
令和元年度

加東市交通安全対策委員会資料

日 時   令和元年６月２５日（火） 午後６時３０分

場 所   加東市役所２階 ２０１会議室



令和元年度加東市交通安全対策委員会 次第

１．開会

２．あいさつ

３．役員の選出

４．部会委員の選出

５．管内における交通事故の発生状況について

   加東警察署交通課長  眞野 栄治 氏

６．議題

 （１）平成３０年度交通安全対策事業実績報告について

   ・平成３０年度加東市交通安全対策事業実績報告

   ・平成３０年度交通安全施設設置要望結果（公安委員会）

   ・平成３０年度交通安全施設設置実績（市道関係）

 （２）令和元年度交通安全対策事業について

   ・令和元年度加東市交通安全対策事業計画

   ・令和元年度交通安全施設設置要望書一覧（R1.6現在）

 （３）令和元年度「夏の交通事故防止運動」の実施について

７．閉会
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職　　名 氏　　名 所　　　　　属

顧　　問 廣　地　義　成 加東警察署長

会　　長 安　田　正　義 加東市長

委　　員 眞　野　栄　治 加東警察署交通課長

〃 藤　本　　弘 加東交通安全協会長

〃 後任を選任中 加東交通安全協会社支部長

〃 中　谷　直　幸 加東交通安全協会野村支部長

〃 千　田　　章 加東交通安全協会福田支部長

〃 柴　崎　孝　彦 加東交通安全協会上久米支部長

〃 西　山　英　希 加東交通安全協会三草支部長

〃 藤　本　　猛 加東交通安全協会鴨川支部長

〃 藤　原　一　郎 加東交通安全協会滝野支部長

〃 竹　内　　司 加東交通安全協会新町支部長

〃 稲　坂　　博 加東交通安全協会高岡支部長

〃 藤　井　悦　雄 加東交通安全協会天神支部長

〃 豊　田　正　行 加東交通安全協会秋津支部長

〃 藤　原　　進 加東交通安全協会吉井支部長

〃 安　田　さち子 加東交通安全協会婦人部社支部長

〃 岸　本　眞知子 加東交通安全協会婦人部滝野支部長

〃 堂　下　哲　子 加東交通安全協会婦人部東条支部長

〃 平　川　真　也 小学校長会代表

〃 辻　田　昇　司 中学校長会代表

〃 山　田　秀　信 連合ＰＴＡ会代表

〃 若　浦　直　樹 社高等学校長

〃 陰　山　芳　輝 社高等学校ＰＴＡ会長

〃 高　島　純　子 保育協会加東支部長

〃 友　藤　冨士子 連合婦人会長

〃 福　島　俊　夫 シニアクラブ連合会長

〃 上　月　尚　子 商工会女性部長

〃 臼　井　泰　三 区長会代表

〃 柳　　博　之 加東市都市整備部長

事務局 堀　内　千　稔 総務財政部長

〃 三　木　秀　仁 総務財政部防災課長

〃 竹　内　喜　博 総務財政部防災課副課長

〃 板　谷　昌　宏 総務財政部防災課係長

〃 片　岡　真　子 総務財政部防災課主事

令和元年度 加東市交通安全対策委員会委員名簿（順不同・敬称略）
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場所 実施内容 人数

4月6日 （金） やしろショッピングパークBio啓発キャンペーン 250人

9日 （月） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 10人

10日 （火） 市内主要交差点
市職員・加東交通安全協会による
早朝立番

40人

10日 （火） 加東自動車教習所 高齢者交通安全教室(老人クラブ会員) 30人

11日 （水） 加東市民病院 啓発キャンペーン 100人

13日 （金） 東条中学校 自転車教室（１年生） 60人

市内 のぼり・横断幕掲出 －

●交通安全教室等（春の交通安全運動期間中を除く）

場所 実施内容 人数

4月16日 (月) 滝野中学校 自転車教室（１年生） 120人

16日 （月） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 10人

19日 (木) 福田小学校 歩行訓練・自転車教室（全校生） 117人

20日 （金） 滝野東小学校 歩行訓練（１～２年生） 144人

20日 (金) 社中学校 自転車教室（全校生） 412人

23日 (月) 米田小学校 歩行訓練（全校生）・自転車教室（３～４年生） 56人

24日 （火） 東条東小学校 歩行訓練（全校生） 283人

24日 (火) 兵庫教育大学附属小学校 歩行訓練（１～２年生） 165人

25日 (水) たきの愛児園 歩行訓練（園児） 89人

27日 （金） 滝野南小学校 歩行訓練（１～２年生） 52人

5月8日 (火) 三草小学校 歩行訓練（園児、１～２年生）・自転車教室（３年生） 73人

9日 (水) 鴨川小学校 歩行訓練（全校生） 31人

15日 （火） 東条西小学校 歩行訓練（全校生）・自転車教室（３年生） 60人

16日 （水） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 10人

平成30年度加東市交通安全対策事業実績報告

●春の全国交通安全運動期間中（４月６日～１５日）

日　時

運動期間中

日　時

3



場所 実施内容 人数

17日 （木） 高岡育児園 歩行訓練（園児） 60人

22日 （火） 東条こども園 歩行訓練（園児） 100人

22日 （火） 東条東小学校 自転車教室（３～４年生） 104人

23日 （水） 社小学校 交通安全教室（全校生） 580人

24日 （木） 滝野東小学校 自転車教室（３～６年生） 362人

25日 （金） 滝野南小学校 自転車教室（３～４年生） 65人

31日 （木） 河高こども園 歩行訓練（園児） 85人

6月11日 (月) 兵庫教育大学附属幼稚園 交通安全教室（園児・保護者） 103人

14日 (木) さくら保育園 交通安全教室（園児・保護者） 49人

14日 （木） 秋津保育園 交通安全教室（園児・保護者） 40人

15日 （金） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 12人

17日 （日） とどろき荘 交通安全教室 120人

19日 （火） 社幼稚園 歩行訓練（園児） 88人

26日 （火） 下滝野公民館 交通安全教室 32人

7月11日 （水） 加茂こども園 歩行訓練（園児） 108人

8月6日 （月） 上久米公民館 交通安全教室 85人

15日 （水） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 14人

30日 （木） 加東警察署 自転車交通安全教室 40人

9月18日 （火） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 10人

10月15日 (月) 市役所ロビー 自転車交通安全教室 12人

24日 (水) 天神公民館 自転車交通安全教室 40人

11月8日 （木） 滝野中学校 スケアードストレイト（自転車交通安全教室） 350人

15日 （木） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 15人

16日 （金） 泉こども園 歩行訓練（園児） 30人

日　時
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場所 実施内容 人数

22日 （木） マックスバリュ社店前 歩行者優先啓発キャンペーン 100人

25日 （日） 西垂水公民館 自転車交通安全教室 30人

29日 （木） ジャパンイーエムソリューションズ 外国人自転車交通安全教室 50人

12月17日 （月） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 11人

27日 （木） やしろショッピングパークBio自転車交通安全教室 20人

1月15日 （火） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 10人

2月15日 （金） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 15人

24日 （日） やしろ国際学習塾 交通安全教室（新一年生の集い） 250人

3月15日 （金） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 18人

●夏の交通事故防止運動期間中（７月１５日～２４日）

場所 実施内容 人数

7月17日 （火） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 20人

18日 （水） 加東市民病院 啓発キャンペーン 100人

19日 （木） 嬉野交差点 啓発キャンペーン 100人

20日 （金） やしろショッピングパークBio啓発キャンペーン 200人

24日 （火） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 10人

市内 のぼり・横断幕掲出 －運動期間中

日　時

日　時
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●秋の全国交通安全運動期間中（９月２１日～３０日）

場所 実施内容 人数

9月21日 （金） 市内主要交差点
市職員・加東交通安全協会による
早朝立番

40人

21日 (金) やしろショッピングパークBio外国人自転車交通安全教室 50人

25日 （火） 加東自動車教習所 交通安全教室 30人

25日 （火） ボンマルシェ社店 啓発キャンペーン 200人

26日 （水） 加東市民病院 啓発キャンペーン 100人

27日 （木） やしろショッピングパークBio自転車交通安全教室 30人

市内 のぼり・横断幕掲出 －

●年末の交通事故防止運動期間中（１２月１日～１０日）

場所 実施内容 人数

11月30日 （金）
丸亀製麺滝野社店駐車場
スシロー滝野社店駐車場 事前啓発キャンペーン 100人

12月3日 （月） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 20人

4日 (火) 嬉野台生涯教育センター高齢者交通安全教室 60人

4日 （火） やしろショッピングパークBio啓発キャンペーン 200人

5日 （水） 加東市民病院 啓発キャンペーン 100人

市内 のぼり・横断幕掲出 －

●シートベルト・チャイルドシート着用率調査

場所 実施内容 人数

9月26日 (水） やしろショッピングパークBio シートベルト着用率調査(100台) 2人

日　時

運動期間中

日　時

運動期間中

日　時
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●広報・啓発関係

掲載媒体 実施内容 備考

4月2日 (月) 神戸新聞　北播版 春の全国交通安全運動

9月18日 (火） 　　　　　     〃 秋の全国交通安全運動

広報かとう 春の全国交通安全運動

　　　         〃 夏の交通事故防止運動

　　　         〃 秋の全国交通安全運動

　　　         〃 年末の交通事故防止運動

ケーブルテレビ文字放送
市ホームページ掲載

春の全国交通安全運動

　　　　　　　〃 夏の交通事故防止運動

　　　　　　　〃 秋の全国交通安全運動

　　　　　　　〃 年末の交通事故防止運動

かとう安全安心ネット
防災行政無線による戸別放送 春の全国交通安全運動

　　　　　　　〃 夏の交通事故防止運動

　　　　　　　〃 秋の全国交通安全運動

　　　　　　　〃 年末の交通事故防止運動

市内・各庁舎 のぼり、横断幕の掲出

●対策委員会・会議等

場所 実施内容 人数

6月28日 (木） 社福祉センター 加東市交通安全対策委員会 35人

加東市役所 加東市交通安全対策委員会専門部会 22人

11月17日 (土) 滝野文化会館 第３回 安全安心のまちづくり加東市民大会 284人

社福祉センター 加東市交通安全対策委員会 22人

１２月号

日　時

４月号

７月号

９月号

　　3１年 3月19日（火）

４月

７月

９月

１２月

４月

７月

９月

１２月

運動期間中

日　時

9月14日　（金）
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要望番号 交通安全施設 設置の可否 設置時期・見送り等の理由 備考

1 否

厚利127－3地先（主要地方道小野藍本線）
過去5年間人身事故発生なし。南北側一時停止規制あり。
交差点の見通しは良。一時的な交通量の増加はあるが、全体
的に交通量（車両、歩行者）は少なく、信号設置基準に該当し
ない。

2 否

上中16－4地先（主要地方道西脇三田線）
過去5年間人身事故発生なし。平成22年から平成25年の人身
事故発生は3件。上中交差点から約75m、梶原交差点から約
160mと信号交差点が近接している。南北一時停止規制、横断
歩道あり。信号設置基準に該当しない。

3 未定

新町27－1地先（市道北野多井田線と市道上滝野新町線の交
差点）
令和元年度信号設置要望上申済。工事中の滝野梶原線の交
通量の予測がつかず、信号設置不可となった場合は、南北の
一時停止規制とする予定。

4 否

山国1275－2地先（主要地方道神戸加東線と市道山国松尾線
の交差点）
主道路の往復交通量ピーク時約200台/hで信号設置基準を満
たさない。約300台/h以上であれば再度検討する。

従道路東側（市道山国松尾
線）の幅員が約3.5m～3.9mと
狭く信号設置時の離合が不可
能であるため、市道の道路改
良が必要。西側市道について
は、加東土木事務所の道路改
良により要望交差点とは別の
交差点形状にする。

1 一時停止 否

厚利127-3地先（市道厚利松沢線と市道厚利小沢線の交差
点）
過去5年間人身事故発生なし。交差点マーク設置。調査時（午
前8時前後）通行車両なし。規制基準に該当しないため見送り
とする。見通し不良の交差点においては、徐行義務・交差点の
安全進行義務あり。

1 可
高岡116-1地先（国道372号）
平成30年度横断歩道溶着更新済。

2 否

新町284-3地先（市道新町2号線と市道新町住宅線の交差点）
車道幅員は7m、北西側最大勾配約7％。車両通行量が増加す
る見込みであるが、横断歩道の設置基準には該当せず、歩行
者の安全確保は難しいため見送りとする。

3 可
新町27-1地先（市道北野多井田線と市道上滝野新町線の交
差点）
横断歩道設置を上申中。

1
速度４０
追越禁止

否

（市道森森尾線及び県道下相野線）
要望路線で過去5年に自転車の飛び出しによる重傷事故が2件
発生している。前年度以降、森交差点での追突事故の発生は
あるが、動静・前方不注視によるもので、速度違反・追越のた
めのはみ出し違反による事故の発生はない。見送りとする。

1
速度30～40
規制

可

(国道175号の台地から加古川左岸まで約300mの区間）
新町交差点から上滝野交差点の間を最高速度40キロ規制実
施のため、令和元年度計画に上申済。あわせて駐車禁止規制
も上申中。

平成30年度交通安全施設設置要望結果(公安委員会）

信号機

横断歩道
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種別 安全施設の種別 路線名 数量 単位 工事名

0 個
防護柵 天神２号線 59 m 交通安全施設設置工事
防護柵 家原窪田線 5 m 交通安全施設設置工事
防護柵 新町区画6号線 44 m 新町区画6号線防護柵設置工事
防護柵 観光１号線 105 m 観光１号線防護柵修繕工事
防護柵 社貝原線 2 m 安全施設修繕

215 m
ポストコーン 広野学校線 10 本 安全施設設置工事
ポストコーン 河高下滝野線 11 本 安全施設設置工事
ポストコーン 東条社線 21 本 安全施設設置工事3

42 本
m
0 m

歩道整備
小 計

平成30年度交通安全施設設置実績(市道関係)

小 計

小 計

小 計

鋲

防護柵

車線分離標
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場所 実施内容 人数

5月13日 （月） 市内主要交差点
市職員・加東交通安全協会による
早朝立番

40人

13日 (月) 東条西小学校 歩行訓練（１～２年生）・自転車教室（３～４年生） 57人

14日 (火) 加東自動車教習所 高齢者交通安全教室(老人クラブ会員) 30人

14日 (火) やしろショッピングパークBio啓発キャンペーン 200人

15日 (水) 加東市民病院 啓発キャンペーン 100人

15日 (水） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 15人

16日 （木） 滝野東小学校 自転車交通安全教室（３～６年生） 360人

17日 （金） 滝野南小学校 自転車教室（３～４年生） 57人

20日 （月） 加東みらいこども園 歩行訓練（園児） 170人

運動期間中 市内　 のぼり・横断幕掲出 －

●交通安全教室等（春の交通安全運動期間中を除く）

場所 実施内容 人数

4月11日 （木） 東条東小学校 歩行訓練（全校生） 306人

12日 （金） 滝野南小学校 歩行訓練（１～２年生） 56人

12日 （金） 東条中学校 自転車教室（１年生） 43人

15日 （月） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 10人

15日 （月） 福田小学校 歩行訓練・自転車教室 116人

16日 （火） 米田小学校 歩行訓練・自転車教室 54人

16日 （火） 滝野中学校 自転車教室（１年生） 113人

18日 （木） 滝野東小学校 歩行訓練（１～２年生） 158人

24日 (水) たきの愛児園 歩行訓練（園児） 103人

24日 （水） 社中学校 自転車教室（全校生） 425人

5月8日 （水） 三草小学校 歩行訓練・自転車教室（全校生） 90人

22日 （水） 加東自動車教習所 外国人自転車交通安全教室 11人

令和元年度加東市交通安全対策事業計画

●春の全国交通安全運動期間中（5月11日～20日）

日　時

日　時
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場所 実施内容 人数

5月27日 （月） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 10人

28日 (火) 高岡育児園 歩行訓練（園児） 60人

28日 (火) 東条東小学校 自転車教室（３～４年生） 100人

30日 （木） 社小学校 交通安全教室（全校生） 580人

6月3日 (月) 兵庫教育大学附属幼稚園 交通安全教室（園児・保護者） 90人

4日 （火） 秋津保育園 交通安全教室（園児・保護者） 80人

5日 （水） さくら保育園 交通安全教室（園児・保護者） 80人

17日 （月） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 6人

7月10日 （水） 加茂こども園 歩行訓練（園児） (110)

8月1日 （木） 上久米公民館 交通安全教室 (90)

10月8日 （火） 社福祉センター 自転車交通安全教室 (60)

市役所ロビー 自転車交通安全教室 (20)

市内の施設 交通安全啓発活動 －

毎月１５日

日　時

未定
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●夏の交通事故防止運動期間中（７月１５日～２４日）

場所 実施内容 人数

7月16日 (火) 市役所ロビー 自転車交通安全教室 (20)

16日 （火） マックスバリュ社店 啓発キャンペーン (200)

17日 （水） 加東市民病院 啓発キャンペーン (100)

18日 （木） 嬉野交差点 啓発キャンペーン (100)

22日 （月） 市役所ロビー 自転車交通安全教室 (20)

市内 のぼり・横断幕掲出 －

●秋の全国交通安全運動期間中（９月２１日～３０日）

場所 実施内容 人数

市内主要交差点
市職員・加東交通安全協会による
早朝立番

－

加東自動車教習所 高齢者ドライビングスクール －

市内 のぼり・横断幕掲出 －

●年末の交通事故防止運動期間中（１２月１日～１０日）

場所 実施内容 人数

市内 のぼり・横断幕掲出 －

●シートベルト・チャイルドシート着用率調査

場所 実施内容 人数

市内 シートベルト・チャイルドシート着用率調査 －

日　時

9月（予定）

　　　　その他、市内のイベント等に参加し、啓発キャンペーンを実施する。

日　時

運動期間中

日　時

運動期間中

　　　　その他、市内のイベント等に参加し、啓発キャンペーンを実施する。

未定

〃

運動期間中

日　時

12



●広報・啓発関係

掲載媒体 実施内容 備考

5月5日 (日） 神戸新聞　北播版 春の全国交通安全運動

　　　　　     〃 秋の全国交通安全運動

広報かとう 春の全国交通安全運動

　　　         〃 夏の交通事故防止運動

　　　         〃 秋の全国交通安全運動

　　　         〃 年末の交通事故防止運動

ケーブルテレビ文字放送
市ホームページ掲載

春の全国交通安全運動

　　　　　　　〃 夏の交通事故防止運動

　　　　　　　〃 秋の全国交通安全運動

　　　　　　　〃 年末の交通事故防止運動

かとう安全安心ネット
防災行政無線による戸別放送 春の全国交通安全運動

　　　　　　　〃 夏の交通事故防止運動

　　　　　　　〃 秋の全国交通安全運動

　　　　　　　〃 年末の交通事故防止運動

市内・各庁舎 のぼり、横断幕の掲出

●対策委員会・会議等

場所 実施内容 人数

6月25日 (火） 加東市役所 加東市交通安全対策委員会 35人

加東市役所 加東市交通安全対策委員会専門部会 －

11月16日 (土) 滝野文化会館 第４回 安全安心のまちづくり加東市民大会 (300)

加東市役所 加東市交通安全対策委員会専門部会 －

１２月

９月

運動期間中

　令和２年　3月

日　時

９月

１２月

７月

９月

５月

日　時

５月

７月

１２月号

９月号

７月号

５月号

９月
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要望
番号

交通安全施設
要望開始
年度 要望者 　  信号機設置要望場所　(路線名等） 　 要　 望　 理　 由

1 H29 南山地区
南山5丁目　南山西交差点
（市道中央道線、市道インターパーク補幹1号線、市
道山麗線交差点）

通学路であり、南北へ横断時の歩行者用信号機がないため、危
険である。東条東小の児童、東条中の生徒が通学に利用してい
る。

2 H30 山国地区
山国1275－2地先（主要地方道神戸加東線と市道山
国松尾線の交差点）

道路の拡幅に伴い、交通量の増加及び通行車両のスピードアッ
プが予想され、市道から県道の横断や車の侵入等に危険が伴う
ため。

1 R1 下久米地区
下久米731　地先　下久米橋の東側
（主要地方道西脇三田線）

ガソリンスタンドまで横断歩道が無く、横断に危険を伴うため。

2 R1 下久米地区
下久米108　地先　下久米公民館前
（主要地方道西脇三田線）

交通量が多く、公民館への横断に危険を伴うため。

令和元年度交通安全施設設置要望書一覧(R1.6現在）

横断歩道

信号機
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