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会

新年のご挨拶

長

清

新年明けましておめでとうご
ざいます。元号が令和となって
初めての新年でありますが、オ
リンピックイヤーである本年
が、皆様及び当業界にとって良
き一年であることを念願し、新
年のご挨拶を述べさせていただきます。
まず、昨年を振り返りますと、道路標識点検診断
士が、 1 月に念願の国土交通省技術者資格として登
録されました。
予算等の要望は、議員懇談会等において国会議員
の皆さんにお願いしているほか、初めて国家公安委員
会委員長及び国土交通省北海道局長に要望をいたし
ました。国土交通省には、10月に「交通安全に係る要
望」として、交通安全事業予算の増額確保、大津市
の事故を踏まえた歩行者安全対策、老朽化対策、分
割発注の促進、専門事業者の積極的活用等の具体的
な要望を行い、その後、北陸、関東、九州、東北、近畿、
中部の地方整備局に要望に行ってまいりました。
昨年は特定技能外国人制度がスタートしましたが、
当業界においても一部の企業が外国人の活用を望ん
でいることから、11月の理事会において受入事業の
承認をいただき、一般社団法人建設技能人材機構に
加入することになりました。この機構に加入するこ
とで、当協会の会員企業が外国人を採用することが
可能となりますので、今後、当協会も受入れに向け

水

修

完成した国立競技場（東京都新宿区）

一

ての作業を的確に進めていきたいと考えております。
次に、本年の展望ですが、私は、日頃「人づくり」、
「組織づくり」、「仕事づくり」が重要であると申し
上げています。
「人づくり」では、登録標識・路面標示基幹技能者
や道路標識点検診断士の育成をしておりますが、これ
らの資格が活用されるよう、関係者に強く働きかけて
いきたいと思います。幸い、昨年、兵庫国道事務所が
直轄事業として初めて「道路標識工事と点検をパッ
ケージにした点検付道路標識工事」を試行し、道路
標識点検診断士の配置企業に加点することとしました
が、この流れが定着するよう努めてまいります。
「組織づくり」では、昨年は九州協会はじめ各支
部のご努力により、会員が大幅に増加しましたが、
質量ともにより強固な組織となるよう、皆様ととも
に努力してまいります。
「仕事づくり」では、引き続き国会関係者や関係
官庁への要望活動を推進するとともに、地方整備局
に「災害協定」の締結を働きかけてまいりたいと考
えております。
本年は、オリンピック及びパラリンピックが開催
され、当業界にとっても重要な年になりますが、当
協会は、業界の発展のため、これらの課題に真剣に
取り組んでまいります。
終わりに、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上
げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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警察庁交通局長年頭祝辞
警察庁交通局長

新年あけましておめでとう
ございます。
皆様方には、平素から交通
警察行政の各般にわたり、深
い御理解と御支援をいただい
ておりますことに対し、深く御礼申し上げます。
さて、昨年の交通事故による死者数は、3,215人で、
3 年連続で戦後最少を更新しました。
これもひとえに、平素から交通安全活動に携わる
皆様の多大なる御尽力のたまものであり、心から感
謝を申し上げます。
しかしながら、今なお多くの尊い命が交通事故で
失われていることには変わりなく、高齢運転者によ
る事故や、子供が犠牲となる事故も後を絶たないな
ど、交通事故情勢は厳しい状況にあります。
こうした状況を受けて、政府は昨年 6 月に緊急対
策を決定し、未就学児等の子供や高齢運転者の交通
安全対策に取り組んでいるところです。
警察といたしましても、これらの取組に重点を置き
つつ、本年、最終年となる第10次交通安全基本計画
に基づき、政府が目標とする「世界一安全な道路交

北村

博文

通」の実現に向けて、各界各層と連携しながら、交
通安全教育、交通指導取締り、交通安全施設等の整
備、先端技術の普及活用等の諸対策を着実に推進し、
交通事故死者数の更なる減少を目指してまいります。
交通事故は、国民の誰もが当事者となるおそれの
ある身近な問題であり、安全で快適な交通社会を実
現するためには、関係機関・団体と地域、家庭、職
場などが緊密に連携し、官民一体となって、国民一
人一人の交通安全意識を高めていくことが必要不可
欠と考えております。
貴協会におかれましては、より良い道路交通環境
の実現のための道路標識・標示の研究開発等を始
め、春・秋の全国交通安全運動の機会における広報
啓発活動や「子どもを守ろうプロジェクト」などの
交通安全活動に取り組んでいただいており、今後と
も、こうした活動を推進していただきますようお願
い申し上げます。
結びに、貴協会のますますの御発展と皆様の御健
勝、御多幸を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせ
ていただきます。

国土交通省道路局長年頭祝辞
国土交通省道路局長

令和 2 年の新しい年を迎
え、お慶び申し上げます。ま
た皆様には、平素から道路行
政の推進につきまして、格別
のご支援、ご協力を賜り、厚
く御礼申し上げます。
我が国が令和の時代、そして将来にわたり世界の
リーダーとして発展していくためには、強いインフ
ラ、そして国土をつくっていくしかありません。新
年にあたり、このことについて皆様と思いを 1 つに
できれば幸いです。
昨年は、台風15号・19号など、全国各地で大きな
災害が相次ぐとともに、 5 月には大津市での園児の
交通死亡事故などが発生しました。こうしたことを
踏まえ、災害からの復旧・復興を速やかに行うとと
もに、事前防災としての橋梁の損傷防止対策や無電
柱化等の防災・減災、国土強靱化の更なる推進、交
通安全対策などに取り組んで参ります。
本年夏には、東京オリンピック・パラリンピック

池田

豊人

が開催されます。大会期間中における円滑な輸送を
確保するため、首都高の料金施策を実施するととも
に、駐車場探しによるうろつき抑制のため、事前予
約システムの導入を進めます。
道路標識についても、高速道路ナンバリングや英語
表記の改善等によりわかりやすい道案内を推進すると
ともに、文字等が見えにくい標識の更新等にも取り組
み、令和時代の「おもてなし」を実現して参ります。
また、昨年10月には、「道路標識設置基準」を改
正しました。この中では、これまで市役所や福祉施
設の近くなどに設置することとしていた地図標識に
ついて、交通結節点や観光地等へも設置できるよう
対象範囲を拡大しました。東京オリンピック・パラ
リンピックの後も、道路標識改善の取り組みを全国
的に進めて参ります。
今後も、皆様のご協力も賜りながら、多岐にわた
る道路行政を進めて参ります。
結びに、皆様の一層の御健勝、御活躍を心から祈
念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。
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第 6 回議員懇談会を開催
11月20日（水）、自由民主党本部において第 6 回道
路標識等議員懇談会が開催されました。懇談会には
二階俊博会長（自民党幹事長）を始め多数の国会議
員、国土交通省の池田豊人道路局長、野田勝大臣官
房審議官、丹羽克彦道路局企画課長、警察庁の北村
博文交通局長、遠藤顕史交通規制課長などが出席さ
れました。全標協からは、政治連盟の清水会長、光
吉副会長、新美副会長、神戸副会長（全標協関東支
部長）、東幹事長（全標協理事）、長坂事務局長、全
標協の松村副会長、伊藤専務理事、笠原専務理事、
全支部長（協会長）などが出席しました。

懇談会は佐藤信秋事務局長（全標協顧問）及び山
本順三副会長（前国家公安委員会委員長）の司会に
より行われ、二階幹事長のご挨拶、清水会長の挨拶
に引き続き、長坂事務局長がパワーポイントを使用
して国土交通省関連要望事項と警察庁関連要望事項
を説明しました。
懇談会では、平沢勝栄副会長（衆議院議員）、加
藤勝信副会長（厚生労働大臣）、林幹雄幹事長（自
民党幹事長代理）を始め多くの国会議員から「道路
標識・標示の早めの更新」、「横断歩道関係予算の充
実」、「防護柵の整備」、「自動運転と標識」などにつ
いての意見や質問が出されました。

予算・税制等懇談会において予算等を要望
11月 7 日（木）、自由民主党本部で開催された「予
算・税制等に関する政策懇談会」に清水会長と笠原
専務理事が出席しました。
懇談会は自民党国会議員多数と建設・住宅・不動
産関係の15団体が出席し、行われました。
全標協は、清水会長が国土交通省と警察庁関連の
予算等要望について説明しました。
懇談会では、出席した議員から「生活道路がト
ラックの抜け道として利用されるなどしており、対
策が必要である。消えたラインも目立ち、しっかり
予算を確保しなければならない。」という発言など
がありました。
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各地方整備局への要望活動を行う
全標協は、10月31日、北陸地方整備局に対し交通

11月19日（火）には清水会長、光吉、松村、新美 3

安全対策事業に係る要望活動を行いました（11月号

副会長、伊藤専務理事が関東地方整備局を訪れ、石

に掲載）が、その後、各地方整備局に対しての要望

原康弘局長を始め、関係幹部に要望しました。

活動を行いました。

11月28日（木）には清水会長、伊藤専務理事、今別
府英樹九州協会会長などが九州地方整備局を訪れ、
村山一弥局長を始め、関係幹部に要望しました。
12月 2 日（月）には伊藤専務理事、小山内章誠東北
支部長などが東北地方整備局を訪れ、酒井洋一道路
部長、西尾崇企画部長を始め、関係幹部に要望しま
した。
12月23日（月）には清水会長、伊藤専務理事、平野
好昭関西支部長などが近畿地方整備局を訪れ、井上
智夫局長を始め、関係幹部に要望しました。また、
同日、清水会長、伊藤専務理事、前山達彦中部支部
長などが中部地方整備局を訪れ、勢田昌功局長を始
め、関係幹部に要望しました。
全標協は、今後も関係官庁への要望活動を鋭意

九州地方整備局における村山局長への要望

行っていくこととしています。

第 6 回国土交通省との勉強会を開催
11月 8 日（金）、国土交通省において第 6 回「区画

全標協からは、
「分離・分割発注の状況」
（各地整の

線、標識、防護柵等の工事発注のあり方に関する勉

発注状況、見えにくい標識の現状）及び「子供の移動

強会」が開かれました。

経路、生活道路のエリア等における交通安全対策の促

勉強会には、国土交通省から池田豊人道路局長を始

進」
（生活道路用柵、ボラード等）
について説明しました。

め、大臣官房、道路局の幹部が出席されました。全標

国土交通省からは、
「分かりやすい道案内の推進」、

協からは、清水会長、新美副会長、神戸関東支部長、

「道路標識設置基準の改定」、
「道路施設の点検結果」、

桶井標識委員長、上林環境・防護柵等委員長、前島ト

「未就学児等の交通安全対策と交付金」、「公共工事

ラフィックサインメーカー協会会長などが出席しました。

の品質確保の促進に関する法律の改正」の 5 点につ

勉強会は、「道路標識・区画線・防護柵等の発注
方法」と「防護柵工事に係る紹介」をテーマに行わ
れました。

いて説明がありました。
勉強会は、道路局長が冒頭から終了まで出席さ
れ、熱心な議論が交わされました。
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第 2 回基幹技能者講習（11月）合格者名簿
標
支部名

氏

東北

北嶌

関東

名

会

社

名

識
支部名

健作 ㈱秀明

氏

名

会

社

北陸

越智

佐々木健一 リキ・トラフィック企画㈲

北陸

好田裕一郎 交通企画㈱

関東

宇都木正之 マーキングウェイ㈱

中部

柴山

関東

小沢

関西

西野

誠 大共道路設備㈱

関東

藤本

関西

植田

政治 日本道路保安㈱

関東

田畑

邦義 埼玉ライナー㈱

四国

北添

泰博 大東産業㈱

関東

松沢

春樹 矢木コーポレーション㈱長野支店

九州

鶴長

関東

工藤

成嗣 埼玉ニット―㈱

九州

飯塚

恒太 積水ヒノマル㈱

北陸

松原

洋志 日本海興発㈱

九州

高村

真樹 ㈲ラインサービス

北陸

田口

昭英 スタンドアドサービス㈱

九州

坂本

竜也 中央ライン㈱
修 ダイケンテクノ㈱

名

亮 ㈱摩郷

幸亮 E.TSS㈱

賢 ㈱アイエスティー

上 太陽テック㈱

路面標示
支部名

氏

北海道

木下

北海道

澁谷

北海道

名

会

社

名

雅仁 IS工業㈱

支部名

氏

名

会

社

名

北陸

牛谷

壮志 スタンドアドサービス㈱

稔 日本マーキング㈱

中部

小西

祐樹 ㈱Jトラフィック

中島

克己 日本マーキング㈱

中部

榧守

富広 ㈱佐藤興商

北海道

吉田

直行 日本ライナー㈱北海道支店

関西

畑

将司 日光産業㈱

東北

千葉

一彦 ㈱協栄興産

関西

筧

健佑 日光産業㈱

東北

神山

幸広 北日本ライン㈱

関西

國吉

東北

小松原正樹 酒田塗装㈱

関西

大東

孝聖 京阪マーキング㈱

東北

瀧澤

敏昭 ㈲秋田中央ライン

関西

永松

裕士 京阪マーキング㈱

関東

麻生

真弘 神交工業㈱

関西

深尾

国博 三栄ライン㈱

関東

鹿野

純 ㈱三建工業

中国

山脇

直樹 ㈱サンスパック

関東

小峯

拓也 カンセイ工業㈱

中国

岸田

和也 ソレックス㈲

関東

武井

宏晃 カンセイ工業㈱

中国

岩佐

敦 東亜興産㈱

関東

葉山

裕二 カンセイ工業㈱神奈川営業所

四国

久米

章夫 大東産業㈱

関東

高山

和邦 神交工業㈱

九州

白川

誠 ㈱アイエスティー

関東

丸山

啓示 矢木コーポレーション㈱長野支店

九州

甲斐

暢 太陽テック㈱

関東

内山

博貴 矢木コーポレーション㈱長野支店

沖縄

金城

力 ㈲ぐすく開發

北陸

根岸

毅 ㈱レックス

沖縄

新里

順一 ㈲ぐすく開發

北陸

村上

豊 アドライナー㈱

徹 ㈱光陽
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子どもを守ろうプロジェクト第11回全国大会開催される
全国大会事務局

愛知県協会

前山 達彦

10月24日（木）、子どもを守ろうプロジェクト第11

について広く世の中の人たちに理解してもらうことが

回全国大会が、鹿児島県鹿児島市の鹿児島サンロイ

大切だと思っております。最近では、このプロジェク

ヤルホテルにおいて開催されました。この大会には

トが世の中に認知され、全国各県での活動がテレビで

全標協本部、北海道、関東支部、東京都、神奈川県、

放映されるようになってきました。このプロジェクト

山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、

を子どもたちと一緒に行うことにより、子どもたちに

兵庫県、中国支部、広島県、島根県、岡山県、山口

交通安全あるいは防犯活動について、体験するという

県、徳島県、九州協会、福岡県、佐賀県、長崎県、

形で印象に残り、注意喚起できる大きな効果があると

熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県と全国22都道府

思っています。今後とも各方面のご理解をいただき、

県、 3 支部より137名ものご参加をいただきました。

活動を続けてまいりたい。
」と挨拶がありました。
ご来賓挨拶
ご来賓を代表して、鹿
児島県三反園訓知事から
「鹿児島県といたしまし
ては、子どもが被害者と
なるような事件事故を絶
対に起こしてはならない

三反園鹿児島県知事

という強い気持ちを持って、子どもの安全確保に努
めてまいりたいと考えております。」とのご挨拶を
賜りました。
最初に大会事務局の前山より開会のご挨拶を申し

鹿児島県警察大塚尚本

上げました。次に、地元鹿児島県支部の庵芳孝支部

部長からは「道路標識・

長より「全国大会開催が決まってからは、各市町村

標示業協会の皆さまにお

の皆様のご協力をいただいて協会員と活動する中

かれましては、子どもを

で、自分たちがやることはまだまだあると感じまし

守ろうプロジェクトの活

た。また、鹿児島にはいろいろな観光スポットがあ

動 を 通 じ て、 路 面 の カ

ります。十分楽しんでいただければと思います。」

ラー舗装、立体カラー標示、防護柵等の安全施設を

と歓迎の挨拶がありました。

通学路に設置するなどして子どもたちを交通事故や

大塚鹿児島県警察本部長

犯罪から守る環境づくりに大きく貢献していただい
清水会長挨拶

ております。」とのご挨拶を賜りました。

全標協を代表して清水修一会長より「本プロジェ

鹿児島市森博幸市長か

クトは13年前愛知県協会で産声を上げ、その後、前

らは「子どもたちの交通

山支部長や愛知県協会の皆さんの地道な努力、熱意

安全対策が喫緊の課題と

ある働きかけにより全国展開となりました。直近まで

なっている中、それぞれ

の 5 年間は全標協主催の全国大会という形で開催さ

の地域で交通安全施設整

せていただきましたが、このプロジェクトも全国展開

備分野の専門集団として

し、広く皆さんに認知されつつあるので、今回からは

ご活躍されている皆様が一堂に会し、意見を交され交

新しく全標協協賛という形に切り替えさせていただき

流を図られることは誠に時宣を得た大変有意義なこと

ました。この社会貢献活動は純粋な意味で素晴らし

であると考えております。
」とのご挨拶を賜りました。

い活動であり、この活動を通じて我々の業界の仕事

鹿児島県議会桑鶴勉副議長からは「子どもは未来

森鹿児島市長

トラフィック サポーター

令和 2 年（2020年）1月号（7）

からの贈り物でありま

をわたりましょう・とまれ）車線分離標（ 4 本）
、

す。ですから子どもは社

標識「通学路とびだし注意！」
「通学路こども注

会をあげて事故や危険な

意！」
（ 2 枚）を設置

場所から守っていかなけ

・同年度

ればならない。我々はそ

桑鶴鹿児島県議会副議長

ういう責めを負っている

ものと思います。」とのご挨拶を賜りました。
このほか、ご来賓として、長島町岩切豊副町長、

日置市伊作小学校周辺

横
 断歩道 1 か所にサイン入り（とびださない・とまって
左右）車線分離標（ 4 本）区画線「横断歩道あり」
「予
告マーク」
「止まれ」
「横断線・停止線」
「実践」を設置
・令和元年度

出水郡長島町

日置市教育委員会奥善一教育長、南さつま市大薗昌

長
 島町鷹巣地区に交通事故抑止のためグリーンベ

吾建設部長、柴立鉄平鹿児島県議会議員、鹿児島県

ルト86メートル、ソリッドシート（ブロックタイプL）

野仲典理土木部次長、鹿児島県警察本部吉國修一交

30枚を施工、小学生連れ去り防止の防犯標語「いか

通部長のご臨席を賜りました。

のおすし」シートを 7 小学校（伊唐小、川床小、蔵
之元小、獅子島小、城川内小、鷹巣小、平尾小）に

協会「子どもを守ろうプロジェクト」活動報告
概要は以下のとおりです。

各 2 枚計14枚設置し、平尾小学校ではシート貼付け
作業等をする児童の様子がテレビ放映されました。

鹿児島県支部（鹿児島県交通安全施設工事業協会）
平成26年度からプロジェクトを開始し、鹿児島県
内の小中学校周辺の交通事故対策及び防犯対策を目
的として活動しており、これまで、南さつま市、鹿
児島市、出水市、日置市、出水郡長島町においてプ
ロジェクトを推進してまいりました。
・平成26年度

グリーンベルト施工

ソリッドシート施工

「いかおすし」シート

平尾小学校テレビ報道

南さつま市万世中学校周辺

中央線を消去し、「外側線」「ソリッドシート（ブ
ロックタイプL）」
「グリーンベルト」
「予告マーク」
「止まれ」を設置
・平成29年度

鹿児島市

中州小学校周辺

福岡県支部（福岡県交通安全施設業協会）

横断防止柵74メートル
（ 3 か所）を設置
・平成30年度

福岡県は平成28年から子どもを守ろうプロジェク

出水市

高尾野小学校周辺

トの活動を行っており、平成28年に福岡県春日市で
鹿児島市長から感謝状授与

横
 断歩道 3 か所にサイン入り（学童注意・みぎよ

交差点直近に溶融式シートを 8 枚貼り付け、交差点注
意標示を 4 か所施工しました。

しひだりよし）車線分離標（12本）
、区画線「破線」
「横断線・停止線」
「予告マーク」
「止まれ」を設置
・同年度

出水市出水小学校周辺

横
 断歩道 1 か所にサイン入り（学童注意・みぎよ
しひだりよし）車線分離標（ 4 本）
、区画線「横断線・
停止線」
「予告マーク」
「止まれ」
「破線」を設置
・同 年度

日置市飯牟礼

平成30年から会員会社約100社（約300台）の工事

小学校周辺

用車両へ「こども110番の車（縦15センチ×横23セ

車
 線分離標（21本）
、区

ンチ）」のステッカーを貼付し、子どもの安全を見

画線「この先カーブあ

守っています。自治体等からも「素晴らしい活動で

り」
、横断歩道 1 か所に

すね。」と評価されています。現在も継続中です。

サイン入り（横断歩道

日置市長から感謝状授与

令和元年 9 月には、那珂川市の安徳南小学校、那
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板の設置を働きかけたのです。そして広島市安佐南
区の緑井小学校区での設置の調整に入り、令和元年
6 月に 5 か所に設置いたしました。その後 9 月に標
示板設置に対し、民間企業 4 社の協力がありました。
これらの活動は新聞、テレビの取材を受け、当組合
の存在を知ってもらうよい機会となりました。

珂川南中学校の通学路対策を行いました。両校合わ
せて 1 日約1300人通学し、交通量も多い地域です。
防災ハザードマップ設置（緑井小学校正門前）

通学路における赤白横断歩道 とび出しキケンの溶融式路面シート
（安徳南小児童がデザイン）

緑井小学校における贈呈式

他に区画線の塗り替え及びとび出し防止のガード

緑井公園での設置作業
広島市杉山朗安佐南区長か
らの感謝状授与
（右側が宮川裕正全標協中国
支部長兼広島安全施設業協
同組合理事長）

パイプ約60メートルを学校周辺に施工し、新聞、テ
レビ報道にも取り上げられました。 9 月26日には、
田中賢哉支部長兼会長から那珂川市武末茂喜市長へ
目録贈呈を行いました（テレビ報道あり）。
広島県協会（広島安全施設業協同組合）
今回の活動は災害の避難行動に結び付けるための
活動です。災害で犠牲になる人がなくなればと思い

神奈川県協会
当協会は平成28年から本格的に子どもを守ろうプ

活動しております。平成26年 8 月の広島土砂災害、

ロジェクト活動を始めまして、広島県大会で一度活

平成30年 7 月の西日本豪雨災害で多くの人が犠牲に

動報告をさせていただいております。昨年の山梨県

なりました。被害に遭った多くの人々が危険区域や

大会以降、平成31年 1 月16日に逗子市立久木小学校

被害想定区域の情報を知らず、普段生活している地

周辺（単柱標識・車線分離標他施工）、平成31年 4

域にどんな危険が潜んでいるか認識が薄かったので

月23日に横浜市立すみれが丘小学校周辺（路面シー

す。現在、広島県や広島市のホームページで危険区

ト施工、カラー塗装、区画線施工）、横浜市立北山

域などを公開し、注意を呼び掛けています。自然災

田小学校周辺（路面シート 4 枚施工）、横浜市立勝

害から身を守るためには、普段生活してところが災

田小学校周辺（路面シート12枚施工）、横浜市立都

害時どんな危険が潜んでいるかをたくさんの人が認

田西小学校周辺（路面シート 4 枚施工）で活動をさ

識すべきだとの考えから、
「2019子どもを守ろうプロ

せていただきました。

ジェクト委員会」
を2018年後半から立上げ、危険区域、

逗子市立久木小学校周辺には歩道はあるものの小

警戒区域、被害想定区域に該当する小学校区に対し、

学校が 2 校隣接している地域で、道路は狭く、鎌倉

いつも子供

方面から逗子を通り、横浜方面への抜け道に使われ

や親御さんが

ているところであり、朝夕の登下校の際は危険なと

見られる場所

ころであることから選定させていただきました。

に設置するこ

このボランティア活動によりすみれが丘小学校か

となどをコン

ら感謝状をいただきました。また神奈川県警察本部

セプトに標示

広島県防災キャラクター「タスケ 3 兄弟」

交通部長からは今回及び以前からのボランティア活

トラフィック サポーター

逗子市立久木小学校周辺の設置・作業状況
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動に対しての感謝状をいただきました。
その後、県の活動発表、意見交換が活発に行われ
ました。
最後に全標協松村みち子副会長から総評として、
「鹿
児島県知事をはじめ錚々たる方が駆けつけてくださり、

車線分離標・擬似縁石・
路面シート

路面シート施工

全国大会に花を添えていただき、大変うれしく、励まさ
れました。全国大会がこれだけ行政の方にも注目され
る活動になってきたと思いました。
」などと大会につい
ての感想を述べられ、更に「鹿児島県支部の発表DVD
の内容が大変分かり易く、コンパクトにできており、全
標協の子どもを守ろうプロジェクトあるいは社会貢献活
動のPR動画として活用できるかもしれません。
」等活
動報告発表県の注目すべき点を紹介されました。
最後に、犯罪・交通事故・災害から子どもを守る
ポイントとして
1

犯罪から子どもを守る
子どもの犯罪被害は減少傾向
策が必要

カラー塗装（ベンガラ）・区画線

通学路の防犯対

知っている人でもついていかない工

夫が大事
横浜市立すみれが丘小学校周辺施工状況

2

災害から子どもを守る
大災害が発生すると子どもの被害者が多い（阪
神淡路大震災・東日本大震災）

3

交通事故から子どもを守る
身近な生活道路で発生、おおむね自宅から半径
500メートル以内

児童デザイン路面シート貼付け

溶融式路面標示

に多く発生

通学通勤、下校帰宅時間帯

ゾーンでの対策が必要

などについて説明があり、閉会しました。
懇親会は、全標協光吉延博副会長の挨拶、乾杯の
発声により始まり、全国の交流がにぎやかに行われ
ました。その後、今別府英樹九州協会長の挨拶、中
感謝状贈呈式（令和元年 5 月 7 日すみれが丘小学校）

締めが行われ、閉会となりました。
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子どもを守ろうプロジェクト第11回全国大会における総評
副会長
令和元年10月24日（木）に鹿児島市で行われた「子
どもを守ろうプロジェクト第11回全国大会」におい
てコメントをいたしましたが、その骨子をとりまと
めました。皆様のご参考になりましたら幸いです。
1

子どもの被害の特徴と子どもを守るポイント
犯罪、交通事故、災害から子どもを守る活動では、
子どもの被害の実態をつかんでおくことが大事で
す。被害の特徴として以下の 3 点が挙げられます。
①子どもの犯罪被害は減少傾向にある、②子どもの
交通事故の発生場所は身近な生活道路である、③大災
害が発生すると子どもの犠牲（災害死）が増加する。
それぞれの特徴と、子どもを守るポイントについ
て述べます。
①子どもの犯罪被害
13歳未満の子どもの被害件数及び罪種別被害状況
の推移をみると、2002年以降、子どもの被害件数は
減少傾向にあります。
通学路にひそむ新たな危険として問題になってき
たのが身近な人物や顔見知りによる犯罪です。2017
年に千葉県松戸市で起きた小 3 女児殺害事件では小
学校の保護者会会長が逮捕されました。子どもの見
守り活動を続けていた人物でしたので世間に衝撃を
与えました。また公園や子どもが遊ぶ場所にいる見
知らぬ人も、何度か声をかけられると子どもにとっ
ては「見知らぬ人から知っている人」に変わります。
防犯標語の「いかのおすし」の一つ目は「知らな
い人にはついていかない」ですが、「知っている人
にも不用心についていかない」ことを子どもに教え
る必要があります。
2018年に新潟市で小 2 女児が殺害され線路上に遺
棄された事件がありました。下校時に一人になった
時を狙った一瞬の犯行でした。
このような犯罪から子どもを完全に守るのは難し
いですが、対応策としては、
＊空白の時間を作らない対策をする
＊一人の場面を作らない工夫をする
＊自宅までの最後の数十メートルの安全のため、子
どもと「死角の再確認」をする
＊顔見知りでもついていかない
＊「ありえない」で思考停止しない
ことが大切と思われます。
②子どもの交通事故
子どもの交通事故は、警察庁の事故データから以
下の点が明らかになっています。
＊子どもの人身事故は自宅から500m以内で多発している

松村みち子
＊自宅から500m以内の歩行中の事故は、 7 割以上が
歩行者が横断中に発生している
＊自転車乗用中の事故は、車両との出合い頭の事故
が約 5 割と多い
図 1 は平成29（2017）年中の歩行中の自宅からの距
離別死者数を表したものです（警察庁交通局資料よ
り）。500m以下が55％と半数を超えていることが分
かります。この割合はほぼ毎年同じです。

図1

図 2 は平成29年中の5.5m未満の道路における状態
別・時間別事故発生状況です（警察庁交通局資料）。
状態別では「自動車乗車中」と「自転車乗用中」、
時間別では「午前 6 時〜午前 9 時の間」と「午後 4
時〜午後 7 時の間」の事故の発生が多くなってい
ます。「通学・通勤時間帯」と「下校・帰宅時間帯」
の事故発生が多いことが明らかにされています。
通行目的が「通学」と「下校」の事故を抽出し、
当事者の年齢を小学生相当（ 6 〜 12歳）、中学生相
当（13 〜 15歳）を指定して分析すると、「通学路」
の安全対策が効果的であると言えます。

図2

③子どもの災害死
図 3 （内閣府「子供・若者白書」平成27年版より
作成）から明らかなように、不慮の事故による死亡
数（30歳未満）は減少傾向にあります。死因の圧倒
的多数は交通事故です。ところが1995年と2011年は
「その他」の死亡数が突出しています。1995年には

トラフィック サポーター

兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）が、2011年に
は東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）が発生し
ました。死因をもっと詳しく調べると、厚生労働省
の「人口動態」統計に「事故区分別構成割合」が示
されていて、通常の年は 1 歳以上の事故の 1 位は交
通事故、 2 位が溺死・溺水です。 0 歳児のみ「窒息」
が第 1 位です。この傾向は例年ほぼ同じです。この
構成割合が例年と違ったのが、大震災が発生した年
でした。例えば2011年には子どもの死因の第 1 位が
「地震による受傷」で、 1 歳から14歳までの「不慮
の事故による死亡数」の65％以上を占めました。
つまりひとたび大災害が発生すると、子どもの犠
牲が突出して増加するのです。
災害死を減らすためにも、津波標識や避難誘導
シート、ソーラー式避難誘導サインの設置などの地
道な活動が重要であると考えています。
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発生件数の推移を示したものです（警察庁交通局資
料）。幅員5.5m未満道路つまり生活道路の交通事故
発生件数は、幅員5.5m以上の道路つまり幹線道路と
比較し、減少率が小さいことが見てとれます。
身近な生活道路の交通事故を減らすことが求めら
れています。ハンプや狭さくにより車を減速させた
り、既設の中央線を抹消して歩行空間を確保して歩
行者の安全を守るなどの対策が考えられます。

図4

図3

2

未就学児の安全対策
さて本年 5 月に滋賀県大津市の交差点で、歩道で
信号待ちをしていた保育園児らの列に乗用車が突っ
込む事故が発生し、園児 2 人が死亡し、園児と保育
士14人が負傷しました。
この事故を受けて、政府が未就学児などが日常的
に集団で移動する道路の緊急点検を決定したことは
皆様もご存じの通りです。
全標協では愛知県協会が早速「未就学児が日常的
に移動する経路の安全対策」として「キッズゾーン
特集」のパンフレットを作成しました。さすが「子
どもを守ろうプロジェクト」の活動を先導してきた
愛知県協会さんだけあって、素早い対応です。パン
フレットではキッズゾーンの路面標示だけでなく、
全標協が通学路・スクールゾーンの安全対策として
提案している車両用防護柵、さらに横断歩道の開口
部に車止めを設置することやその設置方法なども図
と写真入りで解説しています。
実は大津市役所から私に、安全対策についてのご
相談がありました。そこで、このキッズゾーン特集
のパンフレットもお送りしましたところ、「こうい
う具体的なものが欲しかった。参考にさせてもらい
ます」と大変喜んでいただけました。
図 4 は全事故発生件数と幅員5.5m未満道路の事故

図 5 は衝突時の車の走行速度と歩行者が致命傷と
なる確率を表したもので、2008年にWHOから出版さ
れ た「Speed management-A road safety manual for
decision-makers and practitioners」という報告書に
掲載されたものです。車の走行速度が時速30kmでは
致死率が約10％であるのに対し、時速50kmになると
致死率が80％以上となり、車の走行速度が増えると
致死率が上昇することを示しています。これが
「ゾー
ン30」を導入する理論的根拠となりました。
ご承知のように通学路は小学校や保育所等に通うた
め 1 日につき概ね40人以上が通行する道路で、小学校
等の敷地の出入口から 1 km以内の区域にあります。ま
たスクールゾーンは小学校から概ね半径500mの範囲で
設定されています。登校、下校時間はおおよそ決められ
ていますし、お子さんも保護者も近隣にお住まいです。

図5

それに対して保育園は子どもが近隣に住んでいる
とは限りません。保育園のお散歩も、その日の天候
等により行き先や経路も異なってきます。未就学児
の移動の経路の安全は、保育園などともよく話し合
い、より効果的に子どもの命を守れるような取り組
みになるよう祈念しています。
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近畿地方整備局等との勉強会の開催について
全標協関西支部事務局長
1

はじめに
令和元年11月13日、国土交通省近畿地方整備局等
との勉強会を兵庫国道事務所において開催しました。

勉強会には、近畿地方整備局道路部交通対策課、
兵庫国道事務所（計画課、工務第一課、管理第二課、
神戸、西宮、洲本、明石各維持出張所）
、京都国道事
務所管理第二課のほか、兵庫県、兵庫県道路公社、
神戸市、神戸市道路公社、西日本高速道路（株）
、本
四高速道路（株）等の担当者32名が出席されました。
兵庫国道事務所竹井宏和総括保全対策官による今
回の勉強会の主旨やテーマ選定の説明があり、続い
て、関西支部平野好昭支部長から全標協の活動概要、
登録標識・路面標示基幹技能者の工事現場において
の役割・任務や新たに国交省登録技術者資格となっ
た道路標識点検診断士の紹介を行いました。特に、
道路標識の老朽化対策の品質を確保し、適正な管理
を行うためには、専門的な知識、技能や経験を有す
る者によって実施されることが必要であることから、
道路標識点検診断士の積極的な活用を訴えました。
2

勉強会テーマ
今回は、道路法、道路交通法、標識の分類（本標
識・補助標識）、種類、設置者区分（道路管理者・
公安委員会）等の注釈を加えながら、本題テーマの
道路標識の老朽化や輝度低下による視認性について
の勉強会を実施しました。
①道路標識・標示に関する命令の改正に伴う標識デ
ザインの変遷
ア 標識令とは
・
 内閣府・国交省令である。 ・道路標識・標示・
区画線のそれぞれの様式、法令上の内容、設置方
法や設置基準を詳細に規定している。 ・具体的な
法的効力や法的解釈はこの命令に規定されている。
イ 関係法令と各管理者の管理指針との関係
○道路法・道交法～標識令～道路標識設置基準～
標準設計図集等

辻野善久

ウ 標識デザインの変遷
・
 1960年
標識令施行 ・1963年 高速道路など
の標識を新設等 ・1971年 都道府県道番号追加等 
・1986年 日本語はナール、英数字はヘルベチカへと
変更等 ・2020年 高速道路に路線番号が付与等
②設計基準改訂後の健全性の確認
平成14年に設計基準が改訂（新図集）され、下記
2 項目が追加された。
・高架部の設計条件を追加（路側式、片持、門型式）
・一般部の基礎の斜風考慮を追加（片持、門型式）
上記一般部の改訂に基づき、兵庫事務所管内の国
道 2 号、175号に設置された 2 基の標識について照
査した結果を発表しました。
以上 2 例について、現場検証結果を具体的な数値
と新旧図集の数値を比較説明するとともに、対策案
等も紹介しました。
③老朽化に起因する標識などの損傷事例
情報板柱の転倒、吊り下げ式標識の落下、標識当
て板の落下、標識柱（門型、片持ち式）の腐食事例、
標識柱のアンカーボルト腐食事例等を紹介しました。
④夜間における標識板の視認性の検証
（経年変化による輝度低下について）
国道175号に設置されている 7 基の案内標識を選
び夜間の標識板の輝度測定を行い、経年劣化による
夜間の視認性の低下を確認提示するとともに、測定
方法評価基準について紹介説明しました。
測定方法の道路標識輝度測定システムを紹介する
とともに、同システムをドライバーの目線の高さで
ロービーム状態にて走行しながら動画撮影し、標識
の反射輝度を測定する方法を模式図で説明し、その
結果については、当協会が出版している「道路標識
維持管理マニュアル（案）」の標識板白色輝度の診
断評価基準に基づき評価した結果を提示しました。
また、長寿命標識（広角プリズム型標識）と従来
のカプセルレンズ型との比較、新設時のコスト、ラ
イフサイクルコスト及び標識板別の輝度性能の良さ
等も説明しました。
道路標識の点検診断については、範囲、方法、期
間や費用等についての質問も出されました。
3

おわりに
勉強会の閉会に当たり、近畿地方整備局道路部の
小林正治交通対策課長から、今後も継続して開催し
たいとの挨拶がありました。
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令和 2 年度（2020年度）講習・研修開催予定
□登録標識・路面標示基幹技能者講習
第１回

2020年 7 月15日（水）～１７日（金）

標識
100人
路面標示100人

富士教育訓練センター

第２回

2020年11月11日（水）～13日（金）

路面標示100人

富士教育訓練センター

（標識コースは、受講者が少ないことから、来年度以降は第 1 回（ 7 月）のみの実施となります。）
□登録標識・路面標示基幹技能者更新講習
東京
第１回
大阪

東京
第２回
大阪

標識

2020年 6 月 4 日（木）

100人

日本教育会館

路面標示

2020年 6 月 5 日（金）

100人

日本教育会館

標識

2020年 6 月 9 日（火）

100人

ホテルプリムローズ大阪

路面標示

2020年 6 月10日（水）

100人

ホテルプリムローズ大阪

標識

2020年12月 3 日（木）

100人

日本教育会館

路面標示

2020年12月 4 日（金）

100人

日本教育会館

標識

2020年12月10日（木）

100人

ホテルプリムローズ大阪

路面標示

2020年12月11日（金）

100人

ホテルプリムローズ大阪

100人

富士教育訓練センター

□道路標識点検診断士研修
2020年度研修

2020年 9 月 7 日（月）～11日（金）

□道路標識点検診断士特例研修
東京会場

2020年 4 月 9 日（木）～10日（金）

100人

日本教育会館

大阪会場

2020年 4 月14日（火）～15日（水）

100人

ホテルプリムローズ大阪

（注）
登録標識・路面標示基幹技能者は、経営事項審査及び公共工事の総合評価落札方式の入札において加点評価
されるほか、平成30年度から主任技術者要件が付与されています。
なお、同講習は、平成30年度から標識コース及び路面標示コースを同時に実施することとし、両受講はでき
なくなりましたので、ご注意ください。
道路標識点検診断士は、平成31年 1 月31日付けで、国土交通省技術者資格登録がされました。国土交通省で
は、資格保有者を国や地方公共団体の業務に積極的に活用を図ることとしているほか、公共工事の総合評価落
札方式の入札において加点評価することとしています。
なお、今までの道路標識設置・診断士の資格保有者は、特例研修を受講することにより、道路標識点検診断
士資格を付与することとしていますが、同研修は2021年度までとなりますので、ご注意ください。
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～トラフィックサポーターの発行月の変更及び紙面のカラー化について～
機関紙「トラフィックサポーター」は、本年から 1 月、 4 月、 7 月、 9 月、11月の年 5 回発行となりました。
紙面は、毎号全ページをカラー化します。
今後、内容の充実に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
代表者変更
○富美道路㈱
代表取締役

（北陸支部）
檜谷 千栄子→川原 和弘

○近畿安全施設㈱
代表取締役

取締役

（九州協会）

熊谷 憲人

〒868-0415 熊本県球磨郡あさぎり町免田西2184-13
（関西支部）

Tel.0966-45-1794

Fax.24-9566

古川 真二→茨木 清隆

○大久保産業㈱
代表取締役

○㈲ケント産業

退

（四国協会）

大久保 重敏→大久保 良治

会

○㈱アート・スペース

（九州協会）

○ジーエム工業㈱

（九州協会）

住所等変更
○東海道路㈱
〒508-0101

岐阜県中津川市苗木4586-50

Tel.0573-77-1968

Fax.77-1969

○㈱サンテクノ
〒870-0143

事務局長変更

（中部支部）

○全国道路標識・標示業協会 中国支部
事務局長

本田 恵式→磯兼 忠

（九州協会）

大分県大分市三川上3-1-13
入

○埼玉交通安全㈱

（関東支部）

代表取締役

荻野 将樹

〒348-0053

埼玉県羽生市南7-8-2

Tel.048-563-3391

広報・教育委員会委員

会

委員長

松村みち子

委

石川

盛昭

磯兼

忠

宇佐

孝之

大北

良弘

太田

昭雄

岡根

隆資

小畑

営一

笠原

孝志

鎌田

洋一

員

Fax.563-2356

○山陽ロード工業㈱

（中国支部）

代表取締役

秋田 英次

〒708-1198

岡山県津山市下高倉西1203-1

Tel.0868-22-6218

（トラフィックサポーター編集担当）

Fax.22-1004

事務局

菰田

潔

大上戸文男

辻野

善久

中村

弘一

南雲

靖秀

前田

年輝

矢野

勝彦

山神

秀憲

（五十音順）

村上

寿一

