
発生件数 負 傷 者 死 者
平成27年 28,545 6,388 40
前年対比 - 60 - 826 - 5

県内の交通事故発生状況（６月末暫定)

交通安全ニュース

岡山県観光連盟提供

ルールを守って夏を楽しく！！

車には
気をつけて！

４　夜間は特に注意が必要！
夏祭りや花火大会など、夏は夜間外出の機会が増えて
きます。夜間に出かけるときは、運転者が早く気づくよう、
夜光タスキ等の反射材やＬＥＤライトを着用しましょう。
また、運転者も、視界が悪くなる夕暮れ時から夜間には、
早めのライト点灯と上向きライトへのこまめな切り替え
で危険を早期に発見できるようにしましょう。

５　飲んだら絶対に乗るな！
飲酒運転にお酒の量や乗る距離は関係ありません。地域

の夏祭りなどでお酒を飲んだら、すぐ近所でも、車の運転
は絶対にしてはいけません。また、周りの人にもみんなで
注意して、絶対に飲酒運転をさせないようにしましょう。

６　安全運転、それは自転車も同じ！
自転車も車両です。油断すると大きな事故を引き起こ
しかねません。子供であっても加害者になることがあり
ます。自動車、歩行者に注意して、必ずルールを守って、
安全運転をしましょう。
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１　旅行計画はゆとりをもって！
レジャーシーズンは道路が大変

混雑します。計画を立てるときに
は、事前に地図やインターネット
などで行き先までの交通状況を十
分に調べておきましょう。
また、交通渋滞に巻き込まれることも予測して、時間的に

無理のない余裕のある計画を立てておきましょう。

２　運転にもゆとりが大切！
交通渋滞により道路が混雑すると気分的にイライラし

がちですが、焦らずゆとりのある運転を心がけましょう。
また、旅行などでは、運転が長時間・長距離にわたること
があり、特に帰りには疲れがたまってきますので、無理を
せず、早めに休息をとるようにしましょう。

３　子供の事故に気をつけて！
夏休みには、子供たちの外出機会

が増えます。子供たちが出かける前に
「交通事故に気をつけて」と一声かけ
るなど、家庭でも注意してください。
また、車を運転する時は、子供たちの
動きに十分注意し、思いやりと早めの
ブレーキを心がけましょう。

いよいよ本格的な夏がやって来ます。夏休みの時期は、イベントや旅行など外出の機会が増えます。
ちょっとした油断で、楽しい行事が悲しい思い出とならないよう、次のことに注意しましょう。



追い越すとき
転ぶかもしれない…
気をつけよう

身につけた？　ルールとマナーと　反射材
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岡山県交通安全協会では、６月16日、岡山市内において
平成27年度第１回理事会を開催し、平成26年度の事業報告
や収支決算報告等の議案が審議されました。主な内容は次
のとおりです。

１　交通安全活動
⃝　交通安全功労者、優良運転者等の表彰・伝達
　　　26団体、28校、４事業所、473名を表彰
⃝　交通安全活動諸団体への協力、助成
　　　夜光反射材等76,510点を提供

２　自転車、二輪車等交通安全啓発活動
⃝　自転車利用者に対する交通安全教育活動
　　　自転車教室の開催（86回、受講者8,856人）
　　　子供自転車岡山県大会の開催
⃝　自動二輪車利用者に対する交通安全教育活動
　　二輪車講習会、二輪車安全運転岡山県大会の開催

３　交通安全広報啓発活動
⃝　定期的なラジオ、テレビスポット放送
⃝　バス、電車の車内放送を利用した交通安全広報
⃝　ラッピングバスの運行
⃝　機関紙「おかやま交通安全ニュース」の作成、配布

交通安全協会では、会員の皆様に、里帰り中などの短期
使用の場合（概ね１か月程度）に役立つチャイルドシート（乳
児用、幼児用ほか）の無料貸出しサービスを行っています。

チャイルドシートの無料貸出し
安全協会員の方へ
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◆︎ 　

◆︎ 
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貸出対象者
貸出申込先

貸 出 期 間
そ の 他

県内の各地区交通安全協会の会員である方
住居地を管轄する最寄りの
警察署の地区交通安全協
会窓口にお問い合わせく
ださい。
概ね１か月程度
数に限りがありますので、
ご希望にそえない場合が
あることをご了承ください。

…
…

…
…

平成27年度 第１回理事会を開催

１　子供、高齢者の自転車に注意しよう
自転車は気軽に乗ることができる反面、バランスをと

ることが苦手な子供や高齢者は、些細なことで転倒する
おそれがあります。子供や高齢者の自転車を追い越す際
は、「転ぶかもしれない」と予測することが大切です。
また、脚力が弱い人はふらつきやすく、視線が足下に

向きがちです。このような人は周囲の状況をよく見てい
ないため、接近する車両に気づいていないと考えましょう。
さらに高齢者の場合、聴力の衰えにより、後方から接近
する車両にまったく気づ
いていないことも考えら
れます。
これらの自転車を追い

越すときは、十分な側方
間隔がとれる場所で安全
に追い越してください。

２　傘さし、携帯電話のふらつき走行を予測する
傘をさしたり携帯電話を使ったりしながら自転車に乗

ることは大変危険な行為であり、禁止されています。
自転車は、道路交通法上は「軽車両」であり、違反を

すると罰則が科せられるケースがあります。しかし、自
転車運転者のなかには、自転車に乗ることを歩行と同じ
ように考えている人もおり、なかなか違反者が減らない
のが現実です。
自転車運転中の傘さし

や携帯電話の使用は片手
運転となるため、大きく
ふらついたり転倒したり
するおそれがあります。
こういった自転車を見たら
不用意に近づかないこと
です。

３　無灯火自転車に注意しよう
夜間は視認性が悪化し、無灯火で走行する自転車を見

落とし衝突する危険があります。夜間走行中は、このよ
うな自転車を早めに発見するために、前車や対向車がい
ないときはヘッドライトを上向きに切り替え、接近する
自転車がいないかを確認す
ることが大切です。ライト
を上手に活用すれば、自車
の存在を早めに知らせるこ
とができ、車と自転車が互
いの存在を早く発見するこ
とにつながります。

危険な自転車に注意しましょう



５月24日、岡山県
運転免許センターに
おいて、当協会と岡
山県二輪車安全運転
推進委員会の主催で
第45回二輪車安全運
転岡山県大会が開催
されました。この大
会は、運転技能の向
上等により二輪車の
交通事故を防止することを目的に毎年開催されており、本
大会の優秀選手は、８月１日、２日の両日、三重県の鈴鹿サー
キットで開催される第48回二輪車安全運転全国大会に岡山
県代表選手として出場します。
上位入賞者は次の皆さんです。（敬称略）

知らせよう　早めのライト　あなたから
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地区安協だより 地域の交通安全を願い

岡本 健也　会長

〜 岡山東交通安全協会 〜

当協会は、岡山市東区のうち、毎
年２月に日本三大奇祭・西大寺会陽
が催される旧西大寺市、上道町を活
動区域としています。
18支部、31名の役員、約３万１千

人の会員を擁し、警察署をはじめ関
係機関・団体と連携して「交通事故
のない安全な東区」をモットーに各

種の交通安全活動を推進しています。
なかでも、依然として高い割合を占める高齢者が関係

する交通事故の防止を最重点に
○�　交通指導員（シルバー・セーフティ・サポーター）
による高齢者宅での訪問指導、高齢者対象の交通安
全教室の開催

○　高齢者ドライバー対象の街頭活動
○　園児・小中校生を対象とした交通安全教室の開催
○　交通安全広報と交通安全用品の配布
等の活動を積極的に行っています。
こうした活動を続けることができるのも会員の皆様の
ご支援によるものであり、これからも地域の交通安全を
願い、交通事故防止
に向けた諸活動を進
めていく所存であり
ますので、引き続き、
皆様のご理解、ご支
援をよろしくお願い
申し上げます。

６月20日、岡山ドームにおいて、当協会と岡山県警察主
催による第50回交通安全子供自転車岡山県大会が開催され
ました。大会は、県内各地区の代表小学校の児童（各チー
ム４人構成）が自転車走行に関する法令知識や走行技能を
競うもので、今年も23チームが参加しました。
競技結果は次のとお
りで、優勝校の牛窓西
小学校チームは、８月
５日に東京ビッグサイ
トで開催される第50回
交通安全子供自転車全
国大会に出場します。

◆　一般Ａクラス（350～650cc）
優　勝　光吉 政一　　赤磐市
第２位　山崎 知代　　岡山市
第３位　谷田 義伸　　倉敷市

◆　一般Ｂクラス（650cc以上）
優　勝　藤原 尚幸　　玉野市
第２位　八部 任利　　岡山市
第３位　矢吹 大輔　　岡山市

◆　女性クラス（スクーター型原付）
優　勝　岸本 京子　　倉敷市
第２位　小野 陽子　　浅口郡

◆　少年クラス（スクーター型原付）
優　勝　谷口 康平　　井原市

◆　団体の部
優勝校
準優勝
第３位
優秀校
優秀校

◆　個人の部
優　勝
準優勝
第３位
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

瀬戸内市立牛窓西小学校６年
備前市立片上小学校５年
瀬戸内市立牛窓西小学校６年
瀬戸内市立牛窓西小学校６年
備前市立片上小学校５年
和気町立日笠小学校６年
玉野市立八浜小学校５年
和気町立日笠小学校６年
備前市立片上小学校５年
倉敷市立下津井東小学校６年

畑中　碧斗 くん
亀川　心葉 さん
出射れのん くん
樂善　奏紀 くん
勝田　千遥 さん
草加　愛美 さん
小比賀淳太 くん
三浦　稜平 くん
吉田　萌香 さん
三枡　　一 くん

二輪車安全運転
岡山県大会の開催結果

瀬戸内市立牛窓西小学校
備前市立片上小学校
和気町立日笠小学校
倉敷市立下津井東小学校
玉野市立八浜小学校

交通安全子供自転車
岡山県大会の開催結果



もっと知って 交通安全協会のこと！！
ホームページをリニューアルしました。 
「岡山県交通安全協会」でアクセスして見てね！

交通安全訪問活動（岡山南）

子供交通安全教室（真庭）

交通安全啓発活動（倉敷）

子供交通安全教室（玉野）

交通安全街頭活動（美咲）

高齢者交通安全教室（新見）

交通安全街頭活動（備前）

子供交通安全教室（美作）

高齢者交通安全教室（高梁）

子供交通安全教室（赤磐）

子供交通安全教室（津山）

高齢者交通安全教室（水島）

各地区活動状況 県内各地区の交通安全協会は、皆さんの会費によって様々な交通安全活動を行っています。
その活動状況を、このコーナーで一部紹介します。

所在地：岡山市北区内山下１丁目５番５号
電　話：086-224-3003　FAX：086-234-2507
ホームページ  http//www.anzen-ankyo.jp

発行所：（一財）岡山県交通安全協会
　　　　（岡山県交通安全活動推進センター）

印　刷：

交通安全協会の会員及びご家族の方には、
入学金割引きなどの特典があります。
詳しくは、お電話でお尋ねください。

会
員
特
典

ご家族の免許取得を応援します！！
入学金割引きなどのお得な特典をご用意交通安全協会にご理解とご協力を！

交通安全協会では、交通事故
のない安全で快適な交通社会を
実現するため、様々な交通安全
活動を行っています。
こうした活動の支えになって

いるのが、運転者の皆様からご
支援いただいている交通安全協
会費です。
入会は任意ですが、交通安全

協会の活動に深いご理解を賜り、
運転免許証の更新時等の際にぜひご入会をお願いいた
します。
ご入会いただくと、会員特典として、

❶   交通安全協賛店での商品等の割引きサービス
（詳しくは会員特典ガイド参照）

❷   交通安全協会が行っている優良運転者表彰等での
副賞（楯、メダル、優良運転者標章等）の贈呈

❸ チャイルドシートの無料貸出し
❹ 交通事故で死亡・負傷した際の見舞金

などが受けられます。

岡山（円山）自動車学校
〒703-8271 岡山市中区円山 646

0120-37-7141
TEL：086-277-7141
倉敷（中庄）自動車学校

〒710-0016 倉敷市中庄 1822
0120-00-1810

TEL：086-462-1810
笠岡自動車学校

〒714-0097 笠岡市十番町 1-2
0120-19-5161

TEL：0865-62-5161


