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ま え が き 
 

モータリゼーションの急速な進展に対して、昭和 20 年代後半から 40 年代半ば頃まで、道

路交通事故の死傷者数が著しく増加し、社会問題となった。このため、昭和 45年６月、交通

安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）が制定され、国においては、同法第 22 条に基づ

き、９次にわたる交通安全基本計画に基づく対策が進められてきた。そして、このたび第 10

次交通安全基本計画が策定された。 

本市においては、同法第 26 条第 1 項に基づき、陸上交通について、９次にわたり交通安全

計画を策定し、国、県、市、関係民間団体等が一体となって交通安全対策に取り組んできた。

この結果、平成 27 年の交通事故死者数は 49 人と、最多であった昭和 36 年の 201 人から約

76％もの大幅な減少となっている。また、死傷者数も 8,822 人と、最多であった昭和 44年の

16,761 人から約 47％の減少となっている。 

今後とも、人命尊重の理念の下に、安全で安心して暮らせる神戸を目指して、国、県、関

係民間団体、市民とともに取り組んでいかなければならない。 

このたび、平成 28 年度から 32 年度までの５年間に実施すべき陸上交通の安全に関する施

策を取りまとめた第 10次神戸市交通安全計画を策定する。

表紙のマークは神戸市内の小学３年生～高校生を対象に募集し、2,181点の応募作品の

中から選ばれた交通安全のシンボルマークで、昭和58年春の全国交通安全運動から使用し

ている。 

これは「大きな重たいぞうさんが、小さな自転車に乗って、バランスをとり、慎重に運

転していることで交通ルールを守り、安全運転に気をつける」ことを表したものである。 
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計 画 の 基 本 理 念 
 

人口減少社会の中で、超高齢化を迎え、今後もさらなる高齢化が避けられない状況を踏ま

え、神戸市がこれからも豊かな多様性を保ち、持続可能な都市であり続けるためには、現世

代にとどまらず、将来世代も含め、全ての市民が神戸で『安心して暮らしたい』と思える環

境づくりが不可欠である。 

平成 28 年 3 月に策定された神戸 2020 ビジョンでは、公共交通網などの都市インフラの強

化と、暮らしや健康に関わる支援を行い、次世代の将来を約束できる環境づくりを推進し、

市民の暮らしの安全・安心を守る取り組みなど、神戸の総合力を高める施策が盛り込まれて

いる。 

９次にわたる交通安全計画に基づく取り組みは、交通事故死者数を昭和 36年の４分の１以

下にまで減少させるなど一定の成果を上げた。今後も、安全で安心して暮らせる神戸を目指

して、次の３点を基本として、総合的、かつ計画的に交通安全対策に取り組む。 

 

【交通事故ゼロを目指して】 

毎年交通事故の被害に遭われている方は少なくない。今後とも、安全で安心な神戸の実

現に向けて、国、県、市、関係団体や市民一人ひとりが全力を挙げて、交通事故ゼロを目

指して各般の取組を進める。 

 

【人優先の交通安全思想】 

安全で安心な社会には、弱い立場にある者への配慮や思いやりが不可欠である。道路交

通においては、自動車や自転車に対して弱い立場にある歩行者等の安全を、また、全ての

交通において、高齢者、子供、障害者等の交通弱者の安全を一層確保することが必要であ

り、施策を推進するにあたっては、「人優先」の交通安全思想を基本とする。 

 

【協働と参画による交通安全活動の推進】 

交通事故防止のためには、国、県、県警察、関係民間団体等が緊密な連携の下に施策を

推進するとともに、市民の主体的な交通安全活動を積極的に促進することが重要であり、

市が取り組む交通の安全に関する施策に計画段階から、市民が参加できる仕組みづくり、

市民が主体的に行う交通安全総点検、地域におけるその特性に応じた取組等により、協働

と参画による交通安全活動を推進する。 

 

 

 

 



2 

 

第１章 道路交通事故の現状と交通安全対策の今後の方向 

 

 

           １．基本的な考え方 

        ① 歩行者など交通弱者の安全確保 

        ② 自転車の安全確保 

 ③ 地域の実情を踏まえた施策の推進 

 ④ 役割分担と連携強化 

 ⑤ 交通事故被害者等の協働と参画 

 

 

 

             

 

２．道路交通の安全についての目標 

① 平成 32 年までに 24時間死者数を 27人以下にする。 

② 平成 32 年までに死傷者数を 7,900 人以下にする。 

 

 

 

 

            ３．道路交通安全対策を考える視点 

              

<６つの視点> 

① 歩行者など交通弱者の安全確保 

② 自転車の安全確保 

③  生活道路における安全確保 

④ 技術革新の活用促進 

⑤ 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

⑥ 地域ぐるみの交通安全対策の推進 

 

 

 

 

 

 



3 

 

第１節 基本的な考え方 

 

１ 歩行者など交通弱者の安全確保 

・全ての交通について、高齢者、障害者、子供等の交通弱者の安全を確保することが必 

要である。 

・道路交通安全の施策については、「人優先」の交通安全思想を基本として取り組む。 

 

２ 自転車の安全確保 

  ・県の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」※（以下、県の自転車条例）に

ついて、県と連携して周知徹底・普及を図る。 

・交通ルール・マナーを啓発して、市内の自転車関連事故を減少させていく。 

 

３ 地域の実情を踏まえた施策の推進 

  ・地域の交通状況や人口構成などの実情に応じて、各種の施策を組み合わせて実施して

いくことが重要である。 

・県警察、地域団体等と緊密に連携して取り組むことが必要である。 

  ・地域における防犯や防災活動と交通安全対策を一体的に推進するなど、地域の安全性

を総合的に高めていく。 

 

４ 役割分担と連携強化 

  ・交通安全対策を効果的に進めていくためには、国、県、市といった行政、学校、家庭、

職場、企業等、様々な関係機関・団体等が、それぞれの特徴を活かしつつ役割分担す

ることが重要である。 

  ・市民が交通安全活動の計画・実行・評価など様々な形で協働・参画できるよう、各種

関係機関・団体等との連携を強化する。 

 

５ 交通事故被害者等の協働と参画 

  ・交通安全意識の啓発や交通安全教育等の有効性をより一層高めていくため、被害者心

情等に十分配慮しながら、交通事故の悲惨さを深く理解している交通事故被害者やそ

の遺族等との協働と参画を進める。 
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第２節 道路交通の安全についての目標 

 

１ 神戸市の道路交通事故の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）24 時間死者数（事故発生から 24時間以内に死亡した人数） 

   ・昭和36年の201人をピークに高水準で推移したが、45年以降は減少傾向にあり、48

年からは100人を下回り60人台まで減少した。 

・昭和60年代から増加傾向に転じ、阪神・淡路大震災発生時の平成７・８年には100

人を超える。平成９年以降は再び減少傾向にあり、平成19年には30人台となる。 

 

（２）人身事故件数、負傷者数 

・昭和44年の12,746件、16,606人をピークに、その後約10年の間に大きく減少した。 

・昭和55年にはピーク時の約半分の水準（6,710件、8,425人）まで改善した。 

・その後、増加傾向が続き、平成７年にはそれぞれ10,000件、13,000人を超える。 

・平成18年以降は、減少傾向が続き、平成27年には7,232件、8,773人となった。 

 

（３）近年の交通死亡事故の特徴 

・過去 5 年間（平成 23 年～27 年）の交通事故死者数は 218 人で、そのうち高齢者は

93 人で全体の 4 割以上を占めている。 

・事故の状態としては、歩行者が 87 人と一番多く、そのうち高齢者が 57 人と全体の

6 割以上を占めている。 

・歩行者に次いでオートバイ、原付等の自動二輪による死亡事故が多く、北区、西区

での事故が目立つ。特に西区では原付での死亡事故のうち半数が高齢者である。 

死者：過去最低 34人 

【第 9次計画の目標】 

死者 27人以下：49人＝達成できず 

死傷者数 1万人以下：8,822人＝達成！ 
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２ 交通安全計画における目標 

目標数値 
平成32年までに「交通事故死者数を 27人以下」にする。 

       「交通事故死傷者数を 7,900人以下」にする。 

目標設定の考え方 
交通事故死者数：改めて第9次計画の目標を引き続き掲げる。 

交通事故死傷者数：平成27年の死傷者数の１割減とする。 

 

第３節 道路交通安全対策を考える視点 

 

１ 歩行者など交通弱者の安全確保 

高齢者 

・高齢者が安全かつ安心して外出したり、移動できる交通社会を

形成するため、交通社会における様々な場面での多様な高齢者

の実像を踏まえたきめ細かな交通安全対策を推進する。 

・身体機能の低下にかかわらず、交通社会に支障なく参加できる

よう、ユニバーサルデザインに配慮した道路交通環境の形成を

図る。 

子供 
子供を交通事故から守る観点から、通学路等において、危険箇所

の改善や歩道等の歩行空間の整備を積極的に推進する。 

障害者 
多様な人々が利用しやすい環境設計の考え方に基づき、ユニバー

サルデザインに配慮した道路交通環境の形成を図る。 

車両に対する歩行者 
安全で安心な社会の実現のために、人優先の考えの下、自動車や 

自転車に対して弱い立場にある歩行者の安全を確保する。 
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２ 自転車の安全確保 

・自転車の交通ルールに関する理解が不十分なことを背景として、現状は、自転車利用

者のルールやマナーが守られていない。 

・そのため、市民、事業者、交通安全団体、市が一体となって、県の自転車条例の更な

る周知・普及を図り、都市部の駅前や繁華街の歩道上など交通安全の支障となり問題

となっている放置自転車については、駐輪場の整備等の対策を進める。 

 

３ 生活道路における安全確保 

・幅員 5.5 メートル未満の道路については、死亡事故件数が減少傾向にない。 

・地域事情に応じた自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備、交通指導取締

りの強化、安全な走行方法の普及等の対策が必要である。 

・幹線道路を走行すべき自動車が、生活道路へ流入することを防止するための対策を一

層推進する。 

 

４ 技術革新の活用促進 

・運転者の危険認知の遅れや運転操作の誤りによる事故を未然に防止するための安全運

転支援システム（ＤＳＳＳ）※の導入や、交通事故が発生した場合にいち早くＡＥＤ

による心肺蘇生を行う等の救助・救急の体制を整えるなど、技術革新を踏まえたシス

テムの導入を推進する。 

・技術革新の中で、その導入過程における安全確保も図りつつ、新たな技術を有効に活

用しながら取組を推進する。 

 

５ 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

・様々な手法や技術を駆使して、交通事故の発生地域、場所、形態、原因等を更に詳細

に分析し、よりきめ細かな対策を効果的かつ効率的に実施していく。 

 

６ 地域ぐるみの交通安全対策の推進 

・地域における安全安心な交通社会を形成するため、市民が自らの問題として主体的に

取り組めるよう、インターネット等を通じた交通事故情報（「交通死亡事故多発注意報」

等）の提供を行うなど地域住民が交通安全対策に関心を持つよう意識醸成を促す。 
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第２章 道路交通を中心とした交通安全の推進にかかる諸施策 

第１節 道路交通環境の整備 

 

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 

 

（２）通学路等における交通安全対策 

・県警察、教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関が 

連携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進する。 

・定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の継続   

的な取組みを行う。 

・日常の市民通報やパトロール、自治会や婦人会などの要望

を通して、現場状況の点検を行い、効果的な対策を実施す

る。 

・路側帯のカラー舗装、文マークの設置、防護柵の設置、押

ボタン式信号機や歩行者用灯器等の整備、横断歩道等の拡

充を行う。 

・平成 24年 4 月の京都府亀岡市の事故を受け、危機管理室、

教育委員会、建設局、県警察が緊密に連携を図りながら交

通安全対策に取り組むため、毎月 1回、交通安全対策連絡

県公安委員会 道路管理者 

・ゾーン 30※の整備、通行禁止、一方通行な

どの交通規制。 

・見やすく分かりやすい道路標識・道路標示

を整備。 

・信号灯器のＬＥＤ化。 

・路側帯の設置・拡幅。 

・外周幹線道路の信号機の改良や光ビーコン※や

交通情報板等によるリアルタイムの交通情

報の提供。 

・生活関連経路における音響機能付信号機、

経過時間表示機能付歩行者用灯器等の整

備。 

・安心して移動できる歩行空間ネットワーク

を整備。 

・道路構造により、歩行者や自転車の通行を

優先するエリア対策を実施。 

・生活道路への通過車両の抑制対策。 

・適切かつ効果的な交通安全施設の整備と維

持管理。 

・交通事故の多い地区において国や県、地域

住民等と連携し、交通安全総点検の実施な

ど効果的・効率的な対策を行う。 

道路管理者等と児童による通学路の合同点検 

路側帯のカラー舗装 
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会を開催している。 

・生活道路においては、歩行者や自転車の安全な通行を

確保するため、区域（ゾーン）内の自動車の速度を時

速 30 キロに規制すると共に現場の状況に応じて路側

帯の設置や拡幅、中央線の抹消、クランクやハンプの

設置など、ゾーン内を抜け道として通行する車両の抑

制を図るゾーン 30の整備を図っていく。 

・車の運転者に「とび出し」「学童」「横断者」への注

意を呼びかける「交通安全啓発シート」や、とび出

し事故防止のため、子供にわかりやすく一旦停止を

習慣づける「ストップマーク」を設置する。 

・平成 26 年度から神戸市通学路安全推進合同会議を開 

催し、関係機関相互の連携により、一層の通学路の

安全確保を実現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備 

・ユニバーサルデザインの観点から全市的に歩道の段差や波打ちの解消等を行う「ユニ

バーサル歩道整備事業」を体系的に推進する。 

・歩道の段差・傾斜・勾配の

改善、バリアフリー対応型

信号機※、歩車分離式信号、

横断歩道の中央部に敷設

した点字ブロックのエス

コートゾーン※、バリアフリ

ーに対応した立体横断施設、

ベンチ、駐輪場等を整備す

る。 

 

神戸市通学路安全推進合同会議の様子 

歩道の段差解消 

 

ゾーン 30 の整備 

交通安全啓発シートの設置 

ストップマーク 
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・信号灯器のＬＥＤ化等を推進する。 

・駅前等の交通結節点※において、歩行者動線のバリアフリー化や、交通広場※等の整備

により、安全で快適な歩行空間を積極的に確保する。 

・「バリアフリー新法※」に基づき、重点整備地区における、誰もが歩きやすい歩道、道

路横断時の安全を確保する機能を付加したバリアフリー対応型信号等の面的な整備

を行う。 

・歩行者等支援情報通信システム（ＰＩＣＳ）※の整備を推進し、高齢者、障害者等の

安全な移動を支援する。 

・視覚障害者誘導用ブロック、歩行者用の案内標識、バリアフリーマップ等による、公

共施設の位置や施設までの適切な誘導を行う。 

    

２ 高速道路、幹線道路、生活道路との機能分化 

・高速道路から幹線道路や生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適

切な機能分化を推進する。 

・高速道路等、事故率の低い道路利用の促進や、幹線道路の渋滞対策などの交通の円滑化

を図るとともに、生活道路においては、ゾーン３０などの交通規制や交差点入口部の狭

窄などにより、車両速度の抑制や通過交通を排除し、歩行者、自転車中心の道路交通を

形成する。 

 

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 

直轄国道の対策として、交通安全に資する道路整備事業の実施にあたって、マネジ

メントサイクルを適用することにより、以下の手順により「事故ゼロプラン」を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 死傷事故率の高い区間や地域の交通安全の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しながら選定。 

 

                  

② 地域住民に、事故危険区間であることの注意喚起を行うとともに、事故データを

活用しつつ、事故要因に即した効果の高い対策を立案・実施。 

 

                  

③ 対策の効果を分析・評価し、必要に応じて追加対策を行うなど、評価結果を次の

新たな対策の検討に活用。 
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（２）事故危険箇所対策 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

（３）重大事故の再発防止 

・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

故の再発防止を図る。 

 

（４）改築等による交通事故対策の推進 

・歩道の設置、自転車の通行を歩行者や車両と分離する自転車レーン等の整備を推進す

る。 

・交差点のコンパクト化や、立体交差化などにより事故の多発等を防止し、安全かつ円

滑・快適な交通を確保する。 

・兵庫地区渋滞対策協議会で抽出した渋滞箇所については、その緩和に向けて引き続き

ネットワーク整備や、渋滞対策、交差点改良等を行う。 

・商業系地区、中心市街地、鉄道駅周辺、観光地等において歩道や自転車レーン等「人

優先」の思想に基づいた整備を推進する。 

 

（５）交通安全施設等の高度化 

・交通実態に応じて、複数の信号機を面的・線的に連動させる集中制御化※やプログラ

ム多段系統化等の信号制御の改良を推進するとともに、信号灯器のＬＥＤ化を推進す

る。 

・視認性の良い高機能舗装の整備等を推進する。 

・キロポスト（地点標）※の整備等により、交通事故発生地点を容易に把握し、速やか

な事故処理及び的確な事故調査が行えるようにする。 

 

４ 交通安全施設等整備事業の推進 

・平成27年度から32年度までを計画期間とする社会資本整備重点計画※（平成27年９月1

8日閣議決定）に即して、県公安委員会及び道路管理者が連携し、事故実態の調査・分

析を行う。 

幹線道路対策として、事故の発生割合の大きい幹線道路の区間、潜在的な危険区間等を 

事故危険箇所として指定。 

県公安委員会と道路管理者が連携して集中的な事故抑止対策を実施。 

信号機の新設・改良、歩車分離式信号の運用、道路標識の高輝度化、歩道整備、交差点

改良、視距改良、防護柵・区画線の整備、照明の設置等の対策を推進。 
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・以下の方針により計画的かつ重点的、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、道路交通環境を改善し、交通事故の防止と交通の円滑化を図る。 

 

（１）交通安全施設等の戦略的維持管理 

・インフラ長寿命化基本計画※（平成25年11月策定）等に基づき、中長期的な視点に立っ

た老朽信号機等の更新、施設の長寿命化、ライフサイクルコストの削減等を図る。 

・様々な交通実態や、地域住民のニーズ等を踏まえ、交通規制の見直しを行うとともに、

信号機の新設についてはスクラップ・アンド・ビルドを念頭に置き、適切な整備を推

進する。 

 

（２）歩行者・自転車対策及び生活道路対策 

・生活道路における「人優先」の思想の下、通過交通の抑制等の交通事故対策を推進す

る。 

・歩行空間のユニバーサルデザイン化及び通学路における安全・安心な歩行区間の確保、

自転車利用環境の整備、歩行者・自転車の安全な通行空間の確保を図る。 

 

（３）交通円滑化対策 

・信号機の改良、開かずの踏切※の解消等を推進することにより、交通容量の拡大を図

り、交通の円滑化を進める。 

・事業者に対して業務用車両の会社からの持ち帰りの自粛や、通勤におけるマイカーの

公共交通機関への転換等についての協力を要請し、ノーマイカーデーの啓発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーマイカーデー啓発リーフレット 
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（４）道路交通環境整備への住民参加の促進 

・地域住民や道路利用者の主体的な参加のもと、交通

安全施設等の点検を行う交通安全総点検を積極的

に推進する。 

・それら地域からの要望を通して、道路利用者が日常

的に感じている意見を取り入れ、道路交通環境の整

備に反映する。 

 

（５）連絡会議等の活用 

・県警察と道路管理者が設置している「兵庫県道路交通環境安全推進連絡会議」やその

下に設置されている「アドバイザー会議」を活用し、学識経験者のアドバイスを受け

つつ施策の企画、評価、進行管理等に関して協議を行い、的確かつ着実に安全な道路

交通環境の実現を図る。 

 

５ 安全・安心な歩行空間の確保 

・高齢者や障害者等を含めて全ての人がいきいきと生活できる福祉のまちづくりのさらな

る推進のため、駅、公共施設の周辺を中心に、歩行空間の連続的・面的なユニバーサル

デザイン化を推進する。 

・歩行者の安全を図るため、電線共同溝の整備に加え、地上機器の小型化等の取組により、

無電柱化を推進する。 

・三宮周辺地区の『再整備基本構想』に基づき、安全で快適な歩行者環境の創出を推進す

る。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全総点検の様子 

安全で快適な歩行者環境（葺合南 54 号線） [イメージ] 



13 

 

６ 自転車利用環境の総合的整備 

（１）安全で快適な自転車利用環境の整備 

歩行者と自転車の事故を減らし、自転車の安全で快適 

利用を図るため、以下を推進する。 

・市内を東西に結ぶ路線や自転車利用が多く歩道内に 

歩行者と自転車が混在している路線等を中心に、「自 

転車レーン」を基本として自転車走行空間の整備を 

進める。また、平成 28年 7 月に改訂された「安全で快 

適な自転車利用環境創出ガイドライン」※に明示された 

車道混在も整備形態として取り入れ、ネットワーク化を推進する。 

・自転車レーンをふさぐなど悪質性・危険性・迷惑性の高い違法 

 駐停車車両の排除を行う。 

・自転車レーン開通等に伴うイベントでの交通ルール・マナーや自   

転車保険加入などの啓発を行う。 

 

 

（２）自転車等の駐輪対策 

自転車等の駐輪がもたらす障害を除去するとともに、自転車利用を促進するため、「神

戸市自転車利用環境総合計画（H24.6 策定）」や「神

戸市バリアフリー基本構想（H24.3 策定）」に基づ

き、以下の施策を推進する。 

・駅前の市営駐輪場の整備・運営及び増設や再編等 

を進める。 

・商店街や商業施設付近においては、機械式駐輪場 

を設置するなど、利用者ニーズに対応する。 

・駐輪場の整備に併せて、自転車等放置禁止区域を 

 指定し、区域内の放置自転車の即時撤去を行う。 

・商業施設等に対し、駐輪場の設置を定めた附置義務条例（「神戸市自転車等の放置の防

止及び自転車駐車場の整備に関する条例」）について、駐輪需要の変化に対応するため、

対象施設や技術基準等の見直しを行う。 

 

７ 高度道路交通システム（ＩＴＳ）※の活用 

（１）道路交通情報通信システムの整備 

・リアルタイムな渋滞情報、所要時間、規制情報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・拡充を推進する。 

・光ビーコン※やＥＴＣの高速道路利用料金収受だけではなく、渋滞回避や安全運転支

車道混在（整備イメージ） 

路上駐輪場（元町） 

自転車レーン（兵庫区大開通） 
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援といったドライバーに有益な情報を提供するＥＴＣ2.0※等のインフラの整備を推

進するとともに、個々の自動車が実際に走行した位置や走行速度などリアルタイムの

プローブ情報（自動車走行履歴情報）※等の広範な道路交通情報を集約・配信する。 

  

（２）新交通管理システムの推進 

・光ビーコンの機能を活用して新交通管理システム(ＵＴＭＳ) ※の整備を行うことによ

りＩＴＳを推進し、安全・円滑かつ快適で環境負荷の低い交通社会の実現を目指す。 

 

（３）交通事故防止のための安全運転支援システムの推進 

・交通管制システムのインフラ等を利用して、運転者に周辺の交通状況等を視覚・聴覚

情報により提供するＤＳＳＳの導入・整備を推進する。 

・運転者に対し、信号情報に基づく走行支援情報を提供することにより、通過予定の交

差点において予測される信号灯火等を把握したゆとりある運転を促し、急停止・急発

進に伴う事故の防止を図ること等を目的とした信号情報活用運転支援システム（ＴＳ

ＰＳ）※の整備を推進する。 

 

（４）ＥＴＣ2.0 の展開 

・ＥＴＣの通信技術をベースとしたＥＴＣ2.0 サービスの普及・促進を、官民一体とな

って展開していく。 

・ＩＴＳスポットの活用により、ＥＴＣに加え、広範囲の渋滞データで適切にルート選

択を可能とするダイナミックルートガイダンス、ドライブ中のヒヤリをなくす事前の

注意喚起を実現する安全運転支援等のサービスを実現する。 

 

（５）道路運送事業に係る高度情報化の推進 

・道路運送事業においてＩＴＳ技術を活用し、公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）※及

び車両運行管理システム（ＭＯＣＳ）※の整備を推進し、公共交通機関の利用促進や

物流の効率化を進め、環境に配慮した安全で円滑な自動車の運行を実現する。 

 

８ 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）※の推進 

・道路交通渋滞を緩和し道路交通の円滑化を図ることによる交通安全の推進に資するため、

積極的な広報・啓発活動を行いＴＤＭの定着・推進を図る。 

・交通政策基本法（平成 25 年 12 月施行）及び交通政策基本計画（平成 27年 2 月閣議決定）

に即して、行政、交通関連事業者、交通施設管理者、住民その他の関係者が相互連携を

図りながら協力することで、交通の円滑化等に係る施策を総合的かつ計画的に推進する。 
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具体的には、 

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）に基づく地域

公共交通網形成計画の策定を推進し、持続可能な地域公共交通網の再構築を進めるな

ど、公共交通機関利用の促進を図る。 

・道路交通混雑が著しい一部の道路について、バス専用・優先レーンの設定、ＰＴＰＳ

の整備、パークアンドライド※を推進する。 

・官民が連携して、路線バスのノンステップ車両やコミュニティバス※の導入等、ユニ

バーサル社会づくりに向けた人にやさしいバスの利用促進を図る。 

・路線バスやコミュニティバスなどを支援し、自動車交通と公共交通との適切な役割分

担を図る。 

・運行頻度・運行時間の見直し、乗り継ぎ改善等を実現することで、公共交通利用者の

利便性を図る。 

・鉄道駅・バス停までのアクセス性を向上させることで交通結節機能を強化するため、

パークアンドライド駐車場、駅前広場、自転車走行空間等の整備を推進する。 

 

９ 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 

・地震、豪雨、津波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

交通の確保を図るとともに、円滑に利用できる道路とするため、ネットワークの強靭

化を推進する。 

地 震 
応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路ネットワー

クを確保するため、橋梁の耐震対策を推進する。 

豪 雨 
道路斜面等の防災対策や災害の恐れのある区間を回避・代替する道路

の整備を推進する。 

津波等 
被害を最小化するため、ＶＩＣＳ等を活用して道路利用者への早期情

報提供を行い、津波浸水域を回避する避難路の整備を推進する。 

 

（２）災害に強い交通安全施設等の整備 

・交通管制センター、交通監視カメラ、車両感知器、交通情報板等の交通安全施設の整

備を推進する。 

・交通規制を迅速かつ効果的に実施するための道路災害の監視システムの開発・導入や

交通規制資機材の整備を推進する。 

・災害発生時の信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置の整備を推進する。 
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（３）災害発生時における交通規制 

・被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、被害状況を把握した上で、災害対策基

本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定に基づく通行禁止等の必要な交通規制を迅速

かつ的確に実施する。 

・災害発生時における混乱を最小限に抑える観点から、交通量等が一定の条件を満たす

場合において環状交差点の活用を図る。 

 

（４）災害発生時における情報提供の充実 

・復旧状況や緊急交通路※、緊急輸送道路※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。 

・インターネット等を活用した道路・交通に関する災害情報等の提供を行う。 

・民間事業者が保有するプローブ情報を活用しつつ、災害時に交通情報を提供するため

の環境の整備を行う。 

 

10 総合的な駐車対策の推進 

道路交通の安全と円滑を図り、都市機能の維持及び増進に寄与するため、道路交通の

状況や地域の特性に応じた総合的な駐車対策を推進する。 

 

（１）自動車環境条例の運用 

・駐車施設を利用する自動車からの排出ガス、騒音及び振動を防止するため、「神戸市

民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例」

(平成 14年 4 月条例第 8号)の周知徹底により、自動車の駐車位置、駐車場の出入口

の位置、遮音のための構造物の設置などについて、駐車施設設置基準の遵守を図る。 

 

（２）違法駐車排除の気運の醸成・高揚 

・「神戸市違法駐車等の防止に関する条例」（平成 6 年 4 月 1 日条例第 2 号）に基づき、

違法駐車等の追放等に関し、市民への広報・啓発活動を行う。 

・都心部対策として、「違法駐車等防止重点地域」を指定し、県警察と連携しながら指

導啓発活動を実施していく。 

・住宅地対策として、「違法駐車等追放推進地域」を指定し、地域住民の自主的な巡回

パトロール活動を所轄警察署、区役所等が支援しながら違法駐車排除の気運の醸成・

高揚を図る。 

・毎月 20 日のノーマイカーデーや、市バス・地下鉄のエコファミリー制度などの自動

車使用抑制運動を推進するほか、駐車場の整備等ハード面との連携を図りながら、効

果的な対策を推進する。 
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 ア 違法駐車等防止条例の運用 

① 違法駐車等防止重点地域の指定及び指導啓発 

・三宮、湊川、新長田、六甲道の計４地域を違

法駐車等が著しく多い「重点地域」として指

定している。 

・県警察と連携しながら、違法駐車等に対する

巡回指導及び啓発活動を行う。 

・指定地域の適切な見直しにより交通環境の変

化に対応した効果的な運用を図る。 

 

② 違法駐車等追放推進地域の指定及び補助活動 

・地域住民が自主的に違法駐車等の追放運動に取り組もうとしている地域または

取り組んでいる地域を「推進地域」に指定している。 

・資材の提供その他必要な助成を行い、地域の活動を支援している。 

 

イ 正しい駐車のための市民意識啓発の推進 

   ・全市一斉の違法駐車等追放強化運動や四季の交通安全運動等の機会をとらえ、市、

県警察等の関係機関・団体及び地域住民が緊密な連携を図り、モラル・マナーの啓

発を積極的に行う。 

・住民パトロールや街頭広報を通じて、市民のモラルの向上を訴える。 

・ホームページ等を活用し、違法駐車防止のためのアイデアを広く市民から募集する

ことにより、市民意識の向上を図る。 

・国が普及促進を図っているエコドライブの取組みとして規定されている迷惑駐車の

防止を徹底する。 

 

ウ バス走行環境改善キャンペーンの展開 

・違法駐車や通行車両により、市バスの走行環境の

厳しい状況が継続しており、定時性および安全性

の確保が困難な事象が発生しているため、違法駐

車の防止及び不要不急のマイカー利用の自粛等

を呼びかける「市バス走行環境改善（市バスすい

すい）キャンペーン」を実施する。 

 

 

 

 

交通指導員による指導啓発 

市バス走行環境改善（市バスすいすい）キャンペーン 
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エ バス専用（優先）レーンを守る市民運動 

・違法駐車により、バス専用・優先レーンにおける

路線バスの円滑な走行に支障が生じる状況を解

消するため、市民向けの啓発活動等を進めるとと

もに、ＰＴＰＳ等の整備について関係機関と協議

を行うなど、 良好な道路環境の回復を図る。 

 

（３）ハード・ソフト一体となった駐車対策 

・駐車需要への対応が不十分な地区を中心に、自治会や地元商店街等地域の意見要望を

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

組の促進、共同荷捌きスペースや路上荷捌きスペースの適切な整備、違法駐車の取締

り、積極的な広報・啓発活動等ハード・ソフトー体となった総合的な駐車対策を推進

する。 

11 道路交通情報の充実 

・高度化、多様化する道路交通情報に対する市民のニーズに対応し、適時適切な情報を

提供するため、情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用して、道路交通情報の充実を図る。 

 

（１）情報収集・提供体制の充実 

・光ファイバーネットワーク等の新たな情報技術を活用しつつ、光ビーコン、交通監視

カメラ、車両感知器、交通情報板、道路情報提供装置等の整備による情報収集・提供

体制及び、交通管制システムの充実を図る。 

 

（２）ＩＴＳを活用した道路交通情報の高度化 

・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 サービスを開始

することにより、情報提供の高度化を図り、交通の分散により交通渋滞の解消に努め

る。 

 

（３）適正な道路交通情報提供事業の促進 

・公益財団法人日本道路交通情報センターからの情報提供サービスを利用している情報

提供事業者の指導・監督を行い、正確かつ適切な道路交通情報の提供を促進する。 

 

（４）分かりやすい道路交通環境の確保 

・視認性・耐久性に優れた大型固定標識及び路側可変標識の整備並びに利用者のニーズ

に応じた系統的で分かりやすい案内標識の整備を推進する。 

・訪日外国人の増加等国際化の進展に伴い、ルート番号等を用いた案内標識の設置の推

進、案内標識の英語表記の推進等に努める。 

バスレーンを守る運動 
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12 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

（１）道路の使用及び占用の適正化等 

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あたっては、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。 

・許可条件の履行、占用物件等の維持管理の適正化について指導する。 

 

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取り組む。 

・不法占用等の防止を図るための啓発活動を沿道住民等に対して積極的に行い、「道路

ふれあい月間※」等を中心に道路の愛護思想の普及を図る。 

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する。 

・掘り返しを防止する抜本的対策として、共同溝等の整備を推進する。 

 

（２）休憩施設等の整備等 

・過労運転に伴う事故防止や高齢運転者等の増加に対応して、「道の駅」等の休憩施設等

の整備・改善を推進する。 

 

（３）道路法に基づく通行の禁止又は制限等 

・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う。 

・道路における、高さ・重量等の制限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る。 

 

（４）気象等に応じた安全の確保 

・冬期においては、積雪・凍結路面対策として適時適切な除雪、凍結防止剤散布の実施

等を推進する。 

・道路情報提供装置等を活用し、気象、路面状況等を収集し、道路利用者に提供する。 

 

（５）道路緑化の促進等 

・都市の魅力向上につながるシンボル路線を設定し、緑化を推進する。 

・歩道の幅員を確保し、歩きやすく、緑に親しめる安全な歩行空間を創造する。 
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（６）路線バスの運行上の安全確保 

・市バス停留所のベンチ、上屋・照明等の整備を進める。 

・ノンステップバスやワンステップバス導入により市バス低床化率が 100％となったが、

それによる乗車口の中扉化に伴い、点字ブロックの設置位置の改修に積極的に取り組

む。 

 

13 データの活用と調査研究 

・交通事故は人・道・車の三要素が複雑に絡んで発生すると言われることから、三要素そ

れぞれの関連分野における調査研究を充実する。 

・交通安全対策については、データを用いた事前評価、事後評価等の客観的分析に基づい

て実施する。 

 

（１）交通事故原因の市民への公表 

・交通事故調査・分析に係る情報を市民に対して積極的に提供することにより、交通安

全に対する市民の意識の高揚を図る。 

 

（２）総合都市交通体系に関する調査研究 

・人口減少・超高齢化の進行や、地球環境問題など社会的潮流を踏まえ、すべての人に  

やさしく暮らしやすいまち、持続可能で、さらに魅力・活力あるまちを実現するため、

また、公共交通を中心に歩行者、自転車、自動車などがバランスよく組み合わされた、

安全で快適な交通環境の形成をめざすため、総合都市交通体系に関する調査研究を推

進する。 

 

（３）交通事故の発生状況の認識と事故防止に関する意識の啓発等 

・地理情報システム（ＧＩＳ）※等を活用した交通事故分析の高度化を検討していく。 
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第２節 交通安全思想の普及徹底 

 

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

本市においては、四季の交通安全運動を通じて、駅前や集客施設等におけるキャンペ

ーンなどの啓発活動や、幼稚園児や保育園児を対象とした交通安全教室や歩行訓練、小

学校で開催している参加・体験・実践型の交通安全教室、中学校や高校における講義型

の交通安全教室、地域福祉センターや老人施設等を利用しての高齢者の交通安全教室、

保護者と教師の交通安全教室などを県警察と連携しながら、ライフステージや地域性に

応じて全市的に展開している。 

 

（１）幼児に対する交通安全教育 

目 標 

・心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な交通ルールを遵守し、交

通マナーを実践する態度を習得させる。 

・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。 

内 容 

① 幼稚園・保育所（園）・認定こども園 

・日常の教育・保育活動の場面において計画的かつ継続的に行う。 

・紙芝居や視聴覚教材等を利用したり親子で実習したりするなど、きめ細か

い指導を行うとともに、指導資料の作成、教職員の指導力の向上及び教

材・教具の整備を推進する。 

・（市立）幼稚園では、教員の代表で構成される交通専門部が年 2 回作成・

発行する交通安全リーフレットを使って、園児の交通安全に対する意識を

高めることを目指した指導を行う。 

② 児童館・児童遊園 

・遊びによる生活指導の一環として、交通安全に関する指導を推進する。 

方 法 

① 交通安全教室 

・信号機や横断歩道の意味や、安全な道路の渡り方等を教える歩行訓練とい

った交通安全教室を実施する。 

② 保護者に対する交通安全教育 

・保護者が常に幼児の手本となって安全に道路を通

行するなど、家庭において適切な指導ができるよ

う、交通安全講習会等を実施する。 

③ 交通ボランティアの活用 

・地域の方々による交通ボランティアを活用し、交  

 通安全指導や交通安全講習会等を実施する。 

④ 教材等の提供による支援 

・関係機関・団体は、幼児の心身の発達を踏まえた教材・教具・情報の提供等を行う。 

交通安全リーフレット（園児用） 
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（２）小学生に対する交通安全教育 

目 標 

・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。 

・道路及び交通の状況に応じて、安全に道路及び踏切道を通行するために危

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。 

内 容 

・体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動などを通じて、歩行者として

の心得、自転車の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び

必要性について重点的に実施する。 

・県の自転車条例を踏まえ、自転車利用に関する道路交通の基礎知識、交通

安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させる。 

・（市立）小学校では、教員の代表で構成される交通専門部が年 3 回作成・

発行する交通安全リーフレットを使って、児童の交通安全に対する意識を

高め、危険を回避し命を守ることを目指した指導を行う。 

方 法 

① 交通安全教室 

・グラウンドに自動車や自転車を

持ち込んで危険行為の実演、自

転車の走行や歩行者の横断など

を体験・指導する実践型の交通

安全教室や、講義型の交通安全

教室を実施する。 

 

② 保護者や教師に対する交通安全教育 

・日ごろ交通安全教室などに参加する機会が少ない保護者の交通安全への意

識を高め、児童に対し基本的な交通ルール・マナーを教えられるよう、ま

た、教師の交通安全に関する指導技術を高めることを目的として保護者と

教師の交通安全教室等を開催する。 

③ 交通ボランティアの活用 

・地域の方々による交通ボランティアを活用し、交通安全指導や交通安全講

習会等を実施する。 

④ 教育教材の配布等 

・自転車の安全で適正な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作

成・配布する。 

・教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施する。 

 

 

 

小学生に対する交通安全教室 
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（３）中学生に対する交通安全教育 

目 標 

・日常生活における交通安全、特に、自転車で安全に道路及び踏切道を通行

するために必要な技能と知識を習得する。 

・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。 

内 容 

・保健体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動などを通じて、歩行者と

しての心得、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、応急手当等について重点的に実施する。 

・県の自転車条例及び自転車運転者講習制度を踏まえ、自転車利用に関する

道路交通の基礎知識、交通安全意識及び交通マナーの指導を充実させる。 

・（市立）中学校では、教員の代表で構成される交通専門部が年 3 回作成・

発行する交通安全リーフレットを使って、生徒の交通安全に対する意識を

高め、危険を回避し命を守ることを目指した指導を行う。 

方 法 

① 交通安全教室 

・交通ルール・マナーの啓発や、自転車事故の高額賠償事例、道路交通法な

どについて、幅広く説明する講義型の交通安全教室を実施する。 

② 教育教材の配布等 

・自転車の安全で適正な利用等も含め、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、教員等を対象に心肺蘇生法等の実技講習会を実施

する。 

 

交通安全リーフレット（中学生用） 
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（４）高校生に対する交通安全教育 

目 標 

・日常生活における交通安全、特に、二輪車の運転者及び自転車の利用者と

して安全に道路及び踏切道を通行するために、必要な技能と知識を習得さ

せる。 

・交通ルールを遵守し、自他の生命を尊重するなど責任を特って行動するこ

とができるような健全な社会人を育成する。 

内 容 

・保健体育、総合的な学習の時間、特別活動などを通じて、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

当等について更に理解を深める。 

・普通免許等の取得を前提に、免許取得前の教育としての性格を重視した交

通安全教育を行う。 

・二輪車・自動車の安全に関する指導については、安全運転を推進する機関・

団体やＰＴＡ等と連携し、安全運転に関する意識の高揚と実践力の向上を

図る。 

・実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を図る。 

・県の自転車条例及び自転車運転者講習制度を踏まえ、自転車利用に関する

道路交通の基礎知識、交通安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させ

る。 

・（市立）高等学校では、教員の代表で構成される交通専門部が年 2 回作成・

発行する交通安全リーフレットを使って、生徒の交通安全に対する意識を

高め、危険を回避し命を守ることを目指した指導を行う。 

方 法 

① 交通安全教室 

・交通ルール・マナーの啓発や、自転車事故の高額賠償事例、道路交通法な

どについて、幅広く説明する講義型の交通安全教室を実施する。 

② 交通安全活動の参加促進 

・小中学生等との交流を通じて、高校生の果たしうる役割を考えさせ、交通

安全活動への積極的な参加を促す。 

③ 教育教材の配布等 

・自転車の安全で適正な利用等も含め、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、教員等を対象に心肺蘇生法等の実技講習会を実施

する。 
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（５）社会人等に対する交通安全教育 

目 標 
・交通安全教育が行き届いていない社会人等に対し、あらゆる機会を通じて

啓発を推進していく。 

内 容 

① 免許取得後の運転者教育 

・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及び技術、特に

危険予測・回避の能力の向上、交通事故被害者等の心情等交通事故の悲惨

さに対する理解及び交通安全意識・交通マナーの向上を目標とする。 

② 自動車の使用者への教育 

・安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指導者向けの研修会等へ積極

的に参加させ、事業所における自主的な安全運転管理の活発化を図る。 

③ 社会人への教育 

・職場での交通安全研修会や事業所や公民館等の社会教育施設において自転

車の安全適正利用を含む交通安全のための諸活動を促進する。 

・特に若者を中心とする層に対しては、交通安全に関する効果的な情報提供

により交通安全意識の高揚を図るとともに、自らも主体的に交通安全の啓

発活動等に取り組むことができる環境の整備を図る。 

④ 大学生・専修学校生等への教育 

・学生の自転車や二輪車・自動車の事故・利用等の実態に応じ、関係機関・

団体等が連携し、交通安全教育の充実を図る。 

方 法 

① 四季の交通安全運動等による啓発 

・駅前や集客施設などで街頭キャンペーンを実施し、自転車の安全利用に関

する啓発資材を配布する。 

・啓発の横断幕を各区庁舎や各区の主要歩道橋に掲出する。また、各区にお

いては庁内放送により交通安全についての呼びかけを行っている。 

・大型複合商業施設等の集客施設での館内放送により、交通安全運動実施中

の呼びかけを実施する。 

② 広報誌等による啓発 

・「広報紙ＫＯＢＥ」や市民参画推進局地域情報紙「ふれあい」等において、

啓発を行っている。 

・毎年の「成人お祝いの会」において、新成人に配布する冊子に啓発記事を

掲載している。 
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（６）高齢者に対する交通安全教育 

目 標 

・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、実践的技能及び交通ルール等の知識を習得さ

せる。 

内 容 

・加齢に伴う身体機能の低下が歩行者又は運転者として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を理解させる。 

・交通の状況に応じて、法令を守りながら安全に道路及び踏切道を通行する

ための知識・技能について安全教育を実施する。 

・自分の身は自分で守るという高齢者の自覚を促すことに留意しつつ、高齢

者の事故実態に応じた具体的な指導を行うとともに、反射材の活用等交通

安全用品の普及を図る。 

方 法 

① 交通安全教室 

・高齢者に対する社会教育活動・

福祉活動、シルバーカレッジな

どの社会教育活動、各種の催し

等の多様な機会を活用し、神戸

市交通安全指導員を派遣し、参

加・体験・実践型等の交通安全

教育を推進する。 

・交通安全教育を受ける機会が少ない 

高齢者を対象に「ホッと・あんしん訪問」 

による個別指導を行い交通事故防止に取り組む。 

② 指導者の養成等 

・高齢者に対する交通安全指導者（シルバーリーダー）の養成をする。 

③ 多様な機会の活用 

・老人クラブ活動の一環として交通安全に関する研修の実施を促す。 

・医療機関・福祉施設関係者等とも連携し、交通安全教室等を開催する。 

・交通ボランティアを活用した、高齢者対象の安全運転教育を推進する。 

④ 機関紙の配布等 

・神戸市老人クラブ連合会の機関紙に交通安全に関する記事を掲載するなど

の交通安全意識の向上を図る。 

⑤ 高齢者の運転免許証自主返納サポート制度の周知 

・運転免許証を自主返納された方が申請して交付される運転経歴証明書を高

齢者が提示することで、公共交通機関や宿泊・温浴施設の割引等の特典が

受けられる制度を、交通安全教育の推進と併せて周知を図る。 

 

高齢者に対する交通安全教室 
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（７）障害者に対する交通安全教育 

目 標 
・障害の程度等により、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、実践的技能及びルール等の知識を習得させる。 

内 容 

・歩行者又は運転者として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を理解させ、交通の状況に応じて安全に道路及び

踏切道を通行するための知識・技能を習得させる。 

方 法 

① 介護者等への講習会等 

・自立歩行ができない障害者の介護者や交通ボランティア等の付き添い者を

対象とした講習会等を開催する。 

② 特別支援学校等での指導 

・特別支援学校や地域における福祉活動の場を活用する。 

③ 障害の特性に配慮した教育 

・手話通訳者の配置、字幕入りビデオや点字教材を活用する。 

 

（８）外国人に対する交通安全教育 

目 標 
・定住外国人に対し、母国との交通ルールの違いや交通安全に対する考え方

の違いを理解させる。 

内 容 
・日本の交通規則・標識、歩行者・自転車・自動車やバイクの基本ルールな

どについての教育を通訳を交えて実施する。 

方 法 

・外国人学校、外国人研修センター、大学、企業等からの依頼に基づき交通

安全教室を実施し、日本の交通ルール・マナーについて説明している。 

・神戸国際コミュニティセンター（ＫＩＣＣ）では、6 か国語での生活ガイ

ド（神戸リビングガイド）をホームページに掲載しており、交通ルール・

マナーについて分かりやすく説明している。また、本市ホームページの交

通安全のページにおいて、ＫＩＣＣの啓発のページへリンク対応させてい

る。 

・外国人の雇用者等を通じ、外国人の講習会等への参加を促進する。 

・訪日外国人に対し、外客誘致等に係る関係機関・団体と連携し、各種広報

媒体を活用した広報啓発活動を推進する。 
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２ 効果的な交通安全教育の推進 

（１）関係機関・団体等の連携 

・交通安全教育を行う機関・団体は相互の連携

を図り、情報を共有する。 

・相互に資機材の貸与、講師の派遣、交通安全

教育指導者の養成・確保等を行う。 

 

（２）体験・体感型手法の活用 

・シミュレーターや、映像記録型ドライブレコ

ーダー※によって得られた事故等の情報を積

極的に活用する。 

 

（３）教育効果の確認等 

・受講者や地域の実情に応じて、教育の方法や教材の見直しと改良を行うとともに、Ｉ

Ｔを活用するなど、新たな教育の手法を取り入れることを検討する。 

・アンケート調査等により、受講者の反応を確認する等の事後効果評価を実施し、常に

効果的な交通安全教育ができるようにする。 

 

３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

（１）神戸市交通安全市民運動の推進 

目 標 

・あらゆる機会を通じて市民一人ひとりに広く交通安全知識を普及し、交通

安全思想の高揚を図る。 

・交通事故のない「安全で安心なまちづくり」を実現するため、市民・事業

者と関係機関や行政が手を携え協働の理念で、交通安全市民運動を展開す

る。 

期 間 毎年４月１日から３月３１日までの１年間 

推進方法 

・行政、関係団体等、市民の幅広い参画を得た神戸市交通安全対策推進協議 

会において、年間運動方針を決定し、事前に運動期間、運動重点等につい

て広く市民に周知する。 

・県交通安全対策委員会や市交通安全対策推進協議会が相互に連携して、強

力に推進する。 

・地域に密着したきめ細かい活動が期待できる民間団体及び交通ボランティ

アの参加促進を図り、交通事故を身近なものとして意識させる交通安全活 

動を促進する。 

・運動の事後に効果を検証、評価することにより、一層効果的な運動が実施

されるように配意する。 

自転車シミュレーターによる安全な自転車走行の指導 
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（２）自転車の安全利用の推進 

県の自転車条例等に基づき、市民、事業者、交通安全団体及び行政が一体となり、市

民運動として自転車の安全適正利用に取り組む。 

 

ア 自転車の交通安全教育の推進 

・自転車が道路交通法に定められた「車両」であることを認識させる。 

歩行者や他の車両に配慮した通行 

自転車の正しい乗り方や、自転車の歩道通行時における交通ルール・マナー 

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 

運転中におけるイヤホン等の使用の危険性 

等について参加・体験・実践型の自転車交通安全教室等を開催して周知徹底を図る。 

・保護者、学校、事業者がそれぞれの立場で自転車の交通安全教育を行うことができ

るよう、啓発資料や教材を作成・配布する。 

 

イ 自転車の損害賠償責任保険等への加入徹底 

・自転車事故で高額な損害賠償事例が発生している状況などから、被害者の救済と加

害者の経済的負担を軽減させるため、県の自転車条例により、平成 27年 10 月から

自転車利用者、保護者及び自転車を利用する事業者に損害賠償責任保険等への加入

を義務付けている。 

・そのため、自転車交通安全教室やキャンペーン等を通じた普及啓発を図るとともに、自

転車販売時に損害賠償責任保険等の加入有無の確認を義務付けられた自転車小売

業者等の協力を得ながら、損害賠償責任保険等への加入を積極的に啓発する。 

 

ウ 自転車の安全適正利用 

・夕暮れ時から夜間にかけて、法令で定める灯火の点灯を徹底させる。 

・自転車の視認性を高めるため、自転

車への側面反射材の取付けを促進す

る。 

・幼児・児童の保護者に対して、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

いての理解促進と、幼児・児童の着

用の徹底を図る。 

・自転車乗用中の高齢者が頭部損傷で

死亡することが多いことから、高齢

者に対するヘルメット着用を推進する。 
自転車の安全適正利用・自転車保険加入に関する啓発チラシ 
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・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

進するとともに、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する。 

・自転車の安全適正利用・自転車保険加入に関する啓発チラシを作成し、交通安全運

動キャンペーンや交通安全講座等において広く周知を図る。 

 

（３）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 

・シートベルトの着用効果と正しい着用方法について理解を求め、その徹底を図る。 

 

（４）チャイルドシートの正しい使用の徹底 

・幼稚園・保育所（園）、認定こども園、病院等と連携し、保護者に対する効果的な広報

啓発・指導により、正しい使用の徹底を図る。 

・６歳以上であっても体格等の状況によっては、チャイルドシートを引き続き使用させ

ることについての広報啓発を強化する。 

 

（５）反射材用品等の普及促進 

・薄暮時における視認性を高める反射材用品や自発光式ライト等の普及を図るため、積

極的な広報啓発を推進する。 

・歩行中の交通事故死亡者の中で占める割合が高い高齢者に対しては、特にその普及に

努める。 

・衣服や靴、鞄等の身の回り品への反射材用品の組み込みを推奨する。 

・夜間走行時の道路横断などの際の事故防止のため、県の自転車条例により、道路交通

法で定める後部反射器材に加え、側面への装着を促進する。 

 

（６）飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

・飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知する。 

・交通ボランティアや安全運転管理者、酒類製造・販売業者、酒類提供飲食店、駐車場

関係者等と連携して「ハンドルキーパー運動※」の普及啓発を行う。 

・事業者の自主的な「飲酒運転追放宣言」の取組やキッズ交通保安官・ファミリー隊員

の任命などの取組を更に進め、「飲酒運転をしない、させない」という市民の規範意

識の確立を図る。 

・アルコール依存症に関する広報啓発を行うとともに、

相談、指導及び支援等につながるよう、関係機関・

団体が連携した取組を推進する。 

 

 

飲食店に配布する飲酒運転防止ステッカー 
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（７）危険ドラッグ及び服薬の影響による交通事故への対策 

・薬物などの影響で交通事故を起こした場合の罰則を強化した「自動車運転死傷処罰法」

（平成 25 年法律第 86 号）について周知を図り、危険ドラッグの危険性・有害性、服

薬時の自動車運転に関する注意喚起等を青少年育成協議会等の集まりにおいて行って

いく。 

 

（８）暴走族対策の推進 

  ・家庭、学校、職場、地域等において、青少年に対し、各警察署生活安全課や少年サポ

ートセンター等との連携を図り、暴走族加入阻止にかかる事業に取り組むなど、指導

等を促進する。 

・学校や青少年育成団体などの関係機関・団体と連携し、高校生による「暴走族追放街

頭キャンペーン」や「暴走族追放大会」を各地で開催するなど、官民一体となった暴

走族を許さない環境づくりを推進する。 

・地域における防犯活動を推進し、暴走行為等が出来ない環境づくりを積極的に行う。 

 

（９）歩きスマホ等に対する啓発 

  ・歩行中や自転車等運転中のスマートフォンの操作が社会問題化していることから交通

安全教室における歩行中等のスマートフォンの操作の危険性についての説明・指導の

一層の強化を図る。 

  ・交通ボランティアや、安全運転管理者などの関係者と連携して、ながらスマホ防止の

広報・啓発活動の強化を図る。 

・さらに、自転車や自動車等の運転中のスマートフォン操作については、道路交通法上

の違反であり、事故の加害者になれば、刑事責任を問われたり、損害賠償を求められ

たりする可能性があることも説明していく。 

  

（10）効果的な広報の実施 

・テレビ、ラジオ、新聞、携帯端末、インターネット、街頭ビジョン等の広報媒体を活

用して、交通事故等の実態を踏まえた広報、日常生活に密着した内容の広報、交通事

故被害者等の声を取り入れた広報等、具体的で訴求力の高い内容を重点的かつ集中的

に実施するなど、実効の挙がる広報を次の方針により行う。 

 

ア キャンペーン等の積極的な実施 

・家庭、学校、職場、地域等と一体となった広範なキャンペーンや、官民が一体と

なった各種の広報媒体を通じての集中的なキャンペーン等を積極的に行う。 
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イ 家庭向け広報の充実 

・交通安全に果たす家庭の役割は極めて大きいことから、家庭向け広報チラシ等の

積極的な活用、地域団体等を通じた広報を実施する。 

 

ウ 民間団体の交通安全に関する広報活動の支援 

・民間団体の交通安全に関する広報活動を支援するため、交通の安全に関する資料、

情報等の提供を積極的に行う。 

 

（11）その他の普及啓発活動 

ア 高齢者の交通事故防止に関する市民意識の高揚 

    ・身体機能の低下が交通事故に及ぼす影響について広報を積極的に行う。 

・高齢運転者標識（高齢者マーク）を取り付けた自動車への保護意識の向上を図る。 

・運転免許証を自主返納された方が申請して交付される運転経歴証明書を高齢者が 

提示することで、公共交通機関や宿泊・温浴施設の割引等の特典が受けられる制

度の周知を図り、運転に不安を感じている高齢者の免許返納を促す。 

 

イ  薄暮時刻における事故防止の啓発等 

・薄暮時刻の重大事故の主原因となっている最高速度違反､飲酒運転等による事故

実態･危険性等を広く周知し、これら違反の防止を図るとともに、自動車及び自

転車の前照灯の早期点灯を促す。 

 

 ウ ヘルメットの着用促進 

・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

の理解を求めるとともに、道路交通法や県の自転車条例に基づき児童・高齢者に

対する着用を推進していく。 

 

エ プロテクターの着用促進 

・二輪車運転者の交通事故時の被害軽減を図るため、胸部等のプロテクターの着用

について、関係機関・団体と連携した広報啓発活動を推進する。 

 

４ 市民の協働と参画の推進 

・市民自らが交通安全に関する意識改革を進めることが重要である。 

・交通安全思想の普及徹底に当たっては、行政、民間団体、企業等と市民が連携を密に

した上で、それぞれの地域における実情に即した身近な活動を推進する。 

・交通安全総点検等、市民が積極的に参加できるような仕組みを推進する。 
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第３節 安全運転の確保 

 

１ 運転者教育等の充実 

免許取得前 安全意識を醸成する交通安全教育の充実を図る。 

免許取得後 実際の交通場面で安全に運転する能力を向上させるための教育を行う。 

さらに･･･ 

・個々の心理的・性格的な適性を踏まえた教育 

・交通事故被害者等の手記等を活用し交通事故の悲惨さの理解を深める教育 

・身体機能の状況や健康状態について自覚を促す教育 等を実施する。 

 

（１）歩行者等に対する保護意識の醸成 

・運転者教育、安全運転管理者による指導、その他広報啓発等により、高齢者や障害者、 

子供を始めとする歩行者や自転車に対する保護意識の醸成を図る。 

 

（２）高齢運転者による事故の未然防止 

・自動車等の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証を返納しやすい環境を整備する

ため、関係機関が連携して、運転経歴証明書制度の周知、運転免許証を自主返納した

者に対する公共交通機関の運賃割引等の支援措置の充実を図る。 

・高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者マークの積極的な使用を促進する。 

 

（３）シートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底 

・関係機関・団体と連携し、各種講習・交通安全運動等あらゆる機会を通じて着用によ

る被害軽減効果を周知する啓発キャンペーン等を積極的に行う。 

 

２ 安全運転管理の推進 

（１）飲酒運転等の根絶 

・飲酒運転や危険ドラッグ等薬物を使用した状態での運行の根絶を図るため、飲酒運転

の防止や危険ドラッグ等薬物に関する正しい知識や使用禁止について、運転者に対す

る日常的な指導・監督を徹底するよう、事業者や運行管理者等に対し指導を行う。 

 

（２）ドライブレコーダー等の普及促進 

・事業活動に伴う交通事故防止を更に促進するため、映像記録型ドライブレコーダー、

デジタル式運行記録計等（以下「ドライブレコーダー等」という｡）の安全運転の確保

に資する車載機器の普及促進に努める。 

・ドライブレコーダー等によって得られた事故等の情報の交通安全教育や安全運転管理

への活用方法について周知を図る。 
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３ 道路交通に関連する情報の充実 

（１）国際海上コンテナの陸上輸送に係る安全対策 

・コンテナ貨物の重量等に関する情報の伝達やコンテナロックの確実な実施等を内容と

する、「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」※を関係業界を通じ

て、現場への周知徹底を図る。 

 

（２）気象情報等の充実 

・自然現象について的確に把握し、防災情報の適時適切な発表及び迅速な伝達や防災情

報の質的向上に努める。 

・気象、地震、津波等に関する観測施設を適切に配備・配置し、維持する。 

・防災関係機関等との情報の共有やＩＣＴを活用した観測・監視体制の強化を図る。 

 

第４節 救助･救急活動の充実 

 

・交通事故による負傷者の救命を図り、被害を最小限にとどめるため道路上の交通事故に

即応できるよう、救急関係機関相互の緊密な連携及び協力関係を確保し、救急救助体制

及び救急医療体制の整備を図る。 

・負傷者の救命率及び救命効果の一層の向上を図る観点から、救急現場又は搬送途上にお

いて、医師、看護師、救急救命士等による一刻も早い救命処置等を実施するための体制

を確保するほか、迅速な通報とバイスタンダー（現場に居合わせた人）による応急手当

の普及を推進する。 

 

１ 救助体制の整備・拡充 

・交通事故の種類・内容の複雑多様化に対処するため、消防機関・医療機関その他関係

機関相互の連携・協力関係を確保し、救助体制の整備・拡充及び、救助活動の円滑な

実施を図る。 

 

２ 多数傷病者発生時における救助・救急体制の充実 

・多数の負傷者が発生する大事故に対応するため、救助関係機関・救急医療機関の連絡

体制の整備、救護訓練の実施及び県内の消防機関と災害派遣医療チーム「兵庫ＤＭＡ

Ｔ※」（Disaster Medical Assistance Team）の連携による救助・救急体制の充実を図

る。 

・負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から、救急現場又は搬送途上にお

いて、医師、看護師、救急救命士等による一刻も早い救急医療、応急処置等を実施す

るための体制整備を図る。 
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３ 自動体外式除細動器の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 

（１）消防機関等が行う講習会等の普及啓発活動の推進 

・現場におけるバイスタンダーによる応急手当の実施により救命効果の向上が期待でき

ることから、自動体外式除細動器(ＡＥＤ)※の使用も含めた応急手当について、消防

機関等が行う講習会等の普及啓発活動を推進し、 心肺蘇

生法等の応急手当の知識・実技の普及を図る。 

・消防機関、保健所、医療機関、日本赤十字社、民間団体等 

の関係機関において、指導資料の作成・配布、講習会の開

催等を推進するとともに、救急の日、救急医療週間等の機

会を通じて広報啓発活動を積極的に推進する。 

 

（２）応急手当指導者の積極的な養成等 

・応急手当指導者の養成を積極的に行っていくほか、救急要請受信時における応急手当

の口頭指導を推進する。 

 

（３）教職員対象の心肺蘇生法の実習及び各種講習会の開催等 

・学校においては、教職員対象の心肺蘇生法（ＡＥＤの取扱いを含む。）の実習及び各種

講習会の開催により指導力・実践力の向上を図る。 

・中学校、高等学校の保健体育において止血法や包帯法、心肺蘇生法等の応急手当（Ａ

ＥＤを含む）について指導の充実を図る。 

 

（４）まちかど救急ステーションの整備・拡大 

・市民がまちなかで不慮の事故や急病で心臓や呼吸が停止する重篤な状態に

なった場合に、すぐ近くにある「まちかど救急ステーション」のＡＥＤに

より、除細動を行い救命できる体制を推進する。 

 

第５節 交通事故被害者支援の充実強化 

 

・ひき逃げ等の犯罪や交通事故により、被害者や遺族は、多大な肉体的、精神的及び経済的

打撃など大きな苦痛に長期にわたり見舞われており、平穏な生活状態を回復するまで支援

することが極めて重要である。 

・市内の交通遺児家庭の支援を引き続き実施していく。 

・平成 25 年 4 月 1 日に施行された「神戸市犯罪被害者等支援条例」の周知・普及を図るとと

もに本条例に基づき、総合的に支援を推進する。 

・事故被害者・遺族の置かれている厳しい状況を踏まえ、その痛みを和らげ、被害を回復し、

一日も早く平穏な日常生活を取り戻していただくため一時金の支給や一時保育、家事援助

まちかど救急ステーションステッカー 

   心肺蘇生法の講習会風景 
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等の生活資金の助成を行う。 

 

１  交通遺児の福祉 

（１）就学援助 

・交通事故により父母又はこれらに準ずる者が死亡又は精神、身体に著しい障害を有す

ることとなった場合、その家庭が経済的に困窮に陥ることが多い。 

・そのような家庭で就学が困難となった幼児（小学校就学１年前）、小学生、中学生に対

して、神戸市交通遺児奨学金を支給して、交通遺児の健全な育成を支援する。 

 

（２）「神戸交通遺児をみまもる会」の運営 

・市民や各界から交通遺児のために寄せられた寄附金をより効果的に

運用するため、県警察、県交通安全協会等関係機関と連携のもと「神

戸交通遺児をみまもる会」を設立し、交通遺児家庭の福祉の増進を

図ってきた。 

・今後、会員や家族自身による、自助的な運営方法を取り入れながら、

大学生への就学助成、卒業祝金の支給、各種激励事業の実施を 

通じて効果的運用に努める。 

 

２ 交通事故相談活動の推進 

・円滑かつ適正な交通事故相談活動を推進するため、兵庫県交通事故相談所、日弁連交

通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、日本司法支援センター※等の関係

機関、団体等との連絡協調を通じて交通事故相談の円滑化を図る。 

・各種の広報を行うほか、市のホームページや広報誌の積極的な活用等により交通事故

相談活動の周知徹底を図る。 

・本市の市民相談室においても、交通事故相談員による交通事故後の保険請求方法や示

談の仕方などの相談窓口の機能を担っている。 

 

３ 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進 

・交通事故被害者等の支援の充実を図るため、自助グループの活動等に対する支援を始

めとした施策を推進する。 

・交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務を、警察署の交通課、交通安全活動推進

センター、検察庁の被害者支援員等により推進するとともに、関係機関相互の連携を

図る。また、ひょうご被害者支援センター等の民間の犯罪被害者支援団体等との連携

を図り、被害者や遺族の心情に寄り添った相談及び被害者の心のケア等に配慮したサ

ポートを行うとともに、社会全体が被害者を総合的にサポートできる環境づくりの活

動を行う。 

年末の集い（クリスマス会） 
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第３章 市営交通等（地下鉄、新交通システム）の安全 

 

１ お客様に信頼される市営交通を目指して 

 

鉄道は、多くの市民が利用する生活に欠くことのできない交通手段である。 

 

 

 

             

 

２ 市営交通の安全についての目標 

 

『開業以来、責任事故ゼロ』を維持する。 

 

 

 

 

 

３ 鉄道交通の安全についての対策 

 

             ＜２つの視点＞ 

① 施設・設備への適切な投資および計画的更新･改修 

② 利用者への啓発 

 

 

                  

 

          ＜６つの柱＞ 

①  鉄道施設の整備 

②  鉄道車両の安全確保 

③  鉄道の安全運行の確保 

④  非常事態への対応 

⑤  新交通システムの運行上の安全 

⑥  救助・救急活動の充実                                        
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市営交通等の安全 

 

１ お客様に信頼される市営交通等を目指して 

・市営地下鉄および新交通システムは、市民生活、都市活動に不可欠な公共交通機関とし

て、重要な役割を担っている。すべてのお客様に安心して利用していただくためには、

各種施設や設備の改良・更新はもちろん、職員一人ひとりがコミュニケーションを深め、

あらゆる機会を通じて、安全意識を高揚させ事故防止対策を図ることが大切である。 

 

２ 交通安全計画における目標 

・『開業以来、責任事故ゼロ』を維持する。 

 

[ 事故の状況 ] 

市営地下鉄における鉄道運転事故（国土交通省に報告が義務付けられた列車衝突

事故等の事故）に関しては、平成 23年度は 1件、平成 24 年度は 0 件、平成 25 年度

は 0 件、平成 26 年度は 3 件、平成 27 年度は 1 件で推移している。これらはいずれ

もホーム上又は軌道上の乗客と列車が接触することによる鉄道人身障害事故であり、

責任事故については開業以来起きていない。 

 

 

３ 鉄道交通の安全についての対策 

（１） 今後の鉄道交通安全対策を考える視点 

ア 施設・設備への適切な投資および計画的更新・改修  

・近年発生が予想される南海トラフ地震への備えとして、海岸線の大容量蓄電池整備

や駅ホームからの転落や車両との接触事故を防止するため、西神・山手線のホーム

ドア（可動式ホーム柵）設置など安全対策に適切な投資を行う。また、自動列車制

御装置（ＡＴＣ）※、変電所など受変電設備、 設備・乗客案内表示装置など通信設

備のほか、駅施設・設備、軌道、土木構造物などの計画的な更新・改修を行い、安

全性を確保しつつ、施設・設備などの長寿命化・設備投資の平準化を図る。 

 

イ 利用者への啓発 

・歩きスマホや酒酔いによる、ホーム及びエスカレーターからの転落や、車両との接

触事故を防ぐため、駅構内のＬＥＤ式総合案内表示器等を活用して、お客様に注意

喚起を呼びかける等安全な利用の普及啓発を図る。 
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（２） 講じようとする施策 

ア 鉄道施設の整備 

① 線路(土木・軌道)   

・線路に近接して行う建物等の工事にあたって施主側

と協議を行い、線路施設や列車運行の安全を図る。 

・レールや枕木に代表される軌道の検査結果に基づき、

経年劣化による箇所から優先的に軌道構造物の改良

を行い、線路の安全性の向上を図る。 

・トンネルや橋梁などの土木構造物については、定期

的に検査を実施し、損傷の進んでいる箇所から優先

的に補修を行い、列車運行の安全を図る。 

② 駅（建築・設備） 

・老朽化が進む施設、設備の計画的な改修工事を実施する。 

・エレベーター、エスカレーターについては、各昇降機メーカーと昇降機設備管

理業務の契約を行い、機器の点検・保守を行う。 

③ 電気施設  

・長期更新計画に基づき、適時、機器の更新・改良等を実施すると共に、適正な

維持管理に努める。 

・西神・山手線においては、名谷駅連動装置や上沢変電所、海岸線においては、

情報伝送設備など、信号保安設備、通信設備、電路設備、並びに受変電設備の更

新工事を実施し、電気設備の信頼度・保安度の向上を図る。 

④ ホームドアの設置  

・駅ホームからの転落や車両との接触事故防止の抜本的な対策として、平成 29 年

度に西神・山手線三宮駅にホームドア（可動式ホーム柵）を設置予定。 

・西神・山手線全駅へのホームドア設置に向けた取り組みを進める。 

⑤ 海岸線の津波対策  

・南海トラフ地震により津波が発生した場合、地下鉄海岸線の一部は浸水予想区

域に入り、浸水被害が生じる可能性がある。その

ため、ハーバーランド駅において、地下街からの

浸水を防止するために、連絡口に防水鉄扉を整備

するとともに、既設止水板の嵩上げ等の改修を行

う。 

・電力会社からの給電が喪失した場合、津波被害等

から列車の乗客を守るために、駅間停止した列車

でお客様を乗せたまま非常走行できるよう大容量

蓄電池を整備する。 

軌道内重点パトロール 

止水板の整備 
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イ 鉄道車両の安全確保  

① 鉄道車両の検査修繕  

・車両の状態を外部から検査する列車検査、装置を

取り付けた状態で行う状態・機能検査（月検査）、

制御装置・台車・ブレーキその他重要な装置を取

り外して行う重要部検査、主要な部分を取り外し

て行う全般検査を実施基準に定められた期間で実

施する。 

・車輪転削など必要な修繕を行い鉄道車両の安全確

保に努める。 

② 西神・山手線の車両更新  

・平成 30 年度から 34 年度にかけて、老朽化した西神・山手線の地下鉄車両の更

新を行う。 

・更新車両は、最新の車両技術を備え、信頼性の向上・火災対策基準への適合な

ど安全性の向上を図る。 

・バリアフリーへの適合、快適性の向上、環境性能の向上を考慮した車両とする。 

 

ウ 鉄道の安全運行の確保 

① お客様の声、現場の課題の把握と施策への反映 

・地下鉄全部門で構成する安全対策室会議で報告のあったヒヤリ・ハット情報、

お客様のご意見のほか、現場職員から安全・安心に関する意見などを吸い上げ、

それらを事故の未然防止、業務改善の施策に反映する。 

・講じた対策等を現場にフィードバックすることにより、管理部門と現場間の双

方向の情報共有をさらに進める。 

② お客様への安全・安心に関する啓発  

・事故を未然に防止し、地下鉄を快適にご利用いただくため、駅構内のＬＥＤ式

総合案内表示器等を活用して、お客様の安全意識やマナー向上を図るための啓

発活動を推進する。 

 

エ 非常事態への対応  

・火災やテロ行為などによる非常事態の発生に備え、引き続き、車内や構内の巡視活

動を行うことで、不審物・不審者などの早期発見、被害の未然防止を図る。 

・防犯カメラの整備をさらに進めると共に、非常事態の発生時には迅速で適切な対応

がとれるよう、関係機関との合同訓練を実施する。 

 

 

全般検査 
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オ 救助・救急活動の充実  

・鉄道の重大事故等の発生に対して、避難

誘導、救助・救急活動を迅速かつ的確に

行うため、救助関係機関、救急医療機関

の情報連絡体制を整備する。 

・主要駅における防災訓練の充実により鉄

道事業者と消防機関、医療機関その他の

関係機関との連携・協力体制の強化を推

進する。 

 

カ 新交通システムの運行上の安全 

① 安全性・快適性の確保  

・安全で快適な運行を確保するため、自動列車制御装置（ＡＴＣ）、自動列車運転

装置（ＡＴＯ）※、列車集中制御装置（ＣＴＣ）※の整備・保守の徹底を図る。 

・ホームスクリーン・ホームドアやホーム監視用テレビ（ＣＣＴＶ）※により、乗

降時の安全確保を図る。 

・高齢者・身体障害者等が安全・快適に利用できるようエレベーター、エスカレ

ーター等の整備を推進する。 

・視覚障害者誘導用ブロック等の設置により、安全性確保を図る。 

・火災、地震、強風等の情報を集中管理する。 

・車両非常通報装置や駅列車通報装置を整備し、安全性の確保に万全を期する。 

② 運行管理体制の充実  

・運行の安全を確保するため、走行路、ホーム保安設備、信号、車両等の保安管

理体制を充実する。 

・運行に携わるすべての職員に対して、安全意識の啓発や教育訓練を定期的に実

施する。 

・運行管理システム、ＣＴＣ、電力管理システム、基地リモート装置※、全駅ＣＣ

ＴＶの整備等により、総合指令体制の充実を図る。 

 

 

防災訓練の様子 
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高度道路交通システム等運営機関  

機 関 名 目 的 

[一般財団法人] 

ＩＴＳサービス高度化機構 

有料道路自動料金収受に関するシステム及び技術

（ＥＴＣシステム・ＥＴＣ技術）を研究開発及び運営

を行う法人。 

ＥＴＣ2.0の運営管理を行っている。 

[一般財団法人] 

道路交通情報通信システムセンター 

（略 称：ＶＩＣＳセンター） 

 道路交通情報をデジタル情報として通信・放送メデ

ィアを用いて車載装置に送信する道路交通情報システ

ムの開発及び運用を行う法人。 

 ＤＳＳＳ、ＴＳＰＳ、ＶＩＣＳの運営管理を行って

いる。 

[一般社団法人] 

ＵＴＭＳ協会 

 高度情報通信技術を活用した新交通管理システムに

関する調査、研究及び開発を行う法人。 

 ＤＳＳＳ、ＰＴＰＳ、ＭＯＣＳ、ＵＴＭＳ、ＰＩＣ

Ｓの運営管理を行っている。 

 
 

用語解説 

 用語 解説 

あ 開かずの踏切 ピーク時１時間あたりの踏切遮断時間が 40 分以上

の踏切道。 

安全で快適な自転車利用環

境創出ガイドライン 

身近な移動手段として重要な役割を担う自転車の安

全で快適な利用環境を創出する取組を推進するため、

国土交通省と警察庁が策定したもの。 

安全運転支援システム 

（ＤＳＳＳ） 

※運営機関： 

（一財）ＶＩＣＳセンター 

（一社）ＵＴＭＳ協会 

（Driving Safety Support Systems） 

運転者に対し、周辺の交通状況等を視覚・聴覚情報

により提供することで、危険要因に対する注意を促し、

ゆとりを持った運転ができる環境を創り出すことによ

り、交通事故の防止等を図るシステム。 

い インフラ長寿命化基本計画  国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・

更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を

図るとともに、維持管理・更新に係る産業（メンテナ

ンス産業）の競争力を確保するための方向性を示すも

の。 

ＥＴＣ2.0 

※運営機関： 

（一財）ＩＴＳサービス高度化機構 

道路側のアンテナである ITS スポットと高速・大容

量、双方向通信によって受けることのできる世界初の

路車協調システムによる運転支援サービス。 



43 

 

 用語 解説 

え 映像記録型ドライブレコー

ダー 

車両に装備され交通事故などによる衝撃を感知し、

前後十数秒の映像等を自動的に記録する装置。 

エスコートゾーン 横断歩道の中央部に敷設した点字ブロック。視覚障

害者が安全に車道を横断できる道筋を示すもの。 

き 

 

基地リモート装置 中埠頭にある総合司令所において、出入庫を含む車

両基地内での車両の操車をリモート操作により行うこ

とが出来る装置。 

キロポスト（地点標） 地点標とは、国道などの起点からの距離表示の標識

で、起点から 1km ごとに設置されたキロメートル標（キ

ロポスト）と、100m ごとに設置された 100 メートル標

（百 m 標）の 2 種類ある。その路線の起点からの距離

を示すもので、国道などの道端に設置されている。 

緊急交通路 大規模災害が発生した場合に、被災地域内への緊急

自動車などの通行を確保するため、災害対策基本法第

76 条第 1項に基づき、県公安委員会が、高速道路及び

幹線道路を中心に指定するもの。 

緊急輸送道路 災害発生後、救助・救急・医療・消火活動を迅速に

行うため、また、被災者に緊急物資を供給するため、

道路状況や防災拠点等をもとに、県があらかじめ定め

るもの。 

こ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共車両優先システム 

（ＰＴＰＳ） 

※運営機関： 

（一社）ＵＴＭＳ協会 

（Public Transportation Priority Systems） 

バス等の公共輸送車両を対象として、優先信号制御

を行い、優先通行を確保し、運行の定時性及び利便性

の向上を図ることにより、マイカーから公共輸送機関

への利用転換の促進を図るシステム。 

交通結節点 異なる交通手段または同じ交通手段を相互に連絡す

る乗り換え・乗り継ぎ施設。具体的な施設としては、

鉄道駅、バスターミナル、駅前広場やバス交通広場、

歩道等。 

交通需要マネジメント 

（ＴＤＭ） 

（Transportation Demand Management） 

都市または地域レベルの道路交通混雑の緩和を道路

利用者の時間の変更、経路の変更、手段の変更、自動

車の効率的利用、発生源の調整など、交通需要量を調

整することによって行う手法の体系。 
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 用語 解説 

こ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度道路交通システム 

（ＩＴＳ） 

 

（Intelligent Transport Systems） 

最先端の情報通信技術等を用いて人と道路と車両と

を一体として構築することにより、交通管理の最適化

等を図り、道路交通の安全性、輸送効率、快適性の飛

躍的向上を実現するシステム。 

交通広場 駅や空港などの交通施設と都市計画道路との結節点

であり、駅前にある場合は駅前広場とも呼ばれる。 

国際海上コンテナの陸上に

おける安全輸送ガイドライ

ン 

国際海上コンテナの陸上安全輸送対策の強化のた

め、荷主、外航船舶運航事業者、ターミナル 

オペレーター、取次事業者（取次事業者、海運貨物取

扱事業者及び利用運送事業者）、トラック事業者、運転

者が、それぞれ取り組むことが望ましい措置について

記したガイドライン。 

コミュニティバス 地域住民の利便向上などのため一定地域内を運行す

るバスで、車両仕様、運賃、ダイヤ、バス停位置など

を工夫したバスサービス。 

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車の安全で適正な利用

の促進に関する条例 

自転車の交通安全対策を目的とし、県民運動として

の取り組み、交通安全教育の充実、自転車の安全適正

利用、保険加入の義務化、環境の整備等を定めた県の

条例。[平成 27 年 4 月 1 日施行（保険加入の義務化は

10 月 1 日施行）] 

 

自動体外式除細動器 

（ＡＥＤ） 

（Automated External Defibrillator） 

心室細動の際に機器が自動的に解析を行い、必要に

応じて電気的なショック（除細動）を与え、心臓の働

きを戻すことを試みる医療機器。 

 

自動列車運転装置 

（ＡＴＯ） 

（Automatic Train Operation） 

ATC よりさらに運転を自動化したシステム。 

運転士はスタートを指示するボタンを押すだけで、

その後は列車の力行（りっこう＝加速走行すること）

や、惰行（モーターの電気を切ってそれまでの勢いで

走ること）、制動操作、定点停止など自動的に行う。 
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 用語 解説 

し 

 

自動列車制御装置 

（ＡＴＣ） 

（Automatic Train Control） 

信号の現示に対応した信号電流をレールに流し、列

車の車上装置が連続的にこれを受けることで走行速度

は信号が示す制限速度以下であるかどうかをチェック

し、速度が超過の場合は自動的にブレーキを作動させ

て制限速度以下に抑える装置。 

社会資本整備重点計画 社会資本整備重点計画法に基づき、社会資本整備事

業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定

する計画。計画の対象として道路、交通安全施設等が

ある。 

車両運行管理システム 

（ＭＯＣＳ） 

※運営機関： 

（一社）ＵＴＭＳ協会 

（Mobile Operation Control Systems） 

光ビーコンにより収集した事業用車両の走行位置等

の情報を事業者等に提供することにより、その事業者

が行う運行管理を支援し、人・物流の効率化等を図る

システム。 

集中制御化 地域において車両感知器を置き、効率よく信号機を

コントロールするもの。 

新交通管理システム 

（ＵＴＭＳ） 

※運営機関： 

（一社）ＵＴＭＳ協会 

（Universal Traffic Management Systems） 

光ビーコンを用いた個々の車両と交通管制システム

との双方向通信等の高度な情報通信技術の活用等によ

り、運転者に対してリアルタイムの交通情報を提供す

るとともに、安全運転支援、緊急時対応、人の移動、

物流の効率化を含めた交通流の積極的管理を行うシス

テム。 

信号情報活用運転支援シス

テム（ＴＳＰＳ） 

※運営機関： 

（一財）ＶＩＣＳセンター 

(Traffic Signal Prediction Systems) 

光ビーコンから取得した信号情報を用いて、信号交

差点を円滑に通行するための運転を支援するシステム

で、光ビーコンから取得できる信号情報と、自車の位

置や速度の情報を用いて車載機が交通状況や運転シー

ンに応じた適正な速度や情報の提供を行う仕組み。 

 

そ ゾーン３０ 自動車事故抑止のため、市街地の住宅街など生活道

路が密集する区域を指定し、その区域での車の最高速

度を時速 30キロに制限する交通規制。 

 



46 

 

 用語 解説 

ち 地理情報システム（ＧＩＳ） （Geographic Information System） 

地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持っ

たデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視

覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする

技術。 

と 道路交通情報通信システム 

（ＶＩＣＳ） 

※運営機関： 

（一財）ＶＩＣＳセンター 

（Vehicle Information and Communication System） 

光ビーコンを活用して、道路利用者へ交通情報等を

提供するシステム。 

道路ふれあい月間 国土交通省が、毎年８月を「道路ふれあい月間」と

して、道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発等の

各種活動を推進している。 

に 日本司法支援センター 法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供

が受けられる社会を実現するための独立行政法人に準

じた法人。日常生活におけるさまざまな悩みに対する

問い合わせに対応する窓口「法テラス」を運営。 

は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パークアンドライド、 

パークアンドバスライド 

都心部へ乗り入れる自家用自動車による交通混雑の

緩和を図るため、郊外の鉄道駅・バスターミナル等の

周辺に駐車場を整備し、自動車を駐車（パーク）させ、

鉄道、バス等公共交通機関への乗換え（ライド）を促

すシステム。 

バスに乗り換える場合はパークアンドバスライドと

いう。 

 

バリアフリー新法 正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」（平成 18 年法律第 91号）。高齢者、

障害者全般に、建物、交通機関の移動の円滑化を図る

ため、旧ハートビル法と旧交通バリアフリー法を統合

した法律。 

 

バリアフリー対応型信号機 15 センチメートル程度の反射シートを巻き付けた

視覚障害者の方が持つ白杖に、センサーが自動的に感

知し、スピーカーから歩行者用信号機の状態を音声で

知らせる信号機。 
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 用語 解説 

は ハンドルキーパー運動 全日本交通安全協会が推進する「自動車で仲間と飲

食店などに行く場合、仲間同士や飲食店の協力を得て

飲まない人（ハンドルキーパー）を決め、その人は酒

を飲まず、仲間を安全に自宅まで送り届ける」という

運動。 

ひ 光ビーコン 通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、

カーナビゲーション装置等と交通管制センターとの情

報のやりとりをする路上設置型の赤外線通信装置。 

兵庫ＤＭＡＴ 「Disaster Medical Assistance Team」の頭文字を

とって DMAT(ディーマット)と呼ばれる。医師、看護師、

医師・看護師以外の医療職及び事務職員で構成される。

大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、

おおむね 48 時間以内に活動できる機動性を持った、専

門的な訓練を受けた医療チーム。 

ふ プローブ情報 

（自動車走行履歴情報） 

個々の自動車が実際に走行した位置や走行速度など

の情報。 

ほ 歩行者等支援情報通信シス

テム（ＰＩＣＳ） 

※運営機関： 

（一社）ＵＴＭＳ協会 

(Pedestrian Information and Communication 

Systems) 

歩行者の所持する携帯情報端末等を介して、信号の

状態（赤・青）を知らせたり，歩行者信号の青時間を

延長したり、目的地までの段差の少なくかつ最短な歩

行ルートを画像や文字で案内するなどにより、障害の

ある人等に対して安全な移動を支援するシステム。 

ホーム監視用テレビ 

（ＣＣＴＶ） 

（Closed Circuit Television） 

通常はホーム１面に３～４台のホーム監視テレビが

あり、車掌等がモニターテレビで監視しながらドアの

開閉の合図を行う。 

れ 列車集中制御装置 

（ＣＴＣ） 

（Centralized Traffic Control） 

特定の駅に設けた列車制御所、または運転指令所が

各駅での列車発着を指示する信号、ポイント切り換え、

列車位置表示などをまとめ、線区の列車運行を集中管

理・制御するシステム。要員の合理化と列車の安全、

正確な運転のため迅速・的確な指令業務を行うことが

目的。 

 


