応じた媒体を活用した広報活動や直接訴求活動を実施。 

    若者に対しては、ツイッター等のＳＮＳを活用した広報活動を実施し、若

者が多く集まる場所を佐賀県交通安全キャラクターのマニャーがパトロール

するマニャーパトロールを２５回実施。 

    高齢者に対しては、高齢者の反射材着用促進と交通安全意識の高揚を図る

ため、孫世代から祖父母に対し、手書きメッセージ等オリジナル反射材ワー

クショップを県内幼稚園・保育園で５回開催するとともに、高齢者自身に加

齢に伴う認知力や判断力の現状を自覚してもらい、安全な行動に繋げてもら

うための参加・体験型の高齢者対象交通安全教室を計３回実施。 

さらに、既存の「交通安全テレビＣＭ放映」、「ロゴマークの活用（新小 

   学一年生を対象としたランドセルカバーの贈呈）」、「交通安全ラジオＣＭ 
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放送」に加え、「マニャー」を活用した動画による広報啓発を実施した。 

 

（３） 自転車の安全利用の推進 

    自転車乗車中の交通事故を防止するため、自転車のルール遵守とマナーア 

ップ運動中にラジオ広報を実施した。 

また、「佐賀県交通安全の確保に関する条例」を改正し、自転車保険の加 

入について努力義務化した。 
 
（４） 反射材の着用推進 

 新中学一年生を対象として、自転車用反射材を配付し、反射材着用を促進

した。 
 
（５） 効果的な広報活動の推進 

 夜間における歩行者事故防止（原則ハイビーム、反射材着用）や自転車事

故防止のための広報チラシを作成し、浸透を図った。 

 

（６） 佐賀県交通安全計画の策定 

    佐賀県の道路交通安全の大綱である「第１１次佐賀県交通安全計画」を策

定、公表した。 
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第１章 道路交通の安全 

第２節 交通安全思想の普及徹底 実施機関 

 

警察本部交通企画課 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

 

（１）交通安全県民運動の推進 

関係機関・団体と連携し、道路利用者の交通ルール遵守と県民の交通マ 

ナーアップのための効果的な取組を行う。 

 

（３） 横断歩行者を含む歩行者の安全確保の徹底 

    道路横断中の交通死亡事故が発生していることから、運転者に対しては、 

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を推進する。 

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遵守を促す指導啓発を推進するとと

もに、「ハンドサインで渡ろう運動」を推進し、運転者に対して横断する意

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付け

ること等、歩行者自身が自らの安全を守るための交通行動を促すための交通

安全教育等を推進する。 

 

（４） 自転車の安全利用の推進 

ア 自転車が車両であることを認識させるとともに、「自転車安全利用五則」

を活用するなどした効果的な広報啓発活動を実施し、全ての自転車利用者

に対して自転車の安全な乗り方やルールの周知を図る。 

  また、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、地域交通安全推進委員

や学校等と協働して街頭における指導啓発活動を積極的に推進する。 

イ 自転車シミュレーターを活用した参加・体験型の自転車教室を開催し、 

教育内容の充実を図るとともに、県内の高校（６校）を自転車マナーアップ 

モデル校に指定し、スタントマンによるスケアードストレイト方式による自 

転車教室を行い、自転車利用者のルール遵守とマナー向上に向けた自主的な 

取組を促す。 

   ウ 自転車運転者講習制度についての周知徹底を図るとともに、制度の適切 

な運用を図る。 

  

（５） 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底を図るため、関係機 

関・団体と連携し、各種広報媒体を活用した広報啓発に努めるとともに高速 

道路等における交通指導取締りを実施する。 

 

（６） チャイルドシートの正しい使用の徹底 

チャイルドシートの正しい使用方法及び使用効果について、幼稚園、保育 

所、認定こども園等と連携し保護者に対する広報啓発活動を推進する。 

 

（７） 反射材用品の着用促進 
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夕暮れ時から夜間における歩行者及び自転車利用者が被害に遭う交通事故 

防止に効果が期待できる反射材用品等の普及を図るため、積極的な広報啓発 

を推進するとともに、自発的な着用を促すための交通安全教育を実施する。 

 

（８） 効果的な広報活動の推進 

   ア 関係機関・団体と連携し、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引き続き推進し、地域･

職域等における飲酒運転根絶の取組を進め、「飲酒運転を絶対にしない、

させない」という県民の模範意識の確立を図る。 

   イ 高齢者の関係する交通事故防止について、高齢者に対する交通安全教育 

のほか、他の年齢層に対しても高齢者の特性を理解させるための広報啓発

活動等を推進する。 

   ウ 夕暮れ時から夜間における交通事故防止対策として、前照灯の早期点灯 

や、対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの使用を促すための

広報啓発活動等を推進する。 

   エ 県民が交通事故の発生状況を認識し、交通事故防止に関する意識の啓発 

等を図ることができるよう、各種広報媒体を通じて交通事故データや事故

多発交差点等に関する情報の発信に努める。 

   オ 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、関係機関・団 

体と連携した広報啓発活動により、技術の限界や使用上の注意点等の理解

促進を図る。 

 

《令和３年中実績》 

 

（４） 自転車の安全利用の推進 

年間を通じて自転車利用者に対する街頭指導活動を実施したほか、令和３ 

年５月１８日、１１月９日には、学校、地域交通安全活動推進委員、警察の

三者協働による県下一斉自転車街頭指導を実施した。 

 

（５） 後部座席等におけるシートベルト・チャイルドシート着用の推進 

ア 毎月１日、２０日の「交通安全日」を中心に、シートベルト・チャイル

ドシートの着用徹底のための街頭指導・取締り、広報啓発活動等を推進した。 

 

 

 

 

 

イ ラジオによる交通安全広報の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＦとのチャイルドシート着用合同調査 
新型コロナウイル

スのため中止 

ＪＡＦとのシートベルト着用合同調査 １回 

ＮＢＣラジオ放送回数 ７回 
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第１章 道路交通の安全 

第３節 安全運転の確保 実施機関 

 

警察本部交通企画課 １ 安全運転管理の推進 

 

（１） 安全運転管理の適正化に向けた指導等 

    企業等における自主的な安全管理の推進及び安全運転管理者等の資質の

向上を図るため、県下２４事業所を「安全運転管理モデル事業所」に指定し、

事業所の実情に応じたテーマ「一事業所一運動」を設定させ、目的意識を持

った自主的な活動と交通安全意識の高揚を図る。 

また、安全運転管理者未選任事業所の一掃に努めるとともに、令和４年４ 

月１日から運転前後の運転者に対し、目視等により酒気帯びの有無を確認す 

ること等が加わり、さらに同年１０月１日からこの確認を一定のアルコール 

検知器を用いて行うこと等が加わるところ、こうした新たな義務の確実な実 

施について指導を強化する。（アルコール検知器を用いた確認は当分の間延 

期予定） 

 

（２） 効果的かつ適正な安全運転管理者等講習の実施 

安全運転管理者等講習において、視聴覚教養等を取り入れ、より効果的方 

法による講習を実施するほか、交通安全教育指針の内容や具体的な教育実施 

例を説明するなど、安全運転管理者等が事業所の運転者に対して行う同指針 

に従った交通安全教育に必要な指導・助言に努める。 

 

（３）  使用者等への責任追及の徹底 

    企業等の事業活動に関してなされた道路交通法違反等について、過積載運

転、過労運転等については、違反者の取締りに留まらず、その使用者・荷主

等に対する背後責任の追及を徹底する。 

 

《令和３年中実績》 

 

（１）  モデル事業所の指定 

 

 

 

 

 

（２） 安全運転管理者法定講習の実施 

 

 

 

 

※全２１回中、２回は予備講習 

 予備講習２回中、１回は新型コロナウイルスのため中止 

 

安全運転管理モデル事業所 ２４事業所 

安全運転管理者等選任状況 ３，１３３事業所 

法定講習実施回数 ２０回 

法定講習受講人数 ３，０３３人 
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第１章 道路交通の安全 

第３節 安全運転の確保 実施機関 

 

警察本部運転免許課 ２ 運転者教育等の充実 

 

安全運転を実践できる運転者を育成するためには、免許取得前から、交通安全

意識を醸成することができる交通安全教育の充実を図るとともに、免許取得時及

び免許取得後においても、実際の交通場面で安全に運転できる能力を向上させる

ための教育を行う。 

 

（１） 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実 

ア 自動車教習所における教習の充実 

各種研修等を通じて指定自動車教習所の教習指導員等の資質の向上を図

るとともに、定期検査及び技能検定に対する立会い検査の結果に基づく指

導により、教習水準の維持及び向上を促進するほか、指定自動車教習所以

外の届出自動車教習所に対しても、適正な教習の実施と教習水準の向上に

必要な指導・助言に努める。 

イ 取得時講習の充実 

原付免許、普通二輪免許、大型二輪免許、普通免許、準中型免許、中型

免許、大型免許、普通二種免許、中型二種免許及び大型二種免許を取得し

ようとする者に対する取得時講習を充実させるとともに、講習委託先に対

する必要な指導監督を推進する。    

ウ 受験資格特例教習の充実 

本年度から大型免許、中型免許、二種免許等の受験資格特例教習が実施

されることから、教習委託先に対する必要な指導監督を推進する。 

 

（２） 運転者に対する再教育等の充実 

各種講習等において運転者に対する再教育が効果的に行われるよう、講習

指導員の資質の向上、講習資器材の高度化並びに講習内容及び講習方法の充

実に務める。 

 

（３） 高齢運転者対策の推進 

ア  高齢運転者に対する教育の充実 

７５歳以上の運転者に対する更新時の認知機能検査の適切な運用の徹底

を図る。 

高齢者講習については、視力や視野を含む身体機能の変化について自覚

させるため、運転適性検査器材による指導等を推進するとともに、認知機

能検査の結果に応じた効果的な講習の実施を図り、双方向型講義や実車指

導等の円滑な運営に努める。 

また、運転免許に関する問合せ、相談等への対応に当たっては、本人や

家族の心情及びプライバシーに配意した対応に努める。 

 

イ 臨時適性検査等の確実な実施 

医療関係機関等と緊密な連携を図り、更新時又は臨時の認知機能検査や 

    安全運転相談等の機会を通じて、認知症の疑いがある運転者の把握に努 
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め、臨時適性検査等を確実に実施して、認知症であることが判明した者に 

ついては、運転免許の取消し等の行政処分を確実に行う。 

ウ 運転経歴証明書制度の周知等 

運転経歴証明書制度の周知を図るため、各種広報等に努める。 

エ 高齢運転者への支援 

加齢等による身体機能の低下により運転に不安を覚えている高齢運転者

を支援するため、関係機関・団体への働き掛けと連携を強化し、運転免許

返納後の移動手段の確保や返納後の生活を支えるためのきめ細かな各種施

策の充実を図る。また、運転免許試験場での高齢運転者技能教習による安

全教育や運転免許センター内での安全運転サポート車の展示による同車の

普及啓発を継続し、高齢運転者の交通事故防止を図るとともに運転寿命の

延伸を支援する。 

このほか、自主返納と、その中間的な選択として、運転免許の一部返納

や「サポートカー」に限定する免許の交付など、高齢運転者本人及びその

家族等に対し、制度の趣旨及び内容について安全運転相談や各種講習等を

通じて周知を図る。 

更に、運転免許センターでの日曜日の自主返納受付や市町職員による自

主返納代理申請を継続・促進し、運転免許証を返納しやすい環境の整備に

努める。 

 

（４） 危険な運転者の早期排除と改善等 

ア 悪質危険運転者の早期排除 

違反を繰り返す運転者や重大な交通事故を起こした運転者を道路交通の

場から早期に排除するため、仮停止をはじめとする行政処分を迅速・的確

に実施する。また、点数制度による行政処分のほか、「あおり運転」等の

悪質・危険な運転には、改正道路交通法により、新たに創設された「妨害

罪」を積極的に適用するなど、道路交通に危険性のある悪質運転者の交通

社会からの長期排除を推進する。 

イ 常習飲酒運転者対策 

   飲酒運転をした者に対する行政処分を迅速・的確に行う。また、停止処 

分者講習等における飲酒学級の講習内容の充実を図るとともに、飲酒行動 

の改善や飲酒運転に対する規範意識の向上を目的とした効果的な飲酒取消 

し講習を推進する。 

 

 (５)  認知症をはじめとした一定の病気等にかかる運転者対策の推進  

 自動車等の安全な運転に支障を及ぼす病気にかかっている運転者からの相

談に適切に対応するため、引き続き看護師等の資格を持つ相談員を運転免許

センターに配置する。 

なお、相談員は、「高齢者交通安全対策アドバイザー」として、特に免許

更新時の申告（相談）等から認知症が疑われる者及びその家族に対して、よ

りきめ細かな対応を推進するとともに、認知症をはじめ安全な運転に支障を

及ぼす病気を有する者の交通事故防止を図る。 

 

《令和３年中統計》 

 

（１） 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実 
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（運転免許試験の受験者、合格者、合格率） 

 

（２） 運転者に対する再教育等の充実 

 

   （処分者講習受講状況） 

 執行人員 講習人員 

短 期 ５６４人 ５２８人 

中 期 １４０人 １１８人 

長 期 １８１人 ５６人 

計 ８８５人 ７０２人 

 

（違反者講習受講状況） 

 講習人員 

社 会 参 加 ３５８人 

実 車 指 導 １５８人 

計 ５１６人 

 

（３） 高齢運転者対策の充実 

○  令和３年中の高齢者講習受講者数（７０歳以上） 

        ２７，６４４人 

    ○  令和２年中の運転免許自主返納者数（６５歳以上） 

       ３，０８２人 

 

（４） 悪質危険な運転者の早期排除 

（運転免許の取消、停止状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受験者 合格者 合格率 

第二種免許   １８６人 １０６人 ５７．０％ 

第一種免許 ２０，８２５人 １４，１８２人 ６８．１％ 

仮免許 １８，６２５人 １４，０３７人 ７５．４％ 

計 ３９，６３６人 ２８，３２５人 ７１．５％ 

運転免許取消等 運転免許停止等 総件数 

２６２件 ８８５件 １，１４７件 
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第１章 道路交通の安全 

第３節 安全運転の確保 実施機関  
独立行政法人 

自動車事故対策機構 ２ 運転者教育等の充実 

 

（６） 運転者教育等の充実 

運転者に対する適性診断の受診を促進するとともに、適性診断技術等の向 

上を図る。 

 

《令和３年度実績》 

 

（６） 運転者教育等の充実 

     適性診断の実施 

      

適性診断受診者数 ４，０８０人 

      （受診内訳） バス ３１９人 

タクシー（個タ

クを含む） 
４１４人 

トラック ３，２４８人 

自家用車 ９９人 
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第１章 道路交通の安全 

第３節 安全運転の確保 実施機関 

 

自動車安全運転センター ３ その他の運転者対策の推進 

（１） 通知業務等を通じた運転者対策 

交通違反等により運転免許の効力の停止を受ける直前に達した運転者に対 

し、その累積点数を書面で通知して運転免許の停止処分等を受けることのな 

いように安全運転を促す。 

 

（２） 運転経歴にかかる証明書の活用の促進 

運転免許に関する経歴証明書の効果的活用の広報勧奨及び佐賀県主体で

の安全運転ドライバーコンテスト等イベントの再開を強く促し、積極的な参

加を呼びかけ、運転者の交通安全の意識高揚と企業等における安全運転管理

を効果的に推進する。 

 

（３） 安全運転中央研修所の積極的な活用 

県内の各企業に対して、安全運転中央研修所における各種訓練課程を通じ 

て参加・体験・実践型の交通安全教育の充実を図る。 

 

《令和３年度実績》 

 

（１） 通知業務等を通じた運転者対策 

令和３年度は、運転免許の効力の停止を受ける直前の３，５５２人の運転

者に対し、その累計点数を書面で通知して運転免許の停止処分等を受けたこ

とのないように安全運転を呼びかけた。 

 

（２） 運転経歴証明書の活用の促進 

運転免許に関する運転経歴証明書の活用推進を図り、運転者の安全意識の 

高揚と企業における安全運転管理の効果的な実施を呼びかけた。 

  安全運転ドライバーコンテストは、令和３年度に佐賀県主体の同コンテス

トは開催されなかったが、佐賀県トラック協会、安全運転管理者協議会、佐

賀県警備業協会、JA 白石、全日本デリバリー業安全運転協議会がイベントを

開催して安全運転の意識高揚を推進した。 

令和２年度は、個人、事業所及び安全運転ドライバーコンテスト参加者を

含めた４２，９４７人が交通事故防止や安全運転管理等のために申請・取得

して活用した。 

 

（３） 安全運転中央研修所の積極的な活用 

資質の高い運転者や運転指導者を育成する目的で、実践的かつ高度な安全 

運転研修を行い、交通安全教育の充実を図るため、積極的な安全運転中央研 

修所への入所活用を促した。 

令和３年度は、県内の各企業の関係者をはじめとして指定自動車教習所指

導員、法定講習指導員、緊急自動車運転技能者等延べ３０３人が講習関係課

程、教習関係課程、企業等対象関係課程、緊急自動車運転技能者課程等の研

修を受講し、その反響は良好であった。 
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第１章 道路交通の安全 

第３節 安全運転の確保 実施機関 

 

 国土交通省 佐賀運輸支局 ４ 自動車運送事業者の安全対策の充実

及び指導監督の強化 

 

（１） 自動車運送事業者・運行管理者等への指導監督の実施 

自動車運送事業者及び運行管理者に対して、あらゆる機会を捉え輸送の安

全確保について指導を行う。 

○ 特別講習  講習対象人員    ６人（１回） 

 

（２） 自動車運送事業者に対する立入監査等の実施 

年間を通して立入監査等を実施し、運行管理、車両管理状況を調査し指導

監督の強化を図る。 

 

《令和３年度実績》 

 

（１）運行管理者講習 

 

○ 特別講習  講習対象人員    １０人（１回） 

 

（２） 自動車運送事業者に対する監査等 

○ 自動車運送事業者監査等実施件数 ５８件 
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第１章 道路交通の安全 

第３節 安全運転の確保 実施機関 

独立行政法人 

自動車事故対策機構 ４ 自動車運送事業者の安全対策の充実

及び指導監督の強化 

 

(１） 自動車運送事業者・運行管理者等への指導監督の実施 

運行管理者等に対する講習内容を充実するとともに、運行の安全を確保する 

ための指導の徹底を図る。 

 

 

《令和３年度実績》 

 

(１) 運行管理者講習の実施 

○ 一般講習  

受講者数（４８回） ５８９人 

      （受講内訳） バス ６５人 

タクシー ７７人 

トラック ４４７人 

その他 人 

 

 

○ 基礎講習          

受講者数（５回） ２０５人 

（受講内訳） バス ２９人 

タクシー １３人 

トラック １６３人 

その他 人 
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第１章 道路交通の安全 

第３節 安全運転の確保 実施機関 

 
 

厚生労働省 佐賀労働局 ５ 交通労働災害の防止等 

 

（１） 事業場に対する監督指導等の実施 

労働基準関係法令及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 

（以下「改善基準」という。）の遵守徹底を図るため、監督指導及び各種集 

団指導を実施するとともに、「時間外労働・休日労働に関する協定届」（以 

下「時間外協定届」という。）の提出時に指導を行う。 

 

（２） 関係行政機関との連携 

運輸行政機関との通報制度を活用して「改善基準」の定着を図るとともに、 

関係行政機関、諸団体との連携を密にして監督指導効果を高める。 

 

（３） 交通労働災害防止のためのガイドラインの周知 

一般事業場に対し、全国安全週間説明会、各団体の総会等のあらゆる機会 

を活用して周知を図る。 

労働災害防止関係団体に対し、佐賀労働災害防止対策協議会等の機会に周 

知を図る。 

 

（４） 労働災害防止団体・業界団体等への指導援助 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会等各種団体が行う災害防止活動におい 

て、引き続き傘下事業場に対して「改善基準」の周知徹底及び「交通労働災 

害防止のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）の周知を 

図る。 

また、交通労働災害が多発する年末を控えた時期に、陸上貨物運送事業労 

働災害防止協会佐賀県支部と共催して、九州自動車道金立パーキングエリア 

において「交通労働災害防止キャンペーン」を実施する。 

 

《令和３年度実績》 

 

（１） 事業場に対する監督指導等の実施 

ア 「改善基準」の遵守徹底を図るため、監督指導及び各種集団指導を実施 

した。 

イ 「時間外協定届」の受理時に「改善基準」の指導を実施した。 

 

（２） 交通労働災害防止のためのガイドラインの周知 

当局主催の各種講習会等において、「ガイドライン」の周知を行った。 

 

（３） 労働災害防止団体・業界団体等への指導援助 

独立行政法人自動車事故対策機構主催の運行管理基礎講習において、労働 

基準関係法令及び「改善基準」に係る説明を行うとともに、交通労働災害防 

止に向けた取組の重要性について説明した。（６月、７月１月に延べ６回） 
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(４)  労働災害防止団体・業界団体等への指導援助 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会と県下労働基準監督署が合同で事業場 

における交通労働災害防止及び労働時間管理の適正化のためのパトロール等 

を実施した。（７月、１２月を中心に延べ６回） 

交通労働災害が多発する時期を前に、陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

佐賀県支部と共催して、九州自動車道金立パーキングエリアにおいて「交通 

労働災害防止キャンペーン」を実施した。（１２月） 
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第１章 道路交通の安全 

第３節 安全運転の確保 実施機関 

 

警察本部交通規制課 ６ 道路交通情報の充実 

 

（１） 道路交通情報の充実 

多様化する道路利用者のニーズに応えて、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、 

車両感知器、交通情報板等の整備による情報収集・提供体制の充実を図る。 

 

（２） ＩＴＳを活用した道路交通情報の高度化 

高度道路交通システム（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道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）の整備・拡充 

を積極的に図ることにより、交通量の分散を図り、交通の渋滞を解消し、交 

通の安全と円滑化を推進する。 

また、高度化された交通管制センターを中心に、個々の車両等との双方向 

通信が可能な光ビーコンを媒体とし、高度な交通情報の提供、車両の運行管 

理、公共車両の優先、交通公害の減少、安全運転の支援、歩行者の安全確保 

等を図ることにより、交通の安全及び快適性を確保しようとする新交通管理シ 

ステム（ＵＴＭＳ）の構想に基づき、システムの充実を図る。 

 

（３） 分かりやすい道路交通環境の確保 

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 

分かりやすい高輝度標識の整備を推進する。 

 

《令和３年度実施》        

 

（１） 道路交通情報の積極的提供 

道路交通情報センター及び報道機関の協力を得て、積極的な道路交通情  

報を提供した。 

○ ＮＨＫ、ＮＢＣ、ＦＭ佐賀によるラジオ放送での情報提供 

月～金(１日１０回)  土(１日６回) 

○ 電話による問合せに対する情報提供 

 

（２） 道路交通情報提供システム（ＡＭＩＳ）の効果的活用 

交通事故や渋滞などの道路交通に関する情報を、光ビーコンを通して道路 

交通情報提供システム（ＡＭＩＳ）によりカーナビゲーションシステム等に 

提供するとともに、交通情報板、ラジオ等のメディアを通してリアルタイム 

に提供し、適正な交通流の確保を図った。 
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第１章 道路交通の安全 

第３節 安全運転の確保 実施機関 

 

気象庁 佐賀地方気象台 ６ 道路交通情報の充実 

（４） 気象情報の充実 

道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波、 

火山噴火等の自然現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、道路利 

用者等が必要な措置を迅速にとり得るよう、特別警報・警報・予報等を適時・ 

適切に発表して事故の防止・軽減に努める。 

また、これらの情報の内容の充実と効果的利活用の促進を図るため、防災

関係機関との間の情報の共有やＩＣＴの活用等に留意し、主に次のことを行

う。 

 

１ 情報の提供等 

交通事故の防止・軽減に資するため、主に次の情報を適時・適切に発表し、 

関係機関等に迅速かつ確実に伝達する。また、住民に対し、気象庁ホームペ 

ージや国土交通省防災情報提供センターを通じて気象情報等をリアルタイ 

ムで分かり易く提供する。 

 

ア  気象特別警報・警報・予報等 

  気象による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に気象特別警報・ 

警報・予報等を発表し、気象庁ホームページ等を用いて、関係機関に迅 

速かつ確実に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周 

知する。また、雨による災害発生の危険度を地図上にリアルタイムに表示 

する「大雨・洪水警報のキキクル（危険度分布）」や、積雪・降雪の面的 

な状況を示す「今後の雪（解析積雪深・解析降雪量・降雪短時間予報）」 

についても、気象庁ホームページや報道機関等を通じて道路利用者に周知 

する。 

 

イ 緊急地震速報（予報及び警報）、津波警報等 

地震・津波による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に緊急地 

震速報（予報及び警報）、津波警報等、南海トラフ地震臨時情報等の地震情

報等を発表し、関係機関に迅速かつ確実に伝達するとともに、報道機関等の

協力により道路利用者に周知する。 

 

ウ 南海トラフ地震臨時情報等 

南海トラフ沿いで異常な現象を観測した場合や南海トラフ地震発生の可

能性が相対的に高まったと評価した場合等には、「南海トラフ地震臨時情

報」を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確

実に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知する。 

 

エ 噴火警報等 

火山現象による道路交通障害が予想される時は、当該道路の交通規制等 

の防災対応がとられるよう噴火警戒レベルを付して噴火警報等を発表す 

る。また、道路利用者の降灰量に応じた適切な防災行動に資するよう、降 



 

   - 44 -

灰予報を適時・適切に発表する。 

これらの情報を、気象庁ホームページ等を用いて、関係機関に迅速かつ確

実に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知する。 

 

２ 気象知識等の普及 

       運輸事業者や防災機関の担当者に対し、特別警報・警報・予報等の伝達等 

に関する説明会やワークショップ、気象情報等の利用方法等に関する講習会 

の開催、広報資料の作成・配布等により、気象、地象、水象に関する知識の 

普及を行う。 

 

 

《令和３年度実績》 

 

（４） 気象情報の充実 

ア 気象特別警報・警報・予報等の発表 

道路交通等に障害が予想される時、特別警報・警報・予報等を発表し、 

関係機関及び道路利用者に周知、事故の防止・軽減に努めた。 

 

イ 防災気象連絡会等の開催 

出水期を前に、梅雨、台風等についての予想並びに防災気象情報全般に 

関する周知等を行うため、以下の会議を開催した。 

・ 防災情報等の研修会、気象防災ワークショップ、防災気象連絡会、防 

災気象講演会 

 

ウ 大雨及び台風説明会の開催 

   梅雨末期の大雨、台風第９号、令和３年８月の前線による大雨、台風第

14 号の佐賀県への影響について、防災機関及び報道機関に対して大雨又は

台風に関する説明会を開催した。 

 

エ 気象知識の普及等 

（ア） 気象知識の普及及び防災気象情報の周知を図るため、テレビ・ラジ 

オ等の出演及び取材対応を実施した。また、行政機関・教育機関・各 

種団体等への出前講座を実施した。 

（イ） 地震・津波に関する知識の普及、情報提供を図るため「佐賀県地震 

活動図」を毎月作成、関係機関へ配布した。また、小学校・中学校 

等の避難訓練に参加し、講話・助言等を行った。 

 

オ 年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施 

交通安全の確保、交通事故の防止等に資するため、警報・注意報等の 

防災気象情報の発表についての総点検を実施した。 

（令和３年１２月１０日～令和４年１月１０日） 
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第１章 道路交通の安全 

第４節 車両の安全性の確保 実施機関 

     

国土交通省 佐賀運輸支局 １ 自動車の検査及び整備の充実 

 

（１） 自動車検査体制の充実 

指定自動車整備工場の拡充及び整備事業者の適正な運用を図るため、研修 

会等を行うほか効果的な監査の実施等により指導を強化する。 

ア 自動車検査員研修（指定工場）対象人員   ７６６人 

イ 整備主任者研修（認証工場） 対象人員  1,６４３人 

ウ 自動車特定整備事業場監査  対象事業場   ５工場 

エ 指定自動車整備事業場監査  対象事業場 ２５０工場 

 

（２） 自動車点検整備の充実 

自動車点検整備の徹底を図るため、整備管理者研修会、街頭車両検査等を 

通じて関係者の指導を行うとともに、整備不良車両の排除に努める。 

ア 整備管理者研修会 

 選任後研修    ４８０名（８回） 

 選任前研修    ２４０名（４回） 

イ 街頭車両検査        年間７回 

 

（３） 自動車特定整備事業の適正化 

自動車点検整備を的確に実施するため、設備の近代化等の指導を行う。 

 

《令和３年度実績》 

 

（１） 自動車検査体制の充実 

ア 自動車検査員研修（指定工場） ８回   ７６２人 

イ 整備主任者研修（認証工場）  ７回 １，４４１人 

ウ 自動車特定整備事業監査           １工場 

エ 指定自動車整備事業場監査         ２１工場 

 

（２） 自動車点検整備の徹底 

ア 整備管理者研修会 選任後研修 ８回   ４２７人 

選任前研修 ４回   １５３人 

イ 街頭車両検査      年間  ８回 
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第１章 道路交通の安全 

第４節 車両の安全性の確保  実施機関 

 

県民環境部くらしの安全安心課 

警察本部交通企画課 
 

２ 自転車の安全性の確保 

 

（１） 自転車の安全性の確保 

夕暮れ時から夜間における自転車事故防止のため、灯火の点灯の徹底と 

反射材用品の取付けの促進を図り、自転車の被視認性の向上を図る。 

また、交通安全教育等を通じて自転車利用者が定期的に自転車の点検整備 

や正しい利用方法等について学ぶ気運を醸成する。 

 

（２） 自転車保険加入の推進 

近年自転車の利用者が加害者となる交通事故が散見され、交通事故が発生 

した場合の賠償などが問題となっている。 

県内では自転車利用者の自転車保険への加入率が低迷していることから、具

体的な事故事例を示すなどして、自転車保険の必要性等を周知させるための 

広報啓発を実施する。 

 

 

《令和３年中実績》 

 

（１） 自転車の安全性の確保 

     ア 自転車の正しい利用方法に関するラジオ広報を実施した。 

     また、被視認性が向上した自転車用反射材を県内の新中学 1 年生全員に 

配布した。 

（くらしの安全安心課） 

 

イ  年間を通じて、街頭や自転車教室等において自転車の正しい乗り方の指 

導を実施し、反射材を配布するなどして反射材の有用性の周知に努めた。 

（交通企画課） 

 

（２） 自転車保険加入の推進 

   ア 自転車教室等において、近年の自転車が関係する高額賠償事例を示すな

どして、自転車保険の加入を呼びかけた。       （交通企画課） 

 

   イ 「佐賀県交通安全の確保に関する条例」を改正し、自転車保険の加入に

ついて努力義務化したことから、同条例改正に係るチラシを作成して、各

関係機関等に配布し、広報を実施した。 

（くらしの安全安心課） 
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第１章 道路交通の安全 

第５節 道路交通秩序の維持  実施機関 

 

警察本部交通指導課 １ 交通の指導と取締りの強化等 

 

（１）交通事故抑止に資する交通指導取締りの推進 

   交通指導取締りが有する交通事故抑止効果及び交通事故発生時の被害軽減

効果を最大限に発揮させるため、交通指導取締り全般を交通事故実態の分析等

に基づく交通指導取締り方針の策定、交通指導取締りの実行、交通指導取締り

の効果検証及び検証結果の交通指導取締り方針への反映といったＰＤＣＡサ

イクルに基づき管理し、限られた体制での交通死亡事故の抑止に資する交通指

導取締りをより一層推進する。 

飲酒運転のほか、著しい速度超過等の交通死亡事故に直結する悪質性・危

険性の高い違反及び県民から取締り要望の多い迷惑性の高い違反に重点を置

き、これらの違反を行う運転者への注意喚起に結びつくような、広報と一体

となった交通指導取締りを推進する。 

特に速度超過の取締りに当たっては、速度に起因する交通死亡事故等の発

生状況等を踏まえて路線、時間帯等を選定し、効果的な速度取締りを実施す

る。 

さらに、信号機のない横断歩道における歩行者の優先等を徹底するため、

運転者に対し、横断中はもとより横断しようとする歩行者の保護に資する指

導取締りを重点的に行う。また、交通事故の被害の軽減を一層進めるため、

シートベルトの着用及びチャイルドシートの使用に関する交通指導取締りの

徹底を図る。 

また、通学路における児童の安全確保の観点から、登下校時間帯において、 

可搬式速度違反自動取締装置を活用した効果的な速度違反取締りを行うな 

ど、登下校時間帯に重点をおいた交通指導取締りを推進する。 

 

 

《令和３年中実績》   
    主要な交通違反検挙状況 

無免許運転 １４８件  

飲酒運転 １６４件 

速度違反 ６，７２８件 

信号無視 ３，８２４件 

横断歩行者妨害 ２，３２０件 

携帯電話使用等 ４，０８１件 

シートベルト着用義務違反 ７，０３２件 

 

    

 

 

整備不良 ３５３件 
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第１章 道路交通の安全 

第５節 道路交通秩序の維持  実施機関 

    

国土交通省 佐賀運輸支局 １ 交通の指導と取締りの強化等 

 

(２) 不正改造車両の排除 

不正改造車の排除については、年間を通して行っており、特に６月を重点強 

化月間とし、交通上の危険をもたらしている窓ガラスへの着色フィルム・装飾 

板の貼付、不正な二次架装の車両及び大気汚染、騒音等の公害の原因となって 

いる消音器切断取外し等の不正改造車の排除の強化に努める。 

また、関係機関・団体等と連携を密にして、街頭検査をはじめあらゆる機 

会を捉え整備不良車両の排除に努める。 

街頭検査 年間９回 

 

（３）無保険車両の運行防止 

検査対象外車両が自動車損害賠償責任保険を締結しないで運行することを 

防止するため、無保険車両の監視、取締りを強化する。 

ア 無保険車両の監視   年間  ７８回 

イ 無保険車両の取締り  年間  ４回 

 

（４）過積載防止対策運動 

貨物自動車の過積載による違法運行は自動車の安全性を低下させ、死亡事 

故等の重大事故を発生させる可能性が高まるだけではなく、道路の損傷や輸 

送秩序を乱すため、過積載運行による車両の排除に努める。 

また、関係機関と連携を密にして、街頭取締まりにより過積載運行車両の 

排除に努める。 

過積載街頭取締まり   年間６回 

 

《令和３年度実績》 

 

（２）不正改造車両の排除 

街頭検査 年間 ８回 

 

（３）無保険車両の運行防止 

ア 無保険車両の監視   年間  ９２回 

イ 無保険車両の取締り  年間  ３回 

ウ 各種キャンペーン 

（ア）安全運動（佐賀県自動車事故防止推進協議会）   ２回 

（イ）不正改造車を排除する運動 

（ウ）自動車点検整備推進運動 

   （エ）過積載防止運動 

 

（４）過積載防止対策運動 

   過積載街頭取締り    年間  ６回  
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第１章 道路交通の安全 

第５節 道路交通秩序の維持  実施機関 
 

 

県民環境部くらしの安全安心課 
２ 自転車利用者に対する指導取締りの

推進 

 

（１） 自転車利用者及び歩行者に対する指導の強化 

自転車・歩行者の絡む交通事故は、重大事故に発展するおそれが十分に考 

えられることから、自転車利用者、特に高校生、中学生に対する指導を徹底 

するとともに、街頭において高齢者及び子どもに対しての保護・誘導活動を 

強化する。 

 

（２） 「声かけ運動」の推進 

街頭において、自転車利用者全てに対する「声かけ」を行い、規範意識の 

向上を図るよう運動を展開する。 

 

《令和３年中実績》 

 

（１） 自転車利用者及び歩行者に対する指導の強化 

自転車利用時における交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習 

慣付けるため、５月を「自転車のルールとマナーアップ運動」に指定し、広 

報車による街頭指導を実施するとともに、交対協構成機関・団体に対して、 

同月間中における自転車利用者に対する各種活動の活性化を依頼し、自転車 

の安全利用に関する気運の定着化を図った。 

 

（２） 「声かけ運動」の推進 

毎月１日、２０日の交通安全の日に、通学時間帯・通学路を重点的に広報 

車にて広報巡回し、マイクで自転車利用者等に対して交通安全を呼びかけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   - 50 -

第１章 道路交通の安全 

第５節 道路交通秩序の維持  実施機関 

 

警察本部交通指導課 ２ 自転車利用者に対する指導取締りの

推進 

 

（１）自転車利用者に対する指導の強化 

ア 自転車指導啓発重点地区・路線を中心とした交通指導取締りの推進 

自転車指導啓発重点地区・路線においては、自転車や歩行者が多く通行す 

る時間帯を中心に、信号無視、通行区分違反（右側通行、歩道通行等）、一 

時不停止等、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性の高い違反に重点を 

置いた交通指導取締りを推進する。 

 

イ 実効性のある指導警告 

違反者に対する指導警告に際しては、自らの違反行為の危険性や交通ルー 

ルを遵守することの重要性について違反者が理解できるよう、指導警告票を 

活用した実効性のある指導警告を行う。 

 

ウ 悪質・危険な交通違反に対する取締りの強化 

自転車利用者による交通違反が行われた場合において、警察官等の警告に従 

わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体 

的危険を生じさせたときは、交通切符等を活用した検挙措置を積極的に講ず 

る。 

 

《令和３年中の自転車指導取締り実績》 

 

自転車警告切符の交付件数    １，７７７件 

 

 

自転車交通切符の検挙件数       １８件 
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第１章 道路交通の安全 

第５節 道路交通秩序の維持  実施機関 

 

警察本部交通指導課 ３ 高速道路における指導取締りの強化 

 

（１） 高速自動車国道等における交通指導取締りの強化 

     高速自動車国道等においては、重大な違反行為はもちろんのこと、軽微な

違反行為であっても重大事故に直結するおそれがあることから、交通指導取

締り体制の整備に努め、交通流や交通事故発生状況等の交通の実態に即した

効果的な機動警ら等を実施することにより、違反の未然防止及び交通流の整

序を図る。 

    また、高速自動車国道等における速度超過の取締りは常に危険を伴うため、 

受傷事故防止等の観点から、速度違反自動取締装置等の取締り機器の積極的

かつ効果的な活用を推進する。 

    さらに、交通指導取締りは、悪質性・危険性・迷惑性の高い違反を重点と 

し、特に、著しい速度超過、飲酒運転、妨害運転、車間距離不保持、通行帯

違反等の取締りを強化する。 

 

《令和３年中の高速道路における主な違反の検挙実績》 

 

速度違反  １，７８３件 

シートベルト着用義務違反 １，８７７件 

車間距離不保持違反 １９件 
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第１章 道路交通の安全 

第５節 道路交通秩序の維持  実施機関 

 

警察本部交通指導課 ４ 暴走族対策の強化 

 

（１） 暴走族追放気運の高揚及び家庭・学校等における青少年の指導の充実 

 暴走族追放気運を高揚させるため、「佐賀県暴走族等の追放の促進に関す 

る条例」に基づく各種対策を推進するとともに、報道機関等に対する資料提供

を通じて、暴走族の実態が的確に広報されるよう努める。また、家庭・学校・

職場・地域等と連携し、青少年の健全育成を図る観点からの施策を推進する。 

 

（２） 暴走族に対する取締りの推進 

集団暴走行為、爆音暴走行為その他悪質事犯に対しては、共同危険行為等

の禁止違反をはじめとする各種法令を適用して徹底的に検挙する。 

 車両の不正改造事案については、確実に整備通告を実施するとともに、道

路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）による整備命令制度の効果的な運

用が図られるよう関係機関との連携を強化し、さらに、不正改造業者に対す

る取締りを強化する。 

また、あらゆる活動を通じて暴走族に関する情報収集を行い、実態を把握

するとともに、組織的に個別指導・補導を実施するなどして、暴走族グルー

プの解体及び同グループからの離脱を促進するとともに、再組織化の防止を

図る。 

 

（３） 暴走行為阻止のための環境整備 

 暴走族及び少年の非行防止について、関係機関・団体等との連携を強化し、

暴走族対策会議の活性化を図る。 

また、各種交通規制を実施するとともに、道路構造面から暴走しにくい道

路環境の整備、い集場所として利用されやすい施設の適切な管理、暴走行為

を助長する車両の不正改造の防止等の措置について積極的に働き掛ける。 

 

 

《令和３年中実績》 

 

（２） 暴走族に対する取締りの推進 

ア 暴走族関係の違反検挙件数 

道路交通法違反    ８件 

 

イ 不法改造車両の押収数 

 

 

 

 

 

 

二輪車     １台 

四輪車     １台 

合   計     ２台 
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第１章 道路交通の安全 

第６節 救助・救急活動の充実  
実施機関 

 

危機管理防災課・各消防本部 １ 救助・救急体制等の整備 

 

（１） 救助隊員及び救急隊員等の教育訓練の充実 

救助・救急隊員及び市町消防団員の育成及び資質の向上を図るため、県消 

防学校の専科教育等において教育訓練を実施する。 

ア 消防本部消防職員 

 ○ 救急科         １０～１２月（２５７時間） 

○ 救助科         １０～１１月（１４５時間） 

○ 初級幹部科         １～２月（ ７５時間） 

○ その他特別科教育（現任課程） 

水難救助コース   ８～９月（ ５４時間） 

警防コース       ３月（ ４０時間） 

イ 市町消防団員等 

○ 初級幹部科        ５月、３月（ １２時間） 

○ 指揮幹部科  ４月、５月、１月、２月（ ２４時間） 

      （現場指揮、分団指揮等の教育） 

 

（２） 救助・救急体制の整備 

   ア 教育訓練の充実 

     複雑多様化する救助・救急事案に対応するため、教育研修の充実を図る。 

   イ 救助・救急設備等の整備 

     交通事故に起因する救助活動の増大及び複雑多様化する事故形態に対処 

するため、車両・資機材の整備拡充を図り、救助活動の円滑な実施を期す 

る。 

   ウ 救助・救急に対する相互応援体制の整備 

     大規模な救助・救急事案等に対処する体制については、消防組織法に基 

づき県内消防本部において「県内常備消防相互応援協定」を締結し広域的 

な応援体制が整備されているところである。この体制の実効性を維持する 

ため、情報連絡体制の整備及び各種訓練を通じ連携強化を図る。 
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《令和３年度実績》 

 

（１） 救助・救急隊員及び消防団員の資質の向上 

消防本部の救助・救急隊員及び市町消防団員を対象に、消防学校において 

教育訓練を行った。 

 

ア 消防本部消防職員 

○ 救急科         １０～１２月（２５７時間） 

○ 救助科         １０～１１月（１４５時間） 

○ 初級幹部科         １～２月（ ７５時間） 

○ その他特別教育（現任課程）    

水難救助コース     ８月（ ５４時間） 

イ 市町消防団員等 

○ 初級幹部科       ５月（ １２時間） 

※３月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

    ○ 指揮幹部科     ４～５月（ ２０時間） 

※１、２月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

（２） 救助・救急訓練の実施 

消防学校での訓練、各消防本部の各種訓練、佐賀県消防救助技術総合訓練、

また県防災ヘリを使用した佐賀県防災航空隊と各消防本部との合同訓練を行

った。訓練を通じ救助・救急に関する知識及び技術の維持向上を図った。 

なお、例年実施される、緊急消防援助隊九州ブロック訓練及び全国緊急消

防援助隊訓練は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次年度に延期と

なった。 
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第１章 道路交通の安全 

第６節 救助・救急活動の充実  実施機関 

 

健康福祉部医務課 ２ 救急医療体制の整備 

 

（１） 救急医療に関する連携体制の構築 

救急医療に関する医療機関・搬送機関・市町等による一体的推進体制 

（佐賀県救急医療協議会）の活動を推進する。  

（事業費：１，５２５千円） 

 

（２） 救急医療に関する情報の提供 

円滑な救急医療を確保するため、救急医療機関の情報を搬送機関等に提供 

するとともに、県民への救急医療機関情報の提供を行う救急医療情報システ 

ムの効果的な運用を図る。 

また、県民誰もが、いつでも、どこでも、適切な医療を受けられる体制の 

確立を図るため、医療・搬送・行政が一体となった、救急・災害時医療提供 

体制の整備・充実を図る。 

                      （事業費：３５，６２０千円） 

 

（３） 救急搬送患者に対する診療体制の維持 

救急搬送患者の診療に当たる救急告示医療機関制度の適切な運用を図る。 

（県内４５医療機関） 

 

（４） 三次救急医療体制の整備 

重篤な救急患者に対応する診療体制の確保に努める。 

ア 佐賀大学医学部附属病院の高度救命救急センターの運用継続 

イ  佐賀県医療センター好生館の救命救急センターの運用継続 

ウ  唐津赤十字病院及びＮＨＯ嬉野医療センターの地域救命救急センターの 

運用継続 

 

（５） ドクターヘリ活用による搬送体制の整備 

ア 佐賀県ドクターヘリ運航事業による運航 

イ 福岡県ドクターヘリとの相互応援体制による運航 

ウ 長崎県ドクターヘリとの相互応援体制による運航 

（事業費：２５７，４６３千円） 
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《令和３年度実績》 

 

（１） 救急医療に関する連携体制の構築 

救急医療に関する医療機関・搬送機関・市町等による佐賀県救急医療協議 

会の活動をとおして、連携体制の推進を図った。 

                        （事業費：１，５２５千円） 

 

（２） 救急医療に関する情報の提供 

円滑な救急医療を確保するため、救急医療機関の情報を搬送機関等に提供 

する救急医療情報システムの効果的な運用を実施した。 

                           （事業費：２７，６６３千円） 

 

（３） 救急患者に対する外来等の診療体制の整備 

市町において、各地区医師会の協力を得ながら、初期救急医療体制の確保 

が継続されている。 

救急搬送患者の診療に当たる救急告示医療機関の更新業務を実施した。 

（県内４５医療機関）            

 

（４） 三次救急医療体制の整備 

下記事業により、重症・重篤な救急患者に対応する診療体制を確保した。 

ア 佐賀県医療センター好生館・佐賀大学医学部附属病院の救命救急センタ 

ーの運用継続 

イ 唐津赤十字病院・ＮＨＯ嬉野医療センターの地域救命救急センターの運用

継続 

ウ  佐賀大学医学部附属病院の高度救命救急センターの運用開始とその継続 

 

（５） ドクターヘリ活用による搬送体制の整備 

ア 佐賀県ドクターヘリ運航事業による運航 

イ 福岡県ドクターヘリとの相互応援体制による運航 

ウ 長崎県ドクターヘリとの相互応援体制による運航 

（事業費：２５３，９９２千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   - 57 -

第１章 道路交通の安全 

第７節 被害者支援の充実と推進  実施機関 

 

県民環境部くらしの安全安心課 １ 交通事故被害者支援の充実強化 

 

（１） 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進 

交通事故相談に関する県民の利便性の向上を図るため、アバンセにおいて 

消費相談窓口と一元的に対応する。 

また、弁護士立会いによる相談を実施し、相談活動の充実を図る。 

 

ア 交通事故相談 

相談場所：佐賀市天神三丁目２番１１号 アバンセ３階  

くらしの安全安心課（佐賀県消費生活センター内） 

  相談時間：毎日９：００ ～ １６：００ 

       ※ 年末年始の休日を除く 

アバンセ休館日（原則月曜日）は電話相談のみ 

      相談電話：０９５２－２５－７０６１ 

 

イ 弁護士相談 

相談場所：佐賀市天神三丁目２番１１号 アバンセ３階  

くらしの安全安心課（佐賀県消費生活センター内） 

相談時間：１０：００～１２：００ 

       毎月 第２、第４金曜日（原則） 

 

（２） 交通事故被害者等に対する支援 

県内の市町とともに佐賀県市町総合事務組合が実施している交通災害共  

済は、年間 500 円の安価な掛金で通院１０日以上１万２，０００円から死亡 

１００万円までの見舞金を受け取ることができる制度です。 

  交通事故被害にあった場合の治療費等に備えるため、制度のＰＲに努め、 

制度利用の促進を図る。 

 

《令和３年度実績》 

 

（１） 交通事故相談活動の充実 

平成２０年度より、県民サービスの向上を図るため、ＮＰＯ法人「消費生 

活相談員の会さが」に相談業務を委託し、これにあわせ交通事故相談も、ア 

バンセ３階のくらしの安全安心課において実施した。 

     

ア 交通事故相談受理件数 

面接相談 ６件 

電話相談 ４７件 

文書相談 ０件 

相談総計 ５３件 
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イ 弁護士相談 

毎月第２、４金曜日の弁護士相談日午前１０時～正午までの間、本所相 

談室に派遣された弁護士１名が交通事故相談に応じ、高度かつ専門的な相 

談事項の解決を図った。    

○ 弁護士相談件数 １１件  

 

                                                                                                                             

ウ 交通事故相談員研修の参加 

交通事故相談を行うための専門知識の修得と資質の向上を図るため、交 

通事故相談員研修会に参加した。 

 

○ 交通事故相談員総合支援研修会（令和３年度） 

開催方法：オンライン開催 

受講者：６人 
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第１章 道路交通の安全 

第７節 被害者支援の充実と推進  実施機関 

 

警察本部交通指導課 １ 交通事故被害者支援の充実強化 

 

(１) 交通事故被害者等の心情に配意した支援の推進 

 

ア  平素から、交通捜査員に対し交通事故被害者等の心情に配意した適切な対

応の徹底を図るとともに、県警察本部交通指導課に設置している被害者連絡

調整官の効果的な運用、犯罪被害者支援部門との緊密な連携等の組織的な被

害者支援体制の構築に努め、ひき逃げ事件、交通死亡事故、全治３か月以上

の重傷を負った事故及び危険運転致死傷罪等に該当する事件を中心に、交通

事故被害者等に対して、交通事故の概要、捜査状況等を積極的に連絡する。 

また、交通事故被害者等から加害者の行政処分に係る意見の聴取等の期日

等について問合せがあった場合や、交通死亡事故の遺族、重度後遺障害を受

けた者及びその直近の家族から加害者に対する行政処分結果について問合

せを受けた場合には、適切な情報の提供に努める。 

 

イ 「被害者の手引」及び「現場配布用リーフレット」の配布等により、刑事手

続の流れ、交通事故によって生じた損害の賠償を求める手続、ひき逃げ事件

や無保険車両による交通事故の被害者に国が損害を填補する救済制度、各種

相談窓口等について説明を行うとともに、交通事故被害者等からの要望を聴

取するなど、その心情に配慮した相談活動を推進する。 

 

《令和３年中実績》 

 

（１） 交通事故被害者への支援 

対象交通事故４３件に対し、延べ９８回実施した。 
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第１章 道路交通の安全 

第７節 被害者支援の充実と推進  実施機関 

独立行政法人 

自動車事故対策機構 １ 交通事故被害者支援の充実強化 

 

（２） 自動車事故被害者等に対する支援 

交通遺児等貸付け、及び重度後遺障害者に対する介護料支給制度のＰＲ 

に努め、制度利用の促進を図る。 

     

ア 被害者援護事業 

（ア）交通遺児等貸付け（無利子） 

一時金   １５５，０００円  

月 額   １０，０００円又は２０，０００円（選択制） 

入学支度金 ４４，０００円 

 

（イ）重度後遺障害者に対する介護料の支給 

介護料は月額で支給。ただし、その月の介護に要した費用（訪問看護、 

介護用品等）の負担額が、上限額までの範囲内で支給。 

ａ 常時の介護が必要な方のうち「重度後遺障害診断書」で症状が｢最 

重度」であると認められた方 

８５，３１０円～２１１，５３０円 

ｂ 上記以外で常時介護が必要な方 

７２，９９０円～１６６，９５０円 

ｃ 随時の介護が必要な方 

３６，５００円～ ８３，４８０円 

 

（ウ） ＮＡＳＶＡ交通事故被害者ホットライン 

ＴＥＬ ０５７０－０００７３８ 

 

《令和３年度実績》 

○  交通遺児等貸付け  

       貸付者数   ０人 （新規０人、継続０人） 

○  後遺障害保険金、保障金一部立替貸付け及び不履行判決等貸付け 

貸付者数    ０人 

○  重度後遺障害者に対する介護料支給 

    受給者数 ３４人 
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第２章 鉄道及び踏切道における交通の安全 

第１節 鉄道交通の安全の対策 実施機関 
  

松浦鉄道株式会社 
１ 鉄道施設等の安全性の向上 

 

（１） 鉄道施設等の点検と整備 

鉄道交通の安全を確保するために、軌道や路盤等の施設の保守及び強化を 

適切に実施し、保全整備計画に基づき施設、車両等の適切な維持・補修等の 

促進を図る。 

 

《令和３年度実績》 

 

（１） 鉄道施設等の点検と整備   

レール重軌条化 Ｌ＝７６６ｍ 

        （事業費４０，２８４千円） 

  

 ＴＰＣマクラギ化 ３９８本 

        （事業費１４，９７４千円） 

 

マクラギ更新 ２，２５０本 

        （事業費５０，８１０千円） 

  

 分岐器重軌条化 1 箇所 

        （事業費１７，６５６千円） 

 

 法面固定 １箇所 

        (事業費２０，２９６千円） 

 

      踏切保安設備器具箱更新 １箇所 

            （事業費３，９２４千円） 

 

      橋りょう整備 １箇所 

             （事業費１３，５００千円） 

 

トンネル整備 ２箇所 

             （事業費 ４，２６１千円） 

 

      落石検知網更新 １箇所 

             （事業費２１，２０８千円） 
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第２章 鉄道及び踏切道における交通の安全 

第１節 鉄道交通の安全の対策 実施機関 
  

松浦鉄道株式会社 
２ 鉄道の安全な運行の確保 

 

（１） 乗務員及び保安要員の教育の充実及び資質の向上 

ア 運転士の定例教育訓練の実施（年４回実施） 

イ 運転指令員の定例教育訓練の実施（年３回実施） 

ウ 異常時運転取扱い実設訓練の実施（年２回実施） 

エ 緊急地震速報防災訓練の実施 (年１回実施) 

オ 各種委員会の開催 

全体会議、安全衛生委員会、工務課会議、車両課 

会議の実施（月１回実施） 

カ 運転関係従事者の適性検査の定期的な実施 

キ 添乗指導による個人把握 

 

（２） 列車の運行及び乗務員等の管理の改善 

事故発生時における迅速かつ適切な処置を講ずることができるよう運行管 

理体制の充実を図る。 

また、運転士等の就業時における心身状態の把握に努め、職場における安 

全管理の徹底を図る。 

 

（３） 気象情報に基づく安全施策 

ア 確実な気象情報及び災害発生情報の収集に努め、関係箇所への迅速な伝 

達体制の確立を図る。 

イ 気象異常時における運転取扱いを一層習熟するために教育訓練の充実を 

図る。 

   ウ 「緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）」の運用を行っている。 

 

《令和３年度実績》 

 

（１） 乗務員及び保安要員の教育の充実及び資質の向上 

ア 運転士の定例教育訓練を実施した。 

令和３年  ６月１０日～１４日 

令和３年  ９月１７日～２１日 

令和３年 １２月 ６日～１０日 

令和４年  ３月 ９日～１２日 

 

イ 運転指令員の教育訓練を実施した。 

令和３年  ９月３０日 

令和３年 １１月 ５日 

令和４年  ３月２０日 
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ウ 異常時運転取扱訓練の実施 

 〇 特殊救助救急事故想定訓練 

      令和３年１１月１６日（有田駅にて防犯パトロール、伊万里警察署・ 

ＪＲ九州・松浦鉄道） 

令和３年１２月１７日（警察と松浦鉄道合同による不審者鉄道テロ対 

応訓練） 

 

 ○ 緊急地震速報防災訓練を実施した。 

  令和３年１１月 ５日 

○ 消火訓練及び救命処置訓練を実施した。 

  令和３年１１月１９日 

 

エ 各種委員会の開催 

全体会議、安全衛生委員会、工務課会議、車両課 

会議を月に１回実施した。 

 

オ 運転関係従事者の適性検査を定期的に実施した。 

 

カ 添乗指導による個人の把握を図った。 

 

（２） 列車の運行及び乗務員等の管理の改善 

事故発生時における迅速かつ適切な処置を講ずることができるよう運行管 

理体制の充実を図った。 

また、運転士等の就業時における心身状態の把握に努め、職場における安 

全管理の徹底を図った。 

 

（３） 気象情報に基づく安全施策 

ア 気象異常時における運転取扱いを一層習熟するために教育訓練の充実を 

図った。 

   イ 「緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）」を活用した。 
 

※ 平成１９年７月２３日鉄道気象に係る長崎地方気象台との気象情報等 

の交換に関する協定書を締結 
 

※ 平成１９年８月３０日長崎地方気象台より防災気象情報提供システム 

利用承認 
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第２章 鉄道及び踏切道における交通の安全 

第１節 鉄道交通の安全の対策 実施機関  
松浦鉄道株式会社 

３ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

 

（１） 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

ア 春・秋の全国交通安全運動期間中に交通量の多い踏切で、一旦停止を呼 

びかけ、踏切の安全通行に対する啓発活動を推進する。 

イ 列車見張員資格認定講習会を実施する。 

ウ 沿線の小中学校に対し、線路内立入や置石等の列車妨害を防止するため 

鉄道の安全運行に関する広報活動を推進する。 

エ 飲酒運転の撲滅を醸成していくため、飲酒の機会が多い年末に飲酒運転 

撲滅キャンペーン列車「シンデレラ号」を運行する。 

       

 

《令和３年度実績》 

 

（１）鉄軌道交通の安全に関する知識の普及 

ア 春・秋の全国交通安全運動期間中に特に交通量の多い踏切で「チラシ」等

の配布を行い、踏切での一旦停止を呼びかけ、踏切道の安全通行に対する広

報活動等を実施した。 

イ 列車見張員資格認定講習会を実施した。 

令和３年９月２７日 

ウ 飲酒運転の撲滅を醸成するため、飲酒の機会が多い年末の金曜日、土曜 

日及び祝前日に飲酒運転撲滅キャンペーン列車「シンデレラ号」の運行を 

予定していたが、新型コロナ感染症予防のため、運行を中止した。 

 

エ 小学生の鉄道の安全利用講習会を実施した。 

    令和３年４月２０日 受講児童 約１００人 
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第２章 鉄道及び踏切道における交通の安全 

第１節 鉄道交通の安全の対策 実施機関 
 

気象庁 佐賀地方気象台 
４ 気象情報等の充実 

 

(１) 気象情報の提供等 

鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波、火 

山噴火等の自然現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、乗務員等 

が必要な措置を迅速にとり得るよう、特別警報・警報・予報等を適時・適切 

に発表して事故の防止・軽減に努める。 

また、これらの情報の内容の充実と効果的利活用の促進を図るため、「第 

１章第３節 安全運転の確保」で述べた、各種情報の提供、気象知識等の普 

及を行う。 

特に、竜巻等の激しい突風による列車転覆等の被害の防止に資するた め、 

竜巻注意情報を適時・適切に発表するとともに、分布図形式の短時間予測情 
報として竜巻発生確度ナウキャストを提供する。 

また、走行中の列車における地震発生時の転覆等の被害の防止に資するため、

緊急地震速報（予報及び警報）の鉄道交通における利活用の推進を図る。 
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第２章 鉄道及び踏切道における交通の安全 

第１節 鉄道交通の安全の対策 実施機関 
  

松浦鉄道株式会社 
５ 救助・救急体制の充実 

 

(１) 救助・救急体制の充実 

ア 消防機関と鉄道事業者による災害救助活動における安全を確保するため、 

連携の強化を図る。 

 

イ 連絡通報体制を確立する。 

 

《令和３年度実績》 

 

(１) 救助・救急体制の充実 

ア 消防機関と鉄道事業者による災害救助活動における安全を確保し、連携 

の強化を図った。 

特殊救助事故想定訓練  

令和３年１１月１６日（有田駅にて防犯パトロール、伊万里警察署・ＪＲ 

九州・松浦鉄道） 

令和３年１２月１７日（警察と松浦鉄道合同による不審者鉄道テロ対応 

訓練） 

 

イ 連絡通報体制の確立を図った。 
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第２章 鉄道及び踏切道における交通の安全 

第２節 踏切道における交通の安全の対策 実施機関 
  

九州旅客鉄道株式会社 
１ 踏切道の安全確保 

 

（１） 踏切道付近の道路形状を考慮した踏切事故防止対策の推進 

踏切道の道路幅が狭いことによる車の脱輪や、踏切道に近接した道路交差 

点の交通渋滞等に伴い、線路内に車がトリコになる事故が発生していること 

から、踏切幅を明確にする可倒式ポールの設置及び落輪スロープ設置を計画 

的に実施していくとともに、危険な踏切道の廃止、改良、交通規制強化等の 

対策を実施するよう道路管理者等と協議を推進していく。 

 

（２） 広報活動の推進 

通行者のマナーアップと線路にトリコになった際の非常対応方法等につい 

て、年間を通じて広報活動等を行っていく。 

特に、児童生徒の事故防止のため、踏切通行について教育機関などに指導 

をお願いしていく。 

また、交通違反による事故防止を図るため、所轄警察署などに対し、踏切 

での一旦停止違反等の指導取締り強化をお願いしていく。 

 

（３） 踏切保安設備の整備等 

遮断機、警報機のない危険な踏切道の事故防止を図るため、道路管理者及 

び自治体とタイアップして、踏切道の廃止の困難な箇所については、遮断機・ 

警報機及び汽笛吹鳴標識の設置を行うよう協議を推進していく。 

 

《令和３年度実績》 

（１） 踏切道付近の道路形状を考慮した踏切事故防止対策の推進 

ア 春と秋の全国交通安全週間、ＧＷ、夏季、年末年始の連休前並びに線路 

巡回時の全踏切の点検と修繕の実施（全踏切２７６箇所） 

イ 踏切道の修繕 （３９箇所） 

ウ 踏切視認性向上のための可倒式ポールの設置（１箇所） 

エ 踏切道の見通し確保のための伐採 （２７箇所） 

（２）啓発活動の推進 

ア 啓発活動の実施    

（ア）踏切事故防止用チラシ・クリアファイルの製作及び配布 

（イ）自治体広報紙への掲載（踏切事故防止） 

（３） 地震・津波発生時の避難誘導経路、また避難地図の掲出・訓練 

    ・避難地図掲出 ２１箇所     

（４） 視覚障害者用誘導・警告ブロック及びホーム端の転落防止柵等の点検 

    ・長崎本線１９駅（新鳥栖駅～肥前大浦駅） 

    ・唐津線１２駅（小城～西唐津） 

    ・筑肥線１４駅（浜崎～伊万里） 
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令和４年８月８日 
佐賀県交通安全対策会議 
事務局：佐賀県くらしの安全安心課 
        交通事故防止特別対策室 
直通：0952-25-7060 内線：1629・1676 
E-mail: kurashianzen@pref.saga.lg.jp 
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