日

時

出席委員

令和４年３月 24 日（木）午前９時 40 分から午後２時 45 分までの間
外山委員長、小長谷委員、長澤委員、稲田委員、松永委員

第１ 審議･報告案件
県警から、次のとおり報告を受けた。
１ 県議会２月定例会の開催結果について【総務部】
○ ２月定例会（会期：２月 18 日(金)から３月 17 日（木）までの間（28 日間））
・ 第 ２ 号 令和４年度静岡県一般会計予算
・ 第 29 号

静岡県手数料徴収条例の一部を改正する条例

・ 第 42 号

令和３年度静岡県一般会計補正予算

○ 本会議（２月 25 日（金）から３月４日（金）までの８日間）
・ 警察関係の質問
［代表質問］
自民改革会議 飯田末夫

県議

警察行政の推進について～・令和４年の本県警察の取組・信号機ＬＥＤ化の
推進
ふじのくに県民クラブ 田口章 県議
特殊詐欺未然防止に向けた水際対策について
公明党静岡県議団 盛月寿美 県議
子供１１０番の家の推進について
［一般質問］
自民改革会議 佐地茂人 県議
法改正に伴う高齢ドライバーに向けた取組について
○ 文教警察委員会
・ 主な質問項目
［次期総合計画集中審査］（２月 21 日（月））
ふじのくに県民クラブ 廣田直美 副委員長
女性警察官の割合
［通常審査］（３月８日（火）、９日（水））
自民改革会議 木内満 委員
災害時におけるドローンの活用状況等について
公明党静岡県議団 牧野正史 委員
認知機能検査手数料改定の妥当性について
自民改革会議 中田次城

委員

ヘリコプターテレビシステム機上設備整備について
ふじのくに県民クラブ 杉山淳 委員
信号機ＬＥＤ化の推進方策について
２ 苦情・相談取扱状況（２月）について【警務部】
２月中は、公安委員会宛ての苦情２件及び警察宛て苦情２件の合計４件を受理し、い
ずれも調査中となる。また令和４年１月以前に受理した苦情の処理状況については、公
安委員会宛ての苦情３件の調査が終了し、このうち１件に不適切な対応が認められ、公

安委員会から通知をした。
２月中の相談受理件数は速報値で 2,265 件である。
感謝事例として、急病人の救護に対する感謝などがあった。
３ 沼津市宮本地先における沼津市土砂条例違反被疑者の検挙について【生活安全部】
沼津市長の許可を得ないで、平成 31 年１月頃から令和４年１月頃までの間、沼津市宮
本において約 1,400 ㎡の区域に高さ 1ｍ以上の盛り土をともなう事業を行った、沼津市
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例違反により、
沼津市内居住

建設業（法人代表） Ａ 84 歳

を３月 22 日に通常逮捕した。
４ 運転免許日曜窓口における安全運転サポート車の体験乗車会の試行実施結果及び本格
運用について【交通部】
(1) 試行実施状況
実施日時
令和３年 11 月 21 日（日）
午前 10 時 00 分から午後１時 00 分まで
令和３年 12 月 19 日（日）
午前 10 時 00 分から午後０時 00 分まで
令和４年３月 13 日（日）
午前９時 00 分から午後１時 00 分まで

場所

体験者数

中部運転免許センター

約 120 人

中部運転免許センター

約 50 人

東部運転免許センター

約 50 人

(2) 本格運用
令和４年４月以降、月１回実施することとし、以下のとおり本格運用を開始する。
実施日時
令和４年４月 17 日（第３日曜日）
午前 10 時 00 分から午後１時 00 分まで
令和４年５月 22 日（第４日曜日）
午前９時 00 分から午後０時 00 分まで
令和４年６月 19 日（第３日曜日）
午前 10 時 00 分から午後１時 00 分まで
令和４年７月 10 日（第２日曜日）
午前９時 00 分から午後０時 00 分まで

場所
中部運転免許センター
西部運転免許センター
中部運転免許センター
東部運転免許センター

８月以降、各月ごと、中部→西部→中部→東部→中部→西部の順にローテーション
して実施する。
５ 「しずおか・自転車事故防止３つの柱＋１（プラスワン）」の周知・実践による自転車
事故抑止対策について【交通部】
(1) 概要
昨年は、特に高齢歩行者に的を絞った施策「しずおか・安全横断３つの柱」を強力
に推進し、高齢者の歩行中の死者数は大幅に減少した一方、自転車使用による死者数
は増加した。
そこで、本年は、自転車利用者に対する具体的な安全教育・指導取締りを実施する
ため、新たに「しずおか・自転車事故防止３つの柱＋１（プラスワン）」の取組を行
うこととした。

(2) 自転車事故の特徴
○ 過去５年間の自転車事故
・

自転車事故の約７割が交差点において発生している。

・

自転車当事者の約７割に何らかの法令違反が認められる。

・ 第１当法令違反別死者の構成率では、安全不確認が約４割、一時不停止が約１
割を占めている。
・

交差点における徐行違反等速度に起因する事故のほか、歩道上における歩行者

との接触事故や単独事故は、自転車の走行速度が速いことが遠因となっているこ
とが推認される。
○ 令和３年中の自転車事故
・

自転車事故死者数は18人（前年比＋７人）うち13人が高齢で約半数が駆動補助

付自転車（アシスト自転車）を使用していた。
(3) 「しずおか・自転車事故防止３つの柱＋１（プラスワン）」の内容
○ １の柱

交差点では、周りに気をつけよう！

○ ２の柱

一時停止場所では、しっかり停まろう！

○ ３の柱

急がず、ゆっくり走ろう！

○ ＋１（高齢者の方へのプラスワン） アシスト自転車の特性（加速・車重）を理解
しよう！
(4) 職員による実践
県民の模範となるよう、自転車乗車時には自転車安全利用五則とともにヘルメット
着用の上「しずおか・自転車事故防止３つの柱＋１（プラスワン）」を実践する。
委員が「アシスト自転車に乗る高齢者が多いのか。」と質問し、県警が「昨年中、自転車
事故で亡くなられた高齢者の約半数が高齢者であった。アシスト自転車は、車重が重く
て川に転落したり、一時停止後急発進で道路に出てしまい事故に遭うケースなども見受
けられた。アシスト自転車は便利である反面、その機能や特性についてよく理解して使
用していただきたいと考える。」旨説明した。
６

令和４年春の全国交通安全運動の実施について【交通部】
令和４年４月６日（水）から４月 15 日（金）までの 10 日間、「安全を つなげて広げ
て

事故ゼロへ」をスローガンに、令和４年春の全国交通安全運動を実施する。安全運動

出発式は、令和４年４月６日（水）静岡県庁本館玄関前にて実施する。
○ 運動の重点
・ 子供を始めとする歩行者の安全確保
・ 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
・ 自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保
・ 各市町交通安全対策協議会等が決定する事項
○ 主要行事
・ 運動初日広報街頭指導の日

４月６日(水)

・ 横断歩行者等の歩行者保護強化の日 ４月８日(金)
・ 交通事故死ゼロを目指す日

４月 10 日(日)

・ 通学路における全国一斉取締日

４月 12 日(火)

第２ 個別決裁･報告等
１ 仮免許関係事務の実施に関する規程の一部改正について（運転免許課）
２ 運転免許取得時講習の実施等に関する規則の一部改正について（運転免許課）
３ 運転免許更新区分に係る審査請求への対応について（運転免許課）
４ 令和３年度留置施設実地監査結果（第４四半期）について（留置管理課）
５ 令和４年度における監察実施計画について（監察課）
６ 公務・通勤災害の発生状況について（警務課）
７ 「静岡県の新ビジョン」次期総合計画の策定について（警務課）
８ 禁止命令等及び書面警告の発令状況（２月分）について（人身安全対策課）
９ 指定暴力団六代目山口組二代目國領屋一家総長にかかる静岡県暴力団排除条例違反
（氏名等の公表）について（組織犯罪対策課）
10 用心棒行為等防止命令発出の経緯等について（捜査第四課）
11 警備業者に対する営業停止処分の決定について（生活保安課）
12 東名高速道路上り線足柄サービスエリアにおける交通規制の実施について（交通規制
課）
13 公安委員会宛て苦情の調査結果について（警察相談課）
14 公安委員会宛て苦情の回答について（総務課）
15 公安委員会宛て文書等について（総務課）
16 16 都道府県公安委員会連絡会議における協議資料の作成について（総務課）
第３ 運転免許の行政処分
運転免許の取消しにかかる意見の聴取・聴聞の実施結果と処分に関する説明を受け、
12 件の行政処分を決定した。

