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大津市交通安全条例（仮称）（案）に対する意見内容と市の考え方 

 

1 意見募集の結果 

 （1）予告期間     ： 令和 3年 9月 21日（火）～令和 3年 9月 30日（木） 

 （2）意見募集期間   ： 令和 3年 10月 1日（金）～令和 3年 10月 20日（水） 

 （3）意見の提出者数  ： 3人（メール：2人、ＦＡＸ：0人、郵送：0人、持込み：1人） 

 （4）意見総数     ： 32件 

 

2 意見の内容と大津市の考え方 

No ご意見のある箇所 ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

1 

第 2条（定義） 「道路」を定義してはどうか。 「道路」の用語は、本条例では一般的な意味

で使用していますことから、特段の定義規定は

設けないこととしました。 

 

2 

第 2条（定義） 交通安全に取組む個人を含めるために、「交通

安全団体等」としてはどうか。 

市と連携して交通安全施策に取り組んでいた

だいている団体を想定していますことから、個

人は含めない規定としました。 

 

3 

第 2条（定義） 用語とその意義がスペースで区切られている

が、区切りがわかりにくいため、書き方を変更

してはどうか。 

条例本文は、本市の条例における表記のルー

ルに従う必要がありますので、このような表記

としましたが、市民の皆様には逐条解説等によ

り分かりやすくお示しすることを検討していま

す。 
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No ご意見のある箇所 ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

4 

第 3条（基本理念） 「関係機関等」を定義してはどうか。 「関係機関等」の用語は交通安全の確保に関

係する機関を広く指す趣旨で用いていますの

で、特段の定義規定は設けないこととしました。 

 

5 

第 3条（基本理念） 「主体的かつ積極的に」の前に、「市は」と入

れてはどうか。 

第 3条は、交通安全に関して、市も含めた様々

な主体が共有すべき基本理念を定めた規定であ

りますので、「市」に主体を限定する表現は用い

ないこととしています。 

 

6 

第 5条（道路を通行する者の責務） 運転者、歩行者の責務として、「法令遵守」を

明記してはどうか。 

既に法律や他の条例で規定された事項につい

ては、本条例で重ねての規定はしないこととし

ました。 

 

7 

第 6条（市民等及び事業者の役割）  車へのドライブレコーダー設置を推進するこ

とを加えてはどうか。 

 御意見として承りました。 

 個別具体的な取組は、条例において規定を設

けるのではなく、今後、策定予定の計画の中で

整理・検討してまいりたいと考えています。 

 

8 

第 6条（市民等及び事業者の役割）  自転車利用者に対して、賠償責任保険等の加

入と防犯登録を義務化してはどうか。 

 御意見として承りました。 

 賠償責任保険等の加入については、滋賀県自

転車の安全で適正な利用の促進に関する条例に

定めがあることから、本条例で重ねて規定しな

いこととしました。 
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No ご意見のある箇所 ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

 防犯登録の義務化については、交通安全につ

いて定めました本条例及び条例に基づく取組に

は含まず、防犯関連施策の中で参考とさせてい

ただきます。 

 

9 

第 6条（市民等及び事業者の役割） 車両の運転者に対して、飲酒時、体調不良時

運転しないことを定めてはどうか。 

 車両の運転者について、飲酒運転の禁止は道

路交通法に定められていることから、本条例で

は重ねて規定しないこととしました。 

体調不良時に運転しないことについては、第 5

条第 1 項の規定に含むとともに、第 8 条におい

て、「交通事故を生じさせるおそれのある危険な

運転の防止」を明記し、市の広報・啓発の取組

に位置付けました。 

 

10 

条文なし 道路の安全対策において、道路管理者と公安

委員会の意見の相違があり施策が滞ったことが

あることから、両者の役割と責任を明確にして

はどうか。 

 

道路管理者と公安委員会との所管事項は、道

路法、道路交通法等に定めがあることから、本

条例において、重ねては規定しないこととしま

した。 

 

11 

第 7条（道路交通環境の整備等） 「道路交通環境の整備等」は文脈に合わない

ことから、「市の道路交通安全の施策」としては

どうか。 

 庁内関係部局、交通安全対策会議での協議、

市議会での議論を踏まえ、「道路交通環境の整備

等」が重要と判断し定めたものです。 
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No ご意見のある箇所 ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

12 

第 7条（道路交通環境の整備等） 歩行者の安全確保の施策として、歩道、縁石、

防護柵、カラー舗装、点字ブロック、反射テー

プ、防護柵などを整備することを定めてはどう

か。 

 

 御意見として承りました。 

 個別具体的な取組は、条例において規定せず、

今後、策定予定の計画の中で検討します。 

 

13 

第 7条（道路交通環境の整備等） 

第 8条（広報及び啓発） 

第 9条（子どもの事故の防止） 

第 10条（高齢者の事故の防止） 

 

実行主体が市であること明示するため、条文

見出しに「市の」と追記してはどうか。 

見出しについては、端的に表記する必要があ

ること、第 9 条第 2 項では保護者が主体となっ

ていることなどを踏まえ、現在の表記としまし

た。 

 

14 

第 10条（高齢者の事故の防止） 高齢ドライバーが免許返納しやすい環境を整

えることを定めてはどうか。 

高齢歩行者に対して、反射板、ライト、蛍光

色服の着用を啓発することを定めてはどうか。 

 

 御意見として承りました。 

 個別具体的な取組は、条例において規定せず、

今後、策定予定の計画の中で検討します。 

 

15 

第 11条（子どもの事故の防止） 自転車に乗るときにヘルメット着用すること

やサイドミラー、ライト、ベル、反射板を取付

けること、歩道通行禁止時以外は歩道通行の推

奨を定めてはどうか。 

 

 御意見として承りました。 

 個別具体的な取組は、条例において規定せず、

今後、策定予定の計画の中で検討します。 

 

 

16 

第 11条（自転車による事故の防止） 自転車の安全で適正な利用のため、交通安全

の教育や啓発だけでなく、高齢者のヘルメット

着用の義務化、自転車の道路環境の整備、自転

御意見として承りました。 

個別具体的な取組は、条例において規定せず、

今後、策定予定の計画の中で検討します。 
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車安全利用条例の制定を進めてはどうか。 自転車安全利用条例の制定については、御意

見として承りました。 

 

17 

第 15条第 5項（大津市交通安全対策会議） 交通安全対策会議の構成員に、交通安全や子

どもの見守りに努めている市民代表を入れるな

ど、幅広く意見を聴取し反映させるべきではな

いか。 

 

 

御意見として承りました。 

なお、第 4 条第 2 項において規定しています

とおり、交通安全施策の策定及び実施に当たっ

ては、市民等及び事業者の意見を反映させるた

めの措置を講じてまいります。 

18 

第 16条（安全点検期間） 通学路交通安全プログラムの合同点検はスピ

ード感がないため、教育委員会ではなく市が事

務局を担い、市が直接関与し推進する必要があ

るのではないか。 

御意見として承りました。 

なお、第 16条の通学路等の集中点検を行う主

体は市であり、ここには、教育委員会も含まれ

ています。引き続き、市と教育委員会が連携し

て取り組んでまいります。 

 

19 

その他 令和元年 5 月 8 日に発生した園児を巻き込む

事故を受け、市民一人ひとりの交通安全意識の

高揚を図ることを目的に、毎年 5 月 8 日を大津

市民総ぐるみ交通安全運動の日と定めてはどう

か。 

交通安全運動の日（週間、月間）を定める規

定については、春の全国交通安全運動、夏の交

通安全県民運動などの既存の取組があることを

踏まえ、本条例では設けないこととしましたが、

本市において二度と重大事故が発生しないため

の御提案として受け止め、具体的な取組の中で

活かしてまいります。 
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20 

その他 全体の構成（大項目、中項目、小項目）に関

して第○○条の中項目は、2 からではなく 1 から

としてはどうか。 

 

 条、項、号の表記については、本市の条例に

おける表記のルールに従っています。 

21 

その他 条例の構成を「目的、基本理念」、「交通安全

施策の策定」、「交通安全施策の実施」としては

どうか。 

庁内関係部局、交通安全対策会議での協議、

市議会での議論を踏まえ、本条例の構成としま

した。 

 

22 

その他 交通安全に関連する各種施策が有効かつ機能

するように、道路環境整備が推進されることを

期待する。 

 

 御意見として承りました。 

 本条例の制定を受けて、推進してまいります。 

 

23 

その他 「総合的」という曖昧な表現が多い。 

「総合的」という表現をするのであれば、最

低限 1つや 2つを例示し、「・・・など総合的・・・」

というように具体性を持たせる必要があると考

える。そうでなければ、条例が絵空事に見える

と言われても仕方がない。 

「総合的」の用語は、交通安全施策における

市の責務や役割を総論として規定する場合など

に適切に用いており、具体的な施策については、

条例上の個別の施策に関する規定に基づき、今

後策定していく予定の計画の中で示してまいり

ます。 

 

 


