
 
平 成 3 0 年 6 月 1 日 

  道路局 環境安全・防災課 
 

6 月 21 日に「生活道路交通安全フォーラム」を開催します 

～ビッグデータを活用した交通安全対策の新たな展開～ 
 

生活道路の交通安全対策は、近年ビッグデータの活用によりヒヤリ・ハット箇所を“見

える化“できるようになるなど、これまで蓄積された知見と新技術を組み合わせて活用

することで、より効果的な取組につなげることが可能となってきました。 

このような取組を全国的に展開し、生活道路の交通安全対策のさらなる進展を図るた

め、最新の取組等を共有するための講演・紹介や、交通安全の専門家等によるパネルデ

ィスカッションを 6月 21日（木）に行います。 

また、当日は、石井国土交通大臣が出席し、開会挨拶をする予定です。 

＜開催概要＞ 

 １．日  時：平成 30年 6月 21日（木）13：00～17：00（開場 12：30） 

 ２．会  場：星陵会館 ホール（東京都千代田区永田町２－１６－２） 

 ３．プログラム ※詳細は、別紙をご覧下さい。登壇者は、諸事情により変更になる可能性があります。 

・開会挨拶 石井 啓一 国土交通大臣 

・基調講演「通学路等の事故の現状と生活道路対策」 

              埼玉大学大学院 教授 久保田 尚 氏 

 ・施策紹介 国土交通省、文部科学省、警察庁 

       ・事例紹介 新潟県新潟市・佐賀県佐賀市 
       ・パネルディスカッション「生活道路の交通事故死者ゼロに向けて 

        ～子どもの交通安全から考える～」 

        コーディネーター 寺内 義典 氏  （国士館大学理工学部 教授） 

        パネリスト    疋田 啓二 氏  （公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会 副会長） 

宮田 美恵子 氏  （ＮＰＯ法人日本こどもの安全教育総合研究所 理事長） 

小嶋 文 氏  （埼玉大学大学院 准教授） 

鈴木 直純 氏  （新潟市中央区役所建設課 課長） 

松下 昇 氏  （神奈川県警察本部交通部交通規制課 規制官） 

藤木 厚志  （国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所 交通対策課長） 

 ４．主  催：国土交通省 

 ５．共  催：一般社団法人 交通工学研究会 

 ６．後  援：文部科学省、警察庁、公益社団法人 日本ＰＴＡ全国協議会、 

公益財団法人 国際交通安全学会 ※一部予定 

 ７．参 加 費 ：無料 

 ８．申込方法：別紙をご覧いただき、平成 30年 6月 14日（木）までにお申し込み下さい。 

        （定員：先着３５０名）※インターネットによる申込みができます。 

９．取 材 等：取材を希望される報道関係者は、参加申込書の提出に際し、その旨記載願います。 

（FAXによる申し込みの場合） 

 

    <問い合わせ先> 

国土交通省 道路局 環境安全・防災課 道路交通安全対策室  課長補佐 大榎
おおえのき

、係長 交
まじ

田
た

 

代表 03-5253-8111（内線 38104、38155） 直通 03-5253-8907  FAX 03-5253-1622 

【生活道路の交通安全対策に関するポータルサイト】  URL：http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/anzen.html 

国土交通省で進めている生活道路の交通安全対策に関する取組等を紹介しています。 
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～ビッグデータを活用した交通安全対策の新たな展開～～ビッグデータを活用した交通安全対策の新たな展開～

日　　時

会　　場

13:00～17:00（受付開始 12:00）

星陵会館ホール 東京都千代田区永田町 2-16-2
事前

申し込み制

入場無料
定　　員

主　　催

350先着　　　  名 ※申込み必要（裏面をご覧ください）

国土交通省 共　　催 （一社）交通工学研究会 後　　援
文部科学省、警察庁

（公社）日本 PTA 全国協議会
（公財）国際交通安全学会

ステージプログラム
※登壇者は諸事情により変更になる可能性があります

※地図は、裏面をご覧ください

第Ⅰ部 13︓00 ～

開会挨拶 石井 啓一 国土交通大臣

基調講演

久保田 尚 氏 埼玉大学大学院 教授

「通学路等の事故の現状と
　　　　　　生活道路対策」

第Ⅱ部 14︓00 ～

施策紹介 国土交通省、文部科学省、警察庁

自治体に
よる事例
の紹介

新潟県新潟市、佐賀県佐賀市

第Ⅲ部 15︓30 ～

パネルディスカッション
生活道路の交通事故死者ゼロに向けて

～子どもの交通安全から考える～
コーディネーター

パネリスト
寺内 義典 氏 国士舘大学理工学部 教授

疋田 啓二 氏 公益社団法人
日本PTA全国協議会 副会長

宮田 美恵子 氏 ＮＰＯ法人 日本こどもの安全教育
総合研究所 理事長

小嶋 文 氏 埼玉大学大学院 准教授

鈴木 直純 氏 新潟市中央区役所建設課 課長

松下 昇 氏 神奈川県警察本部交通部
交通規制課 規制官

藤木 厚志 国土交通省九州地方整備局
福岡国道事務所 交通対策課 課長

生活道路の交通安全対策に関するポータルサイト URL︓http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/anzen.html

フォーラムの内容に関する
お問合せ

国土交通省　道路局　環境安全・防災課　道路交通安全対策室
TEL︓03-5253-8907（受付時間 10:00-18:00、土日・祝日を除く）E-mail︓hqt-seikatsudoro@milt.go.jp

参加申込に関するお問合せ 生活道路交通安全フォーラム事務局（株式会社ツクルス内 担当︓前原・岩田）
TEL︓03-6909-3477（受付時間 10:00-18:00、土日・祝日を除く）E-mail︓seikatsudoro@tsukurusu.com

（一部予定）



プログラムの概要

　近年生活道路の交通安全対策は、ＥＴＣ２．０によるビッグデータの活用によりヒヤリ・ハット箇所を
“見える化 “できるようになるなど、これまで蓄積された知見と新技術を組み合わせて活用することで、
より効果的な取組につなげることが可能となってきました。
　このような取組を全国的に展開し、生活道路の交通安全対策のさらなる進展を図るため、最新の取組
等を共有するための講演・紹介や、パネルディスカッションを行います。

会場へのアクセス

星陵会館（ホール）
〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-16-2
　03-3581-5650
● 東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線
　　永田町駅　６番出口

● 東京メトロ千代田線
　　国会議事堂前駅　５番出口

● 東京メトロ南北線
　　溜池山王駅　５番出口

● 東京メトロ銀座線・丸の内線
　　赤坂見附駅　11 番出口

※駐車場がありませんので自家用車でのご来館はご遠慮ください。

申込方法
下記のいずれかの方法でお申し込み下さい。

インターネット

FAX

右記申込用URLから
お申し込みください。

下記の参加申込書の太枠内の項目を
ご記入のうえ、右記FAX送付先まで
送付ください。

申込用URL http://seikatsudoro.tsukurusu.com/

FAX送付先 03-6909-3478

※「生活道路の交通安全対策に関するポータルサイト」
　 の “新着情報” からもアクセスできます。

生活道路安全フォーラム事務局（株式会社ツクルス内）

※FAXにてお申し込みいただいた代表者の方へは聴講券を開催の１週間前頃に発送します。（生活道路安全フォーラム事務局（株式会社ツクルス内）より発送します。）
※インターネットでお申し込みをいただいた代表者の方へはメールにてご案内を差し上げます。（生活道路安全フォーラム事務局（株式会社ツクルス内）よりメールします。）
※当日は、代表者の方とご来場ください。
※ご記入いただいた個人情報は、今回のフォーラムに係る事務手続き等のために利用させていただきます。ご本人の同意なしにその他目的での利用・提供はいたしません。

申込締切 ：平成３０年６月１４日（木）

参加申込書 ※太枠内は全てご記入ください。　※参加者名は参加を希望される方のお名前を全て（1 行につき 1 人）ご記入ください。

自　治　体
機　関　名

住　　　所

E-mail

連絡担当者
氏　　　名

Ｔ　Ｅ　Ｌ

Ｆ　Ａ　Ｘ

ふりがな ふりがな

［〒　　　-　　　　］

No.

1

2

3

例

フォーラム参加者名 自治体・機関名 所属・職名

ふりがな

ふりがな

ふりがな

国交 太郎 ●●県　●●市 ●●●●部　●●●課　課長
こっこう 　　たろう


