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1. Traffic Accidents for These Three Decades

The White Paper on Traffic Safety is a legal white paper based on the Traffic Safety Policies 
Basic Act. In the 2019 edition of this white paper, the feature section gives an overview of 
traffic accidents and the trajectory of traffic safety activities, focusing on the three decades of 
the Heisei era, 1989-2019.



The number of traffic accident fatalities in 2018 came to 3,532, less than a quarter of the 16,765 in 1970, 
the largest ever recorded, and the smallest since 1948, when the current traffic accident statistics began.

Changes in the Number of Traffic Accidents, Fatalities, and Seriously Injured People

2nd traffic war

Material: Prepared based on National Police Agency material
Note: Before 1971, Okinawa is not included. The same applies to subsequent graphs.
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Looking at changes in the number of traffic accident fatalities by condition, automobile drivers and fellow travelers accounted for 
the largest 30 years ago, however, decreased significantly in the 1990s. In the 2010s, the number of walkers became slightly 
greater than automobile drivers and fellow travelers.

Changes in the Number of Traffic Accidents Fatalities by Condition
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Looking at changes in the percentage of traffic accident fatalities by age group, the percentage of elderly 
people aged 65 and older exceeded 50% for the first time in 2010.

Changes in the Number of Traffic Accident Fatalities by Age Group
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Looking at changes in the number of driver's license ownership by gender, over the last 30 years, the number of male driver’s license 
holders increased by about 7.75 million, and  that of the number of female driver’s license holders by about 15.4 million, an increase by 
more than 23 million in total.

Looking at the changes in the percentage of driver license holders by age group, the share of the number of driver license holders 
aged 16 to 19  decreased to about one-third, while the share of those aged 70 and older increased to more than 10 times over the past 
three decades.

Changes in Driver’s License Ownership (by Gender and Age Group)

Changes in the Number of Driver's License Holders (by Gender)
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資料 内閣府「交通安全白書(令和元年）」をもとに作成。
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According to the results of an opinion poll asking people about driving of automobiles, motorcycles, etc. by gender and 
age group, there is a large gender gap among people aged 60 and older, compared to other age groups.

Situation of Driving by Gender and Age Group as Seen in Public Opinion Polls

Source material: Cabinet Office “Public Opinion Poll on Traffic Safety (Supplementary Survey)” (2016)
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Car-Dependent Lifestyle in the Suburbs
“To what extent do you use railways and buses for daily public 
transportation?”

Lifestyle Changes and Traffic Safety

Shift to lifestyles active in the evening and nighttime 
and Traffic Accidents
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 The number of vehicles owned, in particular, passenger cars , increased rapidly in the decade from 1965, and the number of passenger cars 
doubled over the three decades of the Heisei era.

 Regarding the number of fatal traffic accidents over the past 30 years by focusing on the primary party, the number of accidents caused by 
“automobiles” as the primary party came to one-third, while the percentage in the total number of accidents remained more than 70%.

Increase in the Number of Motor Vehicle Ownership and 
Changes in the Number of Fatal Accidents by Type of Vehicle Involved

Source material: National Police Agency
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Increase in the Number of Motor Vehicle Ownership 
and Progress in Road Development

Changes in Road Length
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2: The number of motor vehicle ownership is as of the end of December each year according to data from the Ministry of 
Land, Infrastructure, Transport, and Tourism. The number of vehicles owned does not include Class 1 and Class 2 engine-
attached bicycles as well as small special vehicles.

Changes in the Number of Motor Vehicle Ownership 
and Vehicle Travel Distance in Kilometers
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Source) Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism material
* Length of roads with sidewalks, etc. installed
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2. Traffic Safety Policies through Inter-Ministerial Collaboration
-- Toward Effective Governance for Reducing Traffic Accidents --



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Traffic safety policies for community roads and arterial roads; development of traffic safety facilities; transportation and 
vehicle standards; and supervision of the passenger and freight transportation operators

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Development of weather observation systems and provision of weather information

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Traffic safety education for infants, school children, and students

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Development of emergency (first-aid) systems

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Development of communication systems related to traffic safety

1
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Ministry of Land, Infrastructure, 
and Transport
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Trade, and Industry

Ministry of Internal Affairs 
and Communications

Fire and Disaster 
Management Agency

Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science, and Technology

Cabinet Office

Ministry of Health, Labor, 
and Welfare

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Preparation/Promotion of the Fundamental Traffic Safety Program and National Traffic Safety Campaigns

・・・・・Driver’s license system, traffic regulation / traffic control / traffic lights
Traffic guidance and law enforcement, support for victims of traffic accidents

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Development of Japanese Industrial Standards related to vehicle safety, etc.; securing of safety of traffic-related supplies

Ministry of 
Defense

Ministry of the 
Environment

Ministry of Agriculture, 
Forestry, and Fisheries

Ministry of 
Justice

National Public Safety Commission

Ministry of 
Foreign Affairs

Ministry of 
Finance

Financial 
Services Agency

Fisheries Agency

Japan Coast Guard

Japan Meteorological 
Agency

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Thorough dissemination of the concept of traffic safety to Self-Defense Forces personnel

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Development of traffic safety facilities on farm roads, and forest roads; securing of safety in agricultural machinery operations

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Development of emergency medical systems

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Education for traffic crime inmates

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Guidance toward non-life insurance companies concerning automobile insurance

Examples of Major Roles of Government Ministries and Agencies Involved in Traffic Safety

Extra-ministerial bureaus specified as designated 
administrative organization have been selected in 
addition to one office (Cabinet Office) and 12 
ministries/agencies

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Securing of safety of fishing vessels and fishing vessel crew

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Securing of maritime traffic safety

Cabinet



Central Traffic Safety Policy Council (Articles 14 and 15 of the Basic Act)
Chair: Prime Minister
Members: Minister for State for Special Mission (in charge of traffic safety 
policies) and 12 other cabinet ministers
Roles: Formulation and promotion of implementation of Fundamental Traffic 
Safety Programs, and formulation and implementation of other important 
comprehensive policies regarding traffic safety

Traffic Safety Policies Promotion System based on the Traffic Safety 
Policies Basic Act

Traffic Policy Headquarters (Central Traffic Safety Policy 
Council decision)
Headquarters Chief: Minister for State for Special Mission (in charge of 
traffic safety policies)
Members: 15 administrative vice ministers and other relevant officials
Roles: Flexible promotion of measures set forth in the Fundamental Traffic 
Safety Programs, and flexible formulation and implementation of  other 
important  comprehensive policies regarding traffic safety

Traffic Safety Policies Basic Act (Law No. 110 of 1970)
Purpose: In addition to clarifying the responsibilities regarding traffic safety of national and local governments, users of vehicles, 
ships and aircraft, vehicle drivers, sailors, and aircraft crews, promote traffic safety policies comprehensively and systematically 
by establishing a necessary system through the national and local governments as well as by formulating traffic safety plans and
establishing the basic policies of the national and local governments, and thereby contribute to promoting public welfare.

Prefectural Traffic Safety Policy Councils

Municipal Traffic Safety Policy Councils

Prefectural Traffic Safety Policy Councils

Based on the Traffic Safety Policies Basic Act, the Central Traffic Safety Policy Council shall administer the work of drafting,
etc. of the Fundamental Traffic Safety Program, and the Traffic Safety Policy Headquarters shall flexibly promote measures 
based on the Program.

Traffic safety policy councils shall be established in prefectural and municipal governments.



National Traffic Safety Campaigns
The Spring and Autumn National Traffic Safety Campaigns have been carried out by relevant ministries and agencies, 

prefectural governments, 13 sponsoring organizations, and cooperating organizations from various industries (153 
organizations).

According to an awareness survey, more than 70% of the respondents replied that they “know” about the national traffic 
safety campaigns. Situation of recognition of awareness-raising activities for Spring 

and Autumn National Traffic Safety Campaigns, etc.

Source material: Cabinet Office
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National and Local Government Programs Related to Traffic Safety

16

Program for five fiscal years Program for each fiscal year

Designated 
government 

ministries and 
agencies

Prefectural 
governments

Municipal 
governments

Fundamental Traffic Safety 
Program

Traffic Safety Program

Traffic Safety Program
(voluntary)

Traffic Safety Service Program
(drafted by each ministry and agency)

Traffic Safety Implementation 
Program

Traffic Safety Implementation Program
(voluntary)

Note: Traffic Safety program at prefecture and municipal levels focus only on  land transport.



Changes in the Fundamental Traffic Safety Program 
After 1971, the Fundamental Traffic Safety Program was formulated 10 times, which has guided the national and local governments and related private organizations 
working together to promote traffic safety policies in the land, sea and air sectors (the current 10th program is for FY2016 - FY2020).

First Traffic War Dev elopment of traffic safety  facilities 2001 Promotion of traffic safety  policies for the elderly
Population exceeds 100 million Measures for pedestrians 2002 　 Thorough enforcement of w earing of seat belts and child seats

Establishment of a road traffic safety  env ironment 2003 Dev elopment of a safe and smooth road traffic env ironment
Promotion of priv ate-sector traffic safety  activ ities 2004 Promotion of traffic safety  education
Dev elopment/enhancement of traffic safety  facilities Securing of v ehicle safety
Dev elopment/enhancement of traffic safety  facilities Implementation of effectiv e guidance and law  enforcement
Promotion of traffic safety  education 　 Dev elopment of emergency /rescue sy stems
Promotion of v oluntary  traffic safety  activ ities in the local community 　 　 Enhancement of measures for v ictims
Dev elopment/enhancement of emergency /rescue sy stems Enhancement of traffic accident inv estigation/analy sis

1986 Dev elopment/enhancement of traffic safety  facilities Promotion of citizen participation ty pe traffic safety  activ ities
1987 Setting of targets according to age stage 2005 　 Response to an aging society  w ith a low  birth rate
1988 Promotion of lifelong traffic safety  activ ities 2007 Securing of pedestrian safety
1989 Dev elopment/enhancement of emergency /rescue sy stems 2008 Total population peaks Citizens changing their w ay  of thinking on their ow n

1990

1.57 Shock (public sensation
associated with the
announcement of the record-
low total fertility rate of 1.57
for 1989)

Effectiv e traffic safety  policies in line w ith the actual situation of the local community

Number traffic accident fatalities falls below 5,000

Utilization of IT

　 Promotion of comprehensiv e traffic accident surv ey  and research 　

　 Securing of v ehicle safety 2010
　 Dev elopment of a safe and smooth road traffic env ironment 2011

Promotion of traffic safety  education 　

Implementation of effectiv e guidance and law  enforcement 　

1993 Dev elopment of emergency /rescue sy stems 2013
Number of foreign visitor arrivals exceeds 10
million

1994 Enhancement/strengthening of traffic safety  promotion sy stems 2014

1995
Promotion of v arious measures for dealing w ith the mode of accidents that are
increasing significantly  and the mode of accidents w ith many  fatalities

2015

1996
Number of traffic accident
fatalities falls under 10,000

Promotion of traffic safety  policies for the elderly
Number of births falls below 1 million
Number of foreign visitor arrivals exceeds 20
million

Securing of safety  of the elderly  and children

1997 Thorough enforcement of w earing of seat belts 　 Securing of pedestrian and bicy cle safety

Dev elopment of a safe and smooth road traffic env ironment 2017 　 Securing of safety  on community  roads and arterial roads

Promotion of traffic safety  education 2018 　 Utilization of adv anced technology

　 Securing of v ehicle safety 2019 　 Promotion of meticulous measures based on the actual traffic conditions

Implementation of effectiv e guidance and law  enforcement 2020 Promotion of traffic safety  policies inv olv ing the w hole community

Dev elopment of emergency /rescue sy stems

Accident inv estigation/analy sis and enhancement of research on traffic safety
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白書用の案

				これ以上増やす趣旨ではなく、3/2ページに収まる範囲で、 イジョウ フ シュシ オサ ハンイ

				絶対に落とすべきでない事項を、交通安全担当内の皆さんと、各省に聞いて教えてもらう ゼッタイ オ ジコウ コウツウ アンゼン タントウ ナイ ミナ カクショウ キ オシ



				年 ネン				人口・社会		交通安全・道路交通法等 コウツウ アンゼン ドウロ コウツウホウ ナド		車と道

				平成元年～平成11年 ヘイセイ ガンネン ヘイセイ ネン

				H1		1989		1.57ショック・一般消費税導入 イッパン ショウヒゼイ ドウニュウ				電動車いす出荷台数1万台を超える デンドウ クルマ シュッカ ダイスウ マンダイ コ

				H2		1990		バブル崩壊 ホウカイ				エアバッグの普及 フキュウ

				H3		1991				第５次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		救急救命士法 キュウキュウ キュウメイ ホウ

										死亡事故に占める夜間の割合がピークに シボウ ジコ シ ヤカン ワリアイ		高速自動車道供用延長5000km コウソク ジドウシャドウ キョウヨウ エンチョウ

										AT限定免許？ ゲンテイ メンキョ		ASV推進計画 スイシン ケイカク

				H4		1992		北海道縦貫自動車道多重事故 ホッカイドウ ジュウカン ジドウシャドウ タジュウ ジコ		交通事故死者数減少に転じる

								のぞみ運行開始 ウンコウ カイシ

				H5		1993						ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ開通

				H6		1994		関西国際空港開港 カンサイ コクサイ クウコウ カイコウ				　

				H7		1995		阪神・淡路大震災，地下鉄サリン事件 ハンシン アワジ ダイシンサイ チカテツ ジケン				九州自動車道全線開通 キュウシュウ ジドウシャドウ ゼンセン カイツウ

				H8		1996				第６次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		　

										交通事故死者数1万人を下回る

				H9		1997						東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ供用神戸/なるとルート開通 キョウヨウ コウベ カイツウ

				H10		1998		長野オリンピック ナガノ		運転免許証更新時に75歳以上高齢者講習義務づけ ウンテン メンキョショウ コウシンジ サイ イジョウ コウレイシャ コウシュウ ギム		本州四国連絡橋開通 カイツウ				　

								運転免許保有者に占める女性が４割を上回る ウンテン メンキョ ホユウシャ シ ジョセイ ワリ ウワマワ

				H11		1999		男女共同参画社会基本法 ダンジョ キョウドウ サンカク シャカイ キホンホウ				しまなみ街道全線供用開始 カイドウ ゼンセン キョウヨウ カイシ

								東名高速飲酒運転事故 トウメイ				　				　

				平成12年～平成21年 ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン

				H12		2000		中央省庁再編・交通安全対策は内閣府に		6歳未満の幼児、ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ義務付け サイ ミマン ヨウジ		ETC供用開始tbc キョウヨウ カイシ

								携帯電話人口普及率が5割を上回る ケイタイ デンワ ジンコウ フキュウリツ ワリ ウワマワ

				H13		2001		ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ普及率過半に（H13世帯、H14個人） カハン		第７次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク

				H14		2002		訪日外国人客数500万人を超える		　

				H15		2003

				H16		2004		東北北陸自動車道正面衝突事故 トウホク ホクリク ジドウシャドウ ショウメン ショウトツ ジコ		交通事故件数第二のピーク

				H17		2005		高齢者比率20％を上回る コウレイシャ ヒリツ ウワマワ

								中部国際空港開港 チュウブ コクサイ クウコウ カイコウ

				H18		2005		福岡海の道大橋飲酒運転事故 フクオカ ウミ ミチ オオハシ インシュ ウンテン ジコ		第８次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		ETC普及率半数を超える フキュウリツ ハンスウ コ

								埼玉県川口市園児死傷事件 サイタマケン カワグチシ エンジ シショウ ジケン		刑法改正

				H19		2007		　				我が国自動車メーカー海外生産比率50%を超える ワ クニ ジドウシャ カイガイ セイサン ヒリツ コ

				H20		2008		総人口がピークに（１億2,808万人）　		後部座席のｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ義務づけ ギム

				H21		2009		リーマンショック		交通事故死者数5千人を下回る コウツウ ジコ シシャスウ センニン シタマワ		リーマンショックによる自動車産業への影響 ジドウシャ サンギョウ エイキョウ

								JR福知山線脱線事故 フクチヤマ セン ダッセン ジコ		運転免許証更新時に75歳以上に認知機能検査 ウンテン メンキョショウ コウシンジ サイ イジョウ ニンチ キノウ ケンサ

				平成22年～平成31年

				H22		2010

				H23		2011		東日本大震災 ヒガシニッポン ダイシンサイ		第９次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク

								栃木県鹿沼クレーン車暴走事故 トチギケン カヌマ クルマ ボウソウ ジコ

								名古屋市ブラジル人死亡ひき逃げ事件 ナゴヤシ ジン シボウ ニ ジケン

				H24		2012		笹子トンネル天井版落下事故 ササゴ テンジョウ バン ラッカ ジコ

								京都府亀岡無免許居眠り運転事故 キョウトフ カメオカ ムメンキョ イネム ウンテン ジコ

				H25		2013		携帯電話人口普及率100%を上回る

								訪日外国人客数1千万人を超える ホウニチ ガイコクジン キャクスウ セン マンニン コ

								川崎市自転車転倒女児死亡/京都八幡暴走事故 カワサキシ ジテンシャ テントウ ジョジ シボウ キョウト ヤワタ ボウソウ ジコ

				H26		2014		池袋危険ドラッグ使用死亡事故 イケブクロ キケン シヨウ シボウ ジコ		自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 ジドウシャ ウンテン ヒト シショウ コウイ ナド ショバツ カン ホウリツ		自動運転について最初の官民ITSロードマップ ジドウ ウンテン サイショ カンミン

				H27		2015				　		首都高中央環状線開通 カイツウ

				H28		2016		出生数が100万人を下回る シュッショウスウ マンニン シタマワ		第10次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		　

								訪日外国人客数2千万人を超える ホウニチ ガイコクジン キャクスウ セン マンニン コ

								軽井沢スキーバス転落事故

				H29		2017		東名高速あおり運転夫婦死亡事故		75歳以上，臨時の認知機能検査等 サイ イジョウ リンジ ニンチ キノウ ケンサ ナド		サポカーSのコンセプト

				H30		2018				　

				H31		2019				自動運転レベル2に向けた道路交通法改正？ ジドウ ウンテン ム ドウロ コウツウホウ カイセイ
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				　				Plan		Pillar of road transport sector, future direction, priorities, etc.						　		Plan		Pillar of road traffic sector, future direction, priorities, etc.



				1971-75		First Traffic War		1st				Development of traffic safety facilities		2001				7th		Future direction (priorities and new measures)		Promotion of traffic safety policies for the elderly

						Population exceeds 100 million						Measures for pedestrians		2002		　						Thorough enforcement of wearing of seat belts and child seats

				1976-80				2nd				Establishment of a road traffic safety environment		2003								Development of a safe and smooth road traffic environment

												Promotion of private-sector traffic safety activities		2004								Promotion of traffic safety education

												Development/enhancement of traffic safety facilities		2005		Percentage of elderly people in the total population exceeds 20%						Securing of vehicle safety

				1981-85				3rd		Future direction		Development/enhancement of traffic safety facilities										Implementation of effective guidance and law enforcement

												Promotion of traffic safety education		　								Development of emergency/rescue systems

												Promotion of voluntary traffic safety activities in the local community		　		　						Enhancement of measures for victims

												Development/enhancement of emergency/rescue systems		　								Enhancement of traffic accident investigation/analysis

				1986				4th		Future direction		Development/enhancement of traffic safety facilities										Promotion of citizen participation type traffic safety activities

				1987								Setting of targets according to age stage		2005		　		8th		Four perspectives		Response to an aging society with a low birth rate

				1988								Promotion of lifelong traffic safety activities		2007								Securing of pedestrian safety

				1989								Development/enhancement of emergency/rescue systems		2008		Total population peaks						Citizens changing their way of thinking on their own

				1990		1.57 Shock (public sensation associated with the announcement of the record-low total fertility rate of 1.57 for 1989)						Effective traffic safety policies in line with the actual situation of the local community		2009		Number traffic accident fatalities falls below 5,000						Utilization of IT

				1991		　		5th		Future direction (priorities / new measures)		Promotion of comprehensive traffic accident survey and research				　

						　						Securing of vehicle safety		2010

						　						Development of a safe and smooth road traffic environment		2011				9th		Three perspectives		Securing of safety of the elderly and children

				1992		Second Traffic War						Promotion of traffic safety education		2012		　

												Implementation of effective guidance and law enforcement				　						Securing of pedestrian and bicycle safety

				1993		Number of traffic accident fatalities starts decreasing						Development of emergency/rescue systems		2013		Number of foreign visitor arrivals exceeds 10 million

				1994								Enhancement/strengthening of traffic safety promotion systems		2014		　						Securing of safety on community roads and arterial roads

				1995								Promotion of various measures for dealing with the mode of accidents that are increasing significantly and the mode of accidents with many fatalities		2015

				1996		Number of traffic accident fatalities falls under 10,000		6th		Future direction (priorities / new measures)		Promotion of traffic safety policies for the elderly		2016		Number of births falls below 1 million
Number of foreign visitor arrivals exceeds 20 million		10th		Perspective of thinking about future traffic safety policies		Securing of safety of the elderly and children

				1997								Thorough enforcement of wearing of seat belts				　						Securing of pedestrian and bicycle safety

				1998		Female driver’s license holders exceed 40%						Development of a safe and smooth road traffic environment		2017		　						Securing of safety on community roads and arterial roads

												Promotion of traffic safety education		2018		　				Matters that should be prioritized		Utilization of advanced technology

				1999		　						Securing of vehicle safety		2019		　						Promotion of meticulous measures based on the actual traffic conditions

												Implementation of effective guidance and law enforcement		2020								Promotion of traffic safety policies involving the whole community

				2000		　						Development of emergency/rescue systems

												Accident investigation/analysis and enhancement of research on traffic safety

												Securing of a traffic safety promotion system under public-private collaboration
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						基本計画 キホン ケイカク		道路交通分野の柱、今後の方向、重点等 ドウロ コウツウ ブンヤ ハシラ コンゴ ホウコウ ジュウテン ナド				交通安全と道路交通法等の主な動き コウツウ アンゼン ドウロ コウツウ ホウ ナド オモ ウゴ						基本計画 キホン ケイカク		道路交通分野の柱、今後の方向、重点等 ドウロ コウツウ ブンヤ ハシラ コンゴ ホウコウ ジュウテン ナド				交通安全と道路交通法等の主な動き コウツウ アンゼン ドウロ コウツウ ホウ ナド オモ ウゴ

				1970								交通安全対策基本法制定 コウツウ アンゼン タイサク キホンホウ セイテイ

				1971-75		第１次				○交通安全施設の整備 コウツウ アンゼン シセツ セイビ		第一次交通戦争 ダイ イチジ コウツウ センソウ				2001		第７次 ダイ ジ		今後の方向(重点・新規施策） コンゴ ホウコウ ジュウテン シンキ シサク		○高齢者の交通安全対策の推進 コウレイ シャ コウツウ アンゼン タイサク スイシン

										○歩行者に対する施策 ホコウシャ タイ シサク						2002						○シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底 オヨ チャクヨウ テッテイ		　

				1976-80		第２次				○道路交通安全環境の確立 ドウロ コウツウ アンゼン カンキョウ カクリツ						2003						○安全かつ円滑な道路交通環境の整備 アンゼン エンカツ ドウロ コウツウ カンキョウ セイビ

										○民間の交通安全活動の推進 ミンカン コウツウ アンゼン カツドウ スイシン						2004						○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン

										○交通安全施設の整備充実 コウツウ アンゼン シセツ セイビ ジュウジツ						2005						○車両の安全性の確保 シャリョウ アンゼンセイ カクホ		総人口に占める高齢者比率20％を上回る ソウジンコウ シ コウレイシャ ヒリツ ウワマワ

				1981-85		第３次		今後の方向 コンゴ ホウコウ		○交通安全施設の整備充実 コウツウ アンゼン シセツ セイビ ジュウジツ												○効果的な指導取締りの実施 コウカテキ シドウ ト シ ジッシ

										○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン						　						○救急・救助体制の整備 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ

										○地域の自主的な交通安全活動の推進 チイキ ジシュテキ コウツウ アンゼン カツドウ スイシン						　						○被害者対策の充実 ヒガイシャ タイサク ジュウジツ		　

										○救急救助体制の整備充実 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ ジュウジツ						　						○交通事故調査・分析の充実 コウツウ ジコ チョウサ ブンセキ ジュウジツ

				1986		第４次		今後の方向 コンゴ ホウコウ		○交通安全施設の整備充実 コウツウ アンゼン シセツ セイビ ジュウジツ												○市民参加型の交通安全活動の推進 シミン サンカガタ コウツウ アンゼン カツドウ スイシン

				1987						○年齢段階に応じた目標の設定 ネンレイ ダンカイ オウ モクヒョウ セッテイ						2005		第８次 ダイ ジ		4つの視点 シテン		〇少子高齢社会への対応 ショウシ コウレイ シャカイ タイオウ		刑法改正

				1988						○生涯にわたる交通安全活動の推進 ショウガイ コウツウ アンゼン カツドウ スイシン						2007						〇歩行者の安全確保 ホコウシャ アンゼン カクホ

				1989						○救急・救助体制の整備充実 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ ジュウジツ						2008						〇国民自らの意識改革 コクミン ミズカ イシキ カイカク		総人口ピークに（１億2,808万人）　

				1990						○地域の実情に即した効果的な交通安全対策 チイキ ジツジョウ ソク コウカテキ コウツウ アンゼン タイサク						2009						〇ITの活用 カツヨウ		交通事故死者数5千人を下回る コウツウ ジコ シシャスウ センニン シタマワ

				1991		第５次 ダイ ジ		今後の方向(重点・新規施策） コンゴ ホウコウ ジュウテン シンキ シサク		○交通事故の総合的な調査研究の推進 コウツウ ジコ ソウゴウテキ チョウサ ケンキュウ スイシン		　												JR福知山線脱線事故 フクチヤマ セン ダッセン ジコ

										○車両の安全性の確保 シャリョウ アンゼンセイ カクホ		　				2010

										○安全かつ円滑な道路交通環境の整備 アンゼン エンカツ ドウロ コウツウ カンキョウ セイビ		　				2011		第９次 ダイ ジ		３つの視点 シテン		〇高齢者及び子どもの安全確保 コウレイ シャ オヨ コ アンゼン カクホ

				1992						○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン		第二次交通戦争・交通事故死者数減少に転じる ダイ ニジ コウツウ センソウ				2012						〇歩行者及び自転車の安全確保 ホコウシャ オヨ ジテンシャ アンゼン カクホ		笹子トンネル天井版落下事故 ササゴ テンジョウ バン ラッカ ジコ

										○効果的な指導取締りの実施 コウカテキ シドウ ト シ ジッシ												〇生活道路及び幹線道路における安全確保 セイカツ ドウロ オヨ カンセン ドウロ アンゼン カクホ		京都府亀岡無免許居眠り運転事故 キョウトフ カメオカ ムメンキョ イネム ウンテン ジコ

				1993						○救急・救助体制の整備 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ						2013						　		訪日外国人客数1千万人を超える

				1994						○交通安全推進体制の充実・強化 コウツウ アンゼン スイシン タイセイ ジュウジツ キョウカ						2014						　		自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 ジドウシャ ウンテン ヒト シショウ コウイ ナド ショバツ カン ホウリツ

				1995						○増加の顕著な事故態様及び死者数の多い事故態様に対応した諸施策の推進 ゾウカ ケンチョ ジコ タイヨウ オヨ シシャ スウ オオ ジコ タイヨウ タイオウ ショ シサク スイシン						2015

				1996		第６次 ダイ ジ		今後の方向(重点・新規施策） コンゴ ホウコウ ジュウテン シンキ シサク		○高齢者の交通安全対策の推進 コウレイ シャ コウツウ アンゼン タイサク スイシン		交通事故死者数1万人を下回る				2016		第10次 ダイ ジ		＜視点＞今後の交通安全対策を考える視点 シテン コンゴ コウツウ アンゼン タイサク カンガ シテン		〇高齢者及び子どもの安全確保 コウレイ シャ オヨ コ アンゼン カクホ		出生数が100万人を下回る　　　　　　　　　　　　　訪日外国人客数2千万人を超える シュッショウスウ マンニン シタマワ

				1997						○シートベルトの着用の徹底 チャクヨウ テッテイ												〇歩行者及び自転車の安全確保 ホコウシャ オヨ ジテンシャ アンゼン カクホ		軽井沢スキーバス転落事故

				1998						○安全かつ円滑な道路交通環境の整備 アンゼン エンカツ ドウロ コウツウ カンキョウ セイビ		　				2017						〇生活道路及び幹線道路における安全確保 セイカツ ドウロ オヨ カンセン ドウロ アンゼン カクホ		東名高速あおり運転夫婦死亡事故

										○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン		運転免許保有者に占める女性が４割を上回る ウンテン メンキョ ホユウシャ シ ジョセイ ワリ ウワマワ				2018				重視すべき事項 ジュウシ ジコウ		〇先端技術の活用 センタン ギジュツ カツヨウ		　

				1999						○車両の安全性の確保 シャリョウ アンゼンセイ カクホ		　				2019						〇交通実態を踏まえたきめ細かな対策の推進 コウツウ ジッタイ フ コマ タイサク スイシン		　

										○効果的な指導取締りの実施 コウカテキ シドウ ト シ ジッシ						2020						〇地域ぐるみの交通安全対策の推進 チイキ コウツウ アンゼン タイサク スイシン

				2000						○救急・救助体制の整備 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ		中央省庁再編・交通安全対策は内閣府に

										○事故調査・分析,交通安全に関する調査研究の充実 ジコ チョウサ ブンセキ コウツウ アンゼン カン チョウサ ケンキュウ ジュウジツ		　

										○官民一体となった交通安全推進体制の確保 カンミン イッタイ コウツウ アンゼン スイシン タイセイ カクホ
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				基本計画 キホン ケイカク		道路交通分野の柱、今後の方向、重点等 ドウロ コウツウ ブンヤ ハシラ コンゴ ホウコウ ジュウテン ナド				交通安全と道路交通法等の主な動き コウツウ アンゼン ドウロ コウツウ ホウ ナド オモ ウゴ		その他 ホカ

		1970								交通安全対策基本法制定 コウツウ アンゼン タイサク キホンホウ セイテイ

		1971-75		第１次				○交通安全施設の整備 コウツウ アンゼン シセツ セイビ		第一次交通戦争 ダイ イチジ コウツウ センソウ

								○歩行者に対する施策 ホコウシャ タイ シサク

		1976-80		第２次				○道路交通安全環境の確立 ドウロ コウツウ アンゼン カンキョウ カクリツ

								○民間の交通安全活動の推進 ミンカン コウツウ アンゼン カツドウ スイシン

								○交通安全施設の整備充実 コウツウ アンゼン シセツ セイビ ジュウジツ

		1981-85		第３次		今後の方向 コンゴ ホウコウ		○交通安全施設の整備充実 コウツウ アンゼン シセツ セイビ ジュウジツ

								○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン

								○地域の自主的な交通安全活動の推進 チイキ ジシュテキ コウツウ アンゼン カツドウ スイシン

								○救急救助体制の整備充実 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ ジュウジツ

		1986		第４次		今後の方向 コンゴ ホウコウ		○交通安全施設の整備充実 コウツウ アンゼン シセツ セイビ ジュウジツ

		1987						○年齢段階に応じた目標の設定 ネンレイ ダンカイ オウ モクヒョウ セッテイ

		1988						○生涯にわたる交通安全活動の推進 ショウガイ コウツウ アンゼン カツドウ スイシン

		1989						○救急・救助体制の整備充実 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ ジュウジツ

		1990						○地域の実情に即した効果的な交通安全対策 チイキ ジツジョウ ソク コウカテキ コウツウ アンゼン タイサク				この頃エアバッグの普及 コロ フキュウ

		1991		第５次 ダイ ジ		今後の方向(重点・新規施策） コンゴ ホウコウ ジュウテン シンキ シサク		○交通事故の総合的な調査研究の推進 コウツウ ジコ ソウゴウテキ チョウサ ケンキュウ スイシン		救急救命士法 キュウキュウ キュウメイ ホウ

								○車両の安全性の確保 シャリョウ アンゼンセイ カクホ		　		高速自動車道供用延長5000km コウソク ジドウシャドウ キョウヨウ エンチョウ

								○安全かつ円滑な道路交通環境の整備 アンゼン エンカツ ドウロ コウツウ カンキョウ セイビ		AT限定免許？ ゲンテイ メンキョ		ASV推進計画 スイシン ケイカク

		1992						○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン		第二次交通戦争・交通事故死者数減少に転じる ダイ ニジ コウツウ センソウ		北海道縦貫自動車道多重事故 ホッカイドウ ジュウカン ジドウシャドウ タジュウ ジコ

								○効果的な指導取締りの実施 コウカテキ シドウ ト シ ジッシ				　

		1993						○救急・救助体制の整備 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ				　

		1994						○交通安全推進体制の充実・強化 コウツウ アンゼン スイシン タイセイ ジュウジツ キョウカ				　

		1995						○増加の顕著な事故態様及び死者数の多い事故態様に対応した諸施策の推進 ゾウカ ケンチョ ジコ タイヨウ オヨ シシャ スウ オオ ジコ タイヨウ タイオウ ショ シサク スイシン				　

		1996		第６次 ダイ ジ		今後の方向(重点・新規施策） コンゴ ホウコウ ジュウテン シンキ シサク		○高齢者の交通安全対策の推進 コウレイ シャ コウツウ アンゼン タイサク スイシン		交通事故死者数1万人を下回る

		1997						○シートベルトの着用の徹底 チャクヨウ テッテイ				　

		1998						○安全かつ円滑な道路交通環境の整備 アンゼン エンカツ ドウロ コウツウ カンキョウ セイビ		運転免許証更新時に75歳以上高齢者講習義務づけ ウンテン メンキョショウ コウシンジ サイ イジョウ コウレイシャ コウシュウ ギム		　

								○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン		運転免許保有者に占める女性が４割を上回る ウンテン メンキョ ホユウシャ シ ジョセイ ワリ ウワマワ		　

		1999						○車両の安全性の確保 シャリョウ アンゼンセイ カクホ		　		　

								○効果的な指導取締りの実施 コウカテキ シドウ ト シ ジッシ				東名高速飲酒運転事故 トウメイ

		2000						○救急・救助体制の整備 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ		中央省庁再編・交通安全対策は内閣府に		ETC供用開始tbc キョウヨウ カイシ

								○事故調査・分析,交通安全に関する調査研究の充実 ジコ チョウサ ブンセキ コウツウ アンゼン カン チョウサ ケンキュウ ジュウジツ		6歳未満の幼児、ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ義務付け サイ ミマン ヨウジ

								○官民一体となった交通安全推進体制の確保 カンミン イッタイ コウツウ アンゼン スイシン タイセイ カクホ				　

		2001		第７次 ダイ ジ		今後の方向(重点・新規施策） コンゴ ホウコウ ジュウテン シンキ シサク		○高齢者の交通安全対策の推進 コウレイ シャ コウツウ アンゼン タイサク スイシン				　

		2002						○シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底 オヨ チャクヨウ テッテイ		　		　

		2003						○安全かつ円滑な道路交通環境の整備 アンゼン エンカツ ドウロ コウツウ カンキョウ セイビ

		2004						○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン				東北北陸自動車道正面衝突事故 トウホク ホクリク ジドウシャドウ ショウメン ショウトツ ジコ

		2005						○車両の安全性の確保 シャリョウ アンゼンセイ カクホ				高齢者比率20％を上回る コウレイシャ ヒリツ ウワマワ

								○効果的な指導取締りの実施 コウカテキ シドウ ト シ ジッシ

		　						○救急・救助体制の整備 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ

		　						○被害者対策の充実 ヒガイシャ タイサク ジュウジツ		　		　

		　						○交通事故調査・分析の充実 コウツウ ジコ チョウサ ブンセキ ジュウジツ				　

								○市民参加型の交通安全活動の推進 シミン サンカガタ コウツウ アンゼン カツドウ スイシン				　

		2005		第８次 ダイ ジ		4つの視点 シテン		〇少子高齢社会への対応 ショウシ コウレイ シャカイ タイオウ		刑法改正

		2007						〇歩行者の安全確保 ホコウシャ アンゼン カクホ				　

		2008						〇国民自らの意識改革 コクミン ミズカ イシキ カイカク		後部座席のｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ義務づけ ギム		総人口ピークに（１億2,808万人）　

		2009						〇ITの活用 カツヨウ		交通事故死者数5千人を下回る コウツウ ジコ シシャスウ センニン シタマワ		JR福知山線脱線事故 フクチヤマ セン ダッセン ジコ

										運転免許証更新時に75歳以上に認知機能検査 ウンテン メンキョショウ コウシンジ サイ イジョウ ニンチ キノウ ケンサ

		2010

		2011		第９次 ダイ ジ		３つの視点 シテン		〇高齢者及び子どもの安全確保 コウレイ シャ オヨ コ アンゼン カクホ				　

		2012						〇歩行者及び自転車の安全確保 ホコウシャ オヨ ジテンシャ アンゼン カクホ				笹子トンネル天井版落下事故 ササゴ テンジョウ バン ラッカ ジコ

								〇生活道路及び幹線道路における安全確保 セイカツ ドウロ オヨ カンセン ドウロ アンゼン カクホ				京都府亀岡無免許居眠り運転事故 キョウトフ カメオカ ムメンキョ イネム ウンテン ジコ

		2013						　				訪日外国人客数1千万人を超える

		2014						　		自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 ジドウシャ ウンテン ヒト シショウ コウイ ナド ショバツ カン ホウリツ		　

		2015

		2016		第10次 ダイ ジ		＜視点＞今後の交通安全対策を考える視点 シテン コンゴ コウツウ アンゼン タイサク カンガ シテン		〇高齢者及び子どもの安全確保 コウレイ シャ オヨ コ アンゼン カクホ				出生数が100万人を下回る　　　　　　　　　　　　　訪日外国人客数2千万人を超える シュッショウスウ マンニン シタマワ

								〇歩行者及び自転車の安全確保 ホコウシャ オヨ ジテンシャ アンゼン カクホ				軽井沢スキーバス転落事故

		2017						〇生活道路及び幹線道路における安全確保 セイカツ ドウロ オヨ カンセン ドウロ アンゼン カクホ		75歳以上，臨時の認知機能検査等 サイ イジョウ リンジ ニンチ キノウ ケンサ ナド		東名高速あおり運転夫婦死亡事故

		2018				重視すべき事項 ジュウシ ジコウ		〇先端技術の活用 センタン ギジュツ カツヨウ		　

		2019						〇交通実態を踏まえたきめ細かな対策の推進 コウツウ ジッタイ フ コマ タイサク スイシン		自動運転レベル2に向けた道路交通法改正 ジドウ ウンテン ム ドウロ コウツウホウ カイセイ

		2020						〇地域ぐるみの交通安全対策の推進 チイキ コウツウ アンゼン タイサク スイシン









										　











【機密性2情報】		




目標値と死者数

						1970		16765

				計画 ケイカク		年 ネン		死者数 シシャスウ		　目標値 モクヒョウチ		　目標値 モクヒョウチ

				第１次計画 ダイ ジ ケイカク		第１次計画1971年 ダイ ジ ケイカク ネン		16,278		14,212

						1972年 ネン		15,918		11,659

						1973年 ネン		14,574		9,106

						1974年 ネン		11,432		6,553

						1975年 ネン		10,792		4,000		4000

				第２次計画 ダイ ジ ケイカク		第２次計画1976年 ダイ ジ ケイカク ネン		9,734		10,320

						1977年 ネン		8,945		9,848

						1978年 ネン		8,783		9,376

						1979年 ネン		8,466		8,904

						1980年 ネン		8,760		8,433		8432.5

				第３次計画 ダイ ジ ケイカク		第３次計画1981年 ダイ ジ ケイカク ネン		8,719		8,608

						1982年 ネン		9,073		8,464

						1983年 ネン		9,520		8,320

						1984年 ネン		9,262		8,177

						1985年 ネン		9,261		8,000		8000

				第４次計画 ダイ ジ ケイカク		第4次計画1986年 ダイ ジ ケイカク ネン		9,317		9,009

						1987年 ネン		9,347		8,757

						1988年 ネン		10,344		8,504

						1989年 ネン		11,086		8,252

						1990年 ネン		11,227		8,000		8000

				第５次計画(H3-7） ダイ ジ ケイカク		第5次計画1991年 ジ ケイカク ネン		11,109		10,982

						1992年 ネン		11,452		10,736

						1993年 ネン		10,945		10,491

						1994年 ネン		10,653		10,245

						1995年 ネン		10,684		10,000		10000

				第６次計画（H8-12) ダイ ジ ケイカク		第６次計画1996年 ケイカク ネン		9,943		10,342

						1997年 ネン		9,642		10,000		10000

						1998年 ネン		9,214		9,667

						1999年 ネン		9,012		9,333

						2000年 ネン		9,073		9,000		9000

				第７次計画 ダイ ジ ケイカク		第7次計画2001年 ダイ ジ ケイカク ネン		8,757		8,952		　

						2002年 ネン		8,396		8,830

						2003年 ネン		7,768		8,709

						2004年 ネン		7,436		8,587

						2005年 ネン		6,937		8,466		8466

				第8次計画 ダイ ジ ケイカク		第８次計画2006年 ダイ ジ ケイカク ネン		6,415		6,650

						2007年 ネン		5,796		6,362

						2008年 ネン		5,209		6,075

						2009年 ネン		4,979		5,787

						2010年 ネン		4,948		5,500		5500

				第9次計画 ダイ ジ ケイカク		第９次計画2011年 ダイ ジ ケイカク ネン		4,691		4,558

						2012年 ネン		4,438		4,169

						2013年 ネン		4,388		3,779

						2014年 ネン		4,113		3,390

						2015年 ネン		4,117		3,000		3000

				第10次計画 ダイ ジ ケイカク		第10次計画2016年 ダイ ジ ケイカク ネン		3,904		3,794

						2017年 ネン		3,694		3,470

						2018年 ネン		3,532		3,147

						2019年 ネン				2,823

						2020年 ネン				2,500		2500















































要約PPT案 (削除前)

												　		人口・社会				交通安全・道路交通法等 コウツウ アンゼン ドウロ コウツウホウ ナド		人口・社会		車と道

								基本計画 キホン ケイカク		道路交通分野の柱、今後の方向、重点等 ドウロ コウツウ ブンヤ ハシラ コンゴ ホウコウ ジュウテン ナド		交通安全と道路交通法等の主な動き コウツウ アンゼン ドウロ コウツウ ホウ ナド オモ ウゴ

						1970						交通安全対策基本法制定 コウツウ アンゼン タイサク キホンホウ セイテイ						交通安全対策基本法制定 コウツウ アンゼン タイサク キホンホウ セイテイ

						1971		第１次交通安全基本計画		○交通安全施設の整備 コウツウ アンゼン シセツ セイビ

						1972				○歩行者に対する施策 ホコウシャ タイ シサク

						1973

						1974

						1975

						1976		第２次交通安全基本計画		○道路交通安全環境の確立 ドウロ コウツウ アンゼン カンキョウ カクリツ

						1977				○民間の交通安全活動の推進 ミンカン コウツウ アンゼン カツドウ スイシン

						1978				○交通安全施設の整備充実 コウツウ アンゼン シセツ セイビ ジュウジツ

						1979

						1980

						1981		第３次交通安全基本計画		＜今後の方向＞ コンゴ ホウコウ

						1982				○交通安全施設の整備充実 コウツウ アンゼン シセツ セイビ ジュウジツ

						1983				○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン

						1984				○地域の自主的な交通安全活動の推進 チイキ ジシュテキ コウツウ アンゼン カツドウ スイシン

						1985				○救急救助体制の整備充実 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ ジュウジツ

						1986		第４次交通安全基本計画		＜今後の方向＞ コンゴ ホウコウ

						1987				○交通安全施設の整備充実 コウツウ アンゼン シセツ セイビ ジュウジツ

						1988				○年齢段階に応じた目標の設定 ネンレイ ダンカイ オウ モクヒョウ セッテイ

				H1		1989				○生涯にわたる交通安全活動の推進 ショウガイ コウツウ アンゼン カツドウ スイシン

				H2		1990				○救急・救助体制の整備充実 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ ジュウジツ

				 		 				○地域の実情に即した効果的な交通安全対策 チイキ ジツジョウ ソク コウカテキ コウツウ アンゼン タイサク				このころエアバッグの普及 フキュウ						このころエアバッグの普及 フキュウ		　

				H3		1991		第５次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		＜今後の方向(重点・新規施策）＞ コンゴ ホウコウ ジュウテン シンキ シサク		救急救命士法 キュウキュウ キュウメイ ホウ						救急救命士法 キュウキュウ キュウメイ ホウ

										○交通事故の総合的な調査研究の推進 コウツウ ジコ ソウゴウテキ チョウサ ケンキュウ スイシン		死亡事故に占める夜間の割合がピークに シボウ ジコ シ ヤカン ワリアイ		高速自動車道供用延長5000km コウソク ジドウシャドウ キョウヨウ エンチョウ				死亡事故に占める夜間の割合がピークに シボウ ジコ シ ヤカン ワリアイ		高速自動車道供用延長5000km コウソク ジドウシャドウ キョウヨウ エンチョウ

										○車両の安全性の確保 シャリョウ アンゼンセイ カクホ		AT限定免許？ ゲンテイ メンキョ		ASV推進計画 スイシン ケイカク				AT限定免許？ ゲンテイ メンキョ		ASV推進計画 スイシン ケイカク

				H4		1992				○安全かつ円滑な道路交通環境の整備 アンゼン エンカツ ドウロ コウツウ カンキョウ セイビ		交通事故死者数減少に転じる		北海道縦貫自動車道多重事故 ホッカイドウ ジュウカン ジドウシャドウ タジュウ ジコ				交通事故死者数減少に転じる		北海道縦貫自動車道多重事故 ホッカイドウ ジュウカン ジドウシャドウ タジュウ ジコ

										○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン				のぞみ運行開始 ウンコウ カイシ						のぞみ運行開始 ウンコウ カイシ

				H5		1993				○効果的な指導取締りの実施 コウカテキ シドウ ト シ ジッシ				ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ開通						ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ開通

				H6		1994				○救急・救助体制の整備 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ				関西国際空港開港 カンサイ コクサイ クウコウ カイコウ						関西国際空港開港 カンサイ コクサイ クウコウ カイコウ		　

				H7		1995				○交通安全推進体制の充実・強化 コウツウ アンゼン スイシン タイセイ ジュウジツ キョウカ				阪神・淡路大震災，地下鉄サリン事件 ハンシン アワジ ダイシンサイ チカテツ ジケン

										○増加の顕著な事故態様及び死者数の多い事故態様に対応した諸施策の推進 ゾウカ ケンチョ ジコ タイヨウ オヨ シシャ スウ オオ ジコ タイヨウ タイオウ ショ シサク スイシン				九州自動車道全線開通 キュウシュウ ジドウシャドウ ゼンセン カイツウ				阪神・淡路大震災，地下鉄サリン事件 ハンシン アワジ ダイシンサイ チカテツ ジケン		九州自動車道全線開通 キュウシュウ ジドウシャドウ ゼンセン カイツウ

				H8		1996		第６次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		＜今後の方向(重点・新規施策）＞ コンゴ ホウコウ ジュウテン シンキ シサク												　

										○高齢者の交通安全対策の推進 コウレイ シャ コウツウ アンゼン タイサク スイシン		交通事故死者数1万人を下回る						交通事故死者数1万人を下回る

				H9		1997				○シートベルトの着用の徹底 チャクヨウ テッテイ				東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ供用神戸/なるとルート開通 キョウヨウ コウベ カイツウ						東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ供用神戸/なるとルート開通 キョウヨウ コウベ カイツウ

				H10		1998				○安全かつ円滑な道路交通環境の整備 アンゼン エンカツ ドウロ コウツウ カンキョウ セイビ		運転免許証更新時に75歳以上高齢者講習義務づけ ウンテン メンキョショウ コウシンジ サイ イジョウ コウレイシャ コウシュウ ギム		長野オリンピック ナガノ				運転免許証更新時に75歳以上高齢者講習義務づけ ウンテン メンキョショウ コウシンジ サイ イジョウ コウレイシャ コウシュウ ギム		長野オリンピック ナガノ						　

										○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン		運転免許保有者に占める女性が４割を上回る ウンテン メンキョ ホユウシャ シ ジョセイ ワリ ウワマワ		本州四国連絡橋開通 カイツウ				運転免許保有者に占める女性が４割を上回る ウンテン メンキョ ホユウシャ シ ジョセイ ワリ ウワマワ		本州四国連絡橋開通 カイツウ

				H11		1999				○車両の安全性の確保 シャリョウ アンゼンセイ カクホ		　		しまなみ街道全線供用開始 カイドウ ゼンセン キョウヨウ カイシ				男女共同参画社会基本法 ダンジョ キョウドウ サンカク シャカイ キホンホウ		しまなみ街道全線供用開始 カイドウ ゼンセン キョウヨウ カイシ

										○効果的な指導取締りの実施 コウカテキ シドウ ト シ ジッシ				東名高速飲酒運転事故 トウメイ						東名高速飲酒運転事故 トウメイ		　				　

				H12		2000				○救急・救助体制の整備 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ		中央省庁再編・交通安全対策は内閣府に		ETC供用開始tbc キョウヨウ カイシ				中央省庁再編・交通安全対策は内閣府に		ETC供用開始tbc キョウヨウ カイシ

										○事故調査・分析,交通安全に関する調査研究の充実 ジコ チョウサ ブンセキ コウツウ アンゼン カン チョウサ ケンキュウ ジュウジツ		6歳未満の幼児、ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ義務付け サイ ミマン ヨウジ						6歳未満の幼児、ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ義務付け サイ ミマン ヨウジ

										○官民一体となった交通安全推進体制の確保 カンミン イッタイ コウツウ アンゼン スイシン タイセイ カクホ				携帯電話人口普及率が5割を上回る ケイタイ デンワ ジンコウ フキュウリツ ワリ ウワマワ						携帯電話人口普及率が5割を上回る ケイタイ デンワ ジンコウ フキュウリツ ワリ ウワマワ

				H13		2001		第７次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		＜今後の方向(重点・新規施策）＞ コンゴ ホウコウ ジュウテン シンキ シサク				ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ普及率過半に（H13世帯、H14個人） カハン						ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ普及率過半に（H13世帯、H14個人） カハン

				H14		2002				○高齢者の交通安全対策の推進 コウレイ シャ コウツウ アンゼン タイサク スイシン		　		　				　		　

										○シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底 オヨ チャクヨウ テッテイ

										○安全かつ円滑な道路交通環境の整備 アンゼン エンカツ ドウロ コウツウ カンキョウ セイビ

										○交通安全教育の推進 コウツウ アンゼン キョウイク スイシン

										○車両の安全性の確保 シャリョウ アンゼンセイ カクホ

				H15		2003				○効果的な指導取締りの実施 コウカテキ シドウ ト シ ジッシ

				H16		2004				○救急・救助体制の整備 キュウキュウ キュウジョ タイセイ セイビ		　		東北北陸自動車道正面衝突事故 トウホク ホクリク ジドウシャドウ ショウメン ショウトツ ジコ				　		　

				H17		2005				○被害者対策の充実 ヒガイシャ タイサク ジュウジツ				高齢者比率20％を上回る コウレイシャ ヒリツ ウワマワ				高齢者比率20％を上回る コウレイシャ ヒリツ ウワマワ

										○交通事故調査・分析の充実 コウツウ ジコ チョウサ ブンセキ ジュウジツ

										○市民参加型の交通安全活動の推進 シミン サンカガタ コウツウ アンゼン カツドウ スイシン				中部国際空港開港 チュウブ コクサイ クウコウ カイコウ						中部国際空港開港 チュウブ コクサイ クウコウ カイコウ

				H18		2005		第８次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		<4つの視点＞ シテン										福岡海の道大橋飲酒運転事故 フクオカ ウミ ミチ オオハシ インシュ ウンテン ジコ		ETC普及率半数を超える フキュウリツ ハンスウ コ

										〇少子高齢社会への対応 ショウシ コウレイ シャカイ タイオウ		刑法改正						刑法改正		埼玉県川口市園児死傷事件 サイタマケン カワグチシ エンジ シショウ ジケン

				H19		2007				〇歩行者の安全確保 ホコウシャ アンゼン カクホ				　						　		　

				H20		2008				〇国民自らの意識改革 コクミン ミズカ イシキ カイカク		後部座席のｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ義務づけ ギム		総人口がピークに（１億2,808万人）　				後部座席のｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ義務づけ ギム		総人口がピークに（１億2,808万人）　

				H21		2009				〇ITの活用 カツヨウ		交通事故死者数5千人を下回る コウツウ ジコ シシャスウ センニン シタマワ		　				交通事故死者数5千人を下回る コウツウ ジコ シシャスウ センニン シタマワ		リーマンショック		　

												運転免許証更新時に75歳以上に認知機能検査 ウンテン メンキョショウ コウシンジ サイ イジョウ ニンチ キノウ ケンサ		JR福知山線脱線事故 フクチヤマ セン ダッセン ジコ				運転免許証更新時に75歳以上に認知機能検査 ウンテン メンキョショウ コウシンジ サイ イジョウ ニンチ キノウ ケンサ		JR福知山線脱線事故 フクチヤマ セン ダッセン ジコ

				H22		2010

				H23		2011		第９次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		＜３つの視点＞ シテン				東日本大震災 ヒガシニッポン ダイシンサイ						東日本大震災 ヒガシニッポン ダイシンサイ

																				栃木県鹿沼クレーン車暴走事故 トチギケン カヌマ クルマ ボウソウ ジコ

																				名古屋市ブラジル人死亡ひき逃げ事件 ナゴヤシ ジン シボウ ニ ジケン

				H24		2012				〇高齢者及び子どもの安全確保 コウレイ シャ オヨ コ アンゼン カクホ				笹子トンネル天井版落下事故 ササゴ テンジョウ バン ラッカ ジコ						笹子トンネル天井版落下事故 ササゴ テンジョウ バン ラッカ ジコ

														京都府亀岡無免許居眠り運転事故 キョウトフ カメオカ ムメンキョ イネム ウンテン ジコ						京都府亀岡無免許居眠り運転事故 キョウトフ カメオカ ムメンキョ イネム ウンテン ジコ

				H25		2013				〇歩行者及び自転車の安全確保 ホコウシャ オヨ ジテンシャ アンゼン カクホ				携帯電話人口普及率100%を上回る				　		携帯電話人口普及率100%を上回る

														訪日外国人客数1千万人を超える ホウニチ ガイコクジン キャクスウ セン マンニン コ						訪日外国人客数1千万人を超える ホウニチ ガイコクジン キャクスウ セン マンニン コ

														　						川崎市自転車転倒女児死亡/京都八幡暴走事故 カワサキシ ジテンシャ テントウ ジョジ シボウ キョウト ヤワタ ボウソウ ジコ

				H26		2014				〇生活道路及び幹線道路における安全確保 セイカツ ドウロ オヨ カンセン ドウロ アンゼン カクホ		自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 ジドウシャ ウンテン ヒト シショウ コウイ ナド ショバツ カン ホウリツ		　				自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 ジドウシャ ウンテン ヒト シショウ コウイ ナド ショバツ カン ホウリツ		池袋危険ドラッグ使用死亡事故 イケブクロ キケン シヨウ シボウ ジコ		自動運転について最初の官民ITSロードマップ ジドウ ウンテン サイショ カンミン

				H27		2015						　						　				首都高中央環状線開通 カイツウ

				H28		2016		第10次交通安全基本計画 ダイ ジ コウツウ アンゼン キホン ケイカク		＜視点＞今後の交通安全対策を考える視点 シテン コンゴ コウツウ アンゼン タイサク カンガ シテン				出生数が100万人を下回る シュッショウスウ マンニン シタマワ						出生数が100万人を下回る シュッショウスウ マンニン シタマワ		　

										〇高齢者及び子どもの安全確保 コウレイ シャ オヨ コ アンゼン カクホ				訪日外国人客数2千万人を超える ホウニチ ガイコクジン キャクスウ セン マンニン コ						訪日外国人客数2千万人を超える ホウニチ ガイコクジン キャクスウ セン マンニン コ

										〇歩行者及び自転車の安全確保 ホコウシャ オヨ ジテンシャ アンゼン カクホ				軽井沢スキーバス転落事故						軽井沢スキーバス転落事故

				H29		2017				〇生活道路及び幹線道路における安全確保 セイカツ ドウロ オヨ カンセン ドウロ アンゼン カクホ		75歳以上，臨時の認知機能検査等 サイ イジョウ リンジ ニンチ キノウ ケンサ ナド		東名高速あおり運転夫婦死亡事故				75歳以上，臨時の認知機能検査等 サイ イジョウ リンジ ニンチ キノウ ケンサ ナド		東名高速あおり運転夫婦死亡事故		サポカーSのコンセプト

				H30		2018				交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項 コウツウ ジコ オ カンキョウ ジュウシ ジコウ		　						　

				R1		2019				〇先端技術の活用 センタン ギジュツ カツヨウ		自動運転レベル2に向けた道路交通法改正？ ジドウ ウンテン ム ドウロ コウツウホウ カイセイ						自動運転レベル2に向けた道路交通法改正？ ジドウ ウンテン ム ドウロ コウツウホウ カイセイ

										〇交通実態を踏まえたきめ細かな対策の推進 コウツウ ジッタイ フ コマ タイサク スイシン

				R2		2020				〇地域ぐるみの交通安全対策の推進 チイキ コウツウ アンゼン タイサク スイシン

												　



【機密性2情報】		
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• Under a People-First Traffic Safety Philosophy, the number of road traffic accident fatalities has decreased to less than one-fourth of the worst ever.
• In order to set higher goals and further prevent traffic accidents in the future, advanced technologies in a new era need to be proactively applied , 

together with strengthening of existing measures. In addition, further efforts will be made toward safety measures for public transportation.
• Through all these policy measures, a significant progress will be achieved toward the realization of a society without traffic accidents and a world-

leading traffic safety society.

Basic Philosophy of the Program

The number of traffic accident fatalities has increased the first time in 15 years, and the proportion of fatal accidents resulting from violation of safe driving obligations 
has become relatively high. In order to achieve the safest road traffic in the world, it is therefore important to further promote the use of progressively advanced 
technologies and information that contribute to traffic safety, in addition to elaborate existing measures.
Objectives:

(1) Achieve the safest road traffic in the world by reducing the number of fatalities within 24 hours to 2,500(*) or less (* About 3,000 fatalities within 30 days)
(2) Reduce the number of casualties to 500,000 or less

Countermeasures:
< Perspectives >

1. Priority targets to reduce damage caused by traffic accidents
(1) Securing of the safety of elderly people and children
(2) Securing of pedestrian and bicycle safety
(3) Securing of safety on local community roads

2. Priority targets in order to create an environment where traffic accidents are less likely to occur
(1) Promotion of the use of advanced technologies
(2) Promotion of measures tailored for actual traffic conditions, and so on.
(3) Promotion of traffic safety policies involving the whole local community

< Pillars of Countermeasures >
(1) Improvement of the road traffic environment, (2) Intensive dissemination of traffic safety philosophy, (3) Securing of safe driving, (4) Securing of vehicle safety, 
(5) Maintaining of road traffic order, (6) Intensification of rescue and emergency activities, (7) Enhancement/promotion of support for victims, and (8) Enhancement of 
R&D and investigation/research.

1. Road Traffic Safety

3. Traffic Safety at Railway Crossings

4. Maritime Traffic Safety
5. Air Traffic Safety

2. Railway Traffic Safety

10th Fundamental Traffic Safety Program (FY2016 - FY2020)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
① 道路交通環境の整備ゾーン３０の推進※② 交通安全思想の普及徹底 参加・体験・実践型の活動の推進③ 安全運転の確保安全運転の確保に資する機器の普及及び活用策の充実④ 車両の安全性の確保 先進安全自動車の開発・普及の促進⑤ 道路交通秩序の維持交通事故の背後責任の追及⑥ 救助・救急活動の充実救急救命士の養成・配置等の促進⑦ 被害者支援の充実と推進損害賠償請求の援助活動等の強化⑧ 研究開発及び調査研究の充実安全運転の支援に関する研究開発
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Priority Targets to be Addressed Factors examined to set the targets

(1) Securing of safety of elderly people
and children

• High proportion of elderly people among those killed by traffic accidents compared to other countries.
• Progressive declining of fertility; realization of a society in which parents  could give birth to babies and bring them up with 

no worries

(2) Securing of pedestrian and bicycle
safety

• From 2008, the number of walkers has exceeded the number of drivers and fellow passengers among the killed by traffic 
accidents.

• Percentage of bicycle riders among those killed  in traffic accidents is larger in Japan than in Western countries.
(3) Securing of safety on local
community roads • Parcentage of fatal traffic accidents occurring on roads with a width of less than 5.5 meters is on an increasing trend.

Perspective 1: Priority targets to Reduce Damages by Traffic Accidents

Percentage of Traffic Accident Fatalities and population
by Age Group by Country (2017)

Percentage of Traffic Accident Fatalities by Condition by Country 
(2017)

Source material: Cabinet Office “White Paper on Traffic Safety (2019 edition)”
Note: The number of fatalities is “fatalities within 30 days of an accident” as defined in IRTAD material.

Source material: Cabinet Office “White Paper on Traffic Safety (2019 edition)”
Note: Figures in the inner circle indicate the ratio of traffic accident fatalities per population, while figures in the outer circle 
indicate the composition ratio of traffic accidents (by age group).
The number of fatalities is “fatalities within 30 days of an accident” as defined in IRTAD material.
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New perspectives
– Priorities to create an environment where traffic accidents are less likely to occur –

 Expansion and strengthening of safety standards including mandatory 
installation of collision avoidance system and so on.

 Development and dissemination of new technologies such as a system for 
handling driver abnormalities

 Dissemination and sophistication of an automatic collision notification system 
(ACN), etc.

• Slowing down of decrease in the number of traffic accident 
• A relative increase in the percentage of fatal accidents due to violation of safe driving 

obligations such as failure to confirm safety and inattentive driving.

Measures to address potentially dangerous spots by utilizing big data such as 
sudden braking

Grasping and analyzing the actual accident situation by utilizing drive 
recorders, etc.

Upgrading of traffic accident analysis by utilizing geographic information 
systems, etc.

Detailed investigation of the mechanism of injuries in accidents with the 
cooperation of medical institutions

Major examples of measures

Securing of the safety of elderly people by watching over them through 
whole community participation 

Proactive provision of information on traffic accidents via the Internet, etc.
Promotion of monitoring of traffic safety facilities with participation by local 

residents, etc.

(1) Promotion of the use of advanced technologies
• Safe driving support systems that preemptively 

prevent accidents due to carelessness of drivers and 
decline in physical functions of elderly drivers

• System for quick rescue and first-aid activities
• Research and development of world-leading

technologies, and effective use of new technologies

(2) Promotion of measures tailored for actual traffic 
conditions, and so on.
• Analyses based on detailed information including the 

type of accident and the place of its occurrence; 
implementation of measures adapted to individual 
situations.

(3) Promotion of traffic safety policies involving the 
whole local community
• Proactive participation of local residents, etc.

Need to create an 
environment where traffic 
accidents are less likely to 
occur.

Perspective 2: Priority target to Create an Environment Where Traffic Accidents Are Less Likely to Occur



3. Priorities and Challenges of Recent Traffic Safety Policies



3. Enhancement of measures to support daily life involving mobility of elderly people

Future image of the automated driving services with roadside stations in hilly and mountainous areas serving as a hub

Overview of Traffic Safety Emergency Measures for Preschoolers and Elderly Drivers (June 2019)
1. Securing the safety of routes for preschoolers’ daily promenade in groups

(1) Promotion of safe driving support vehicle
(2) Support for elderly people who feel anxiety about driving
(3) Construction of a road environment friendly to elderly drivers

2. Further promotion of measures to support safe driving by elderly people

(1) Implementation of immediate safety checks 
on routes where small children, in particular, 
preschoolers, walk daily in groups
(2) Child safety Promotion of the development 
of a road traffic safety environment in order to 
secure safe passage by children
(3) Measures to watch over small children by 
whole of local community
(4) Joint inspection of elementary school 
school-commuting roads

(1) Flexible use of public transportation
(2) Enhancement of local transportation services beyond the boundaries of the system
(3) Practical application of new means for transportation utilizing new technologies such as 
automated driving technology

Suppress traveling speeds

Humps Curb extensions

Secure pedestrian spaces

Protective fences Road shoulder with color pavement

Secure pedestrian/bicycle spaces

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 公共交通機関の柔軟な活用　○ 地域交通イノベーションに向けた計画・支援制度の見直し（次期通常国会を目指す）【国交】　○ タクシーの相乗りの全国導入に向けたルール整備等（本年度内に通達等を整備）【国交】(2) 制度の垣根を越えた地域における輸送サービスの充実　○　交通事業者が自家用有償旅客運送に協力する、具体的には、交通事業者が委託を　　受ける、実施主体に参画する場合、合意形成手続きの容易化（次期通常国会を目指し　　法制を整備）【国交】　○　介護サービスと輸送サービスの連携強化（本年度中に取組状況を把握)【厚労・国交】(3) 自動運転技術等新たな技術を活用した新しい移動手段の実用化等　○　MaaSなど新たなモビリティサービスの推進に向けた総合的な支援（本年度から）【国交・経産】　○　中山間地域等での自動運転サービスの推進(本年度移動サービスの長期実証、来年までに社会実装を目指す)【国交・経産】



Example of Challenges toward the Future: Further Progress in Aging and Traffic 
Safety

46.4

38.9

6.3
2.1

0.8

5.5

Up to what age do you think you 
can drive? (1992 survey)

65歳くらいまで

75歳くらいまで

80歳くらいまで

81歳以上

その他

わからない

Over the last 30 years, the average 
life expectancy of men and women 
increased by roughly 5 years.

Source: Prime Minister's Office “Public Opinion Poll on Traffic Safety”

Number of Fatal Accidents per Licensed Population of 100,000 by Age Group When the 
Primary Party is the Driver of a Class 1 “Gentsuki (engine-attached bicycle)” or larger (2018)

(Cases per 100,000 licensed population)

Ages 16-19

Ages 20-24

Ages 25-29

Ages 30-34

Ages 35-39

Ages 40-44

Ages 45-49

Ages 50-54

Ages 55-59

Ages 60-64

Ages 65-69

Ages 70-74

Ages 75-79

Ages 80-84

Age 85 and older

Under age 75

Age 75 and older

Note 1: The primary party has recorded a fatal accident with a gentsuki or larger vehicle.
Note 2: The licensed population used for the calculation is the value as of the end of 2018.

Until about age 65

Until about age 75

Until about age 80

Age 81 and older

Others

Not sure



Example of Challenges toward the Future: Increase in Foreigners and 
Traffic Safety

725,601 

728,664 

729,981 737,538 
751,836 

772,614 

800,403 

833,401 

868,272 

907,086 

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

Changes in the number of driver's 
license holders with foreign citizenship

Source material: National Police Agency

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Foreign visitors using rented cars

About eight-fold 
in seven years

(10,000 people)

Note) Number of foreign passengers leaving airports 
using scheduled international flights (estimated value) Source: Survey of International Air Passenger 

Dynamics (Civil Aviation Bureau)



Study panel for preparing 
a draft agenda for 
discussions at the 
Central Traffic Safety 
Policy Council

FY2017 - FY2018 FY2019 FY2020

11th Fundamental Traffic 
Safety Program

Central Traffic Safety Policy Council and  the 
Expert Com

m
ittee Mem

bers’ Conference

 Draft evaluation document on 
the 10th Program

 Needs for traffic safety 
measures toward the 11th 
Program

• Priorities in the demographic 
and societal changes

• Measures sought by citizens, 
etc.

• Long-term prospects related to 
traffic accidents

Develop draft proposals on the 
agenda items to be discussed 
including the principles of the next 
program, i targets, perspectives 
and policy measures.

Steps toward the 11th Fundamental Traffic Safety Program

Discussion on  the frameworks &
methodologies for evaluating the 10th Program

FY2016 – FY2020

Implementation of the 10th Fundamental Traffic Safety 
Program 

FY2021 -

The 11th Program will be adopedby the Central 
Traffic Safety Policy Council



Thank you for your attention.

< Reference >
Cabinet Office website
https://www8.cao.go.jp/koutu/index.html

https://www8.cao.go.jp/koutu/index.html
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