
発生件数 負 傷 者 死 者
平成27年 43,285 9,368 63
前年対比 + 13 - 1,510 - 7

県内の交通事故発生状況（９月末暫定）

交通安全ニュース

岡山県観光連盟提供

４　重大事故の原因は前方不注意・スピードの出し過ぎ
夜間の死亡事故の原因では、前方不注意とスピードの
出し過ぎが多くなっています。また、夜は周りが見えにく
くなり視界が狭くなるため、速度の感覚が鈍りがちです。
スピードメーターで速度をよく確認し、安全な速度で
運転しましょう。

５　合図の徹底、信号の厳守
合図を出すポイントは、進路変更３秒前、右左折時30ｍ
手前です。合図で、車の動きを周囲に知らせましょう。
黄色信号も止まれ。信号の意味を正しく理解し、実践し
ましょう。

６　歩行者、自転車は自分の存在をアピール
夕方・夜間は、ドライバーから歩行者や自転車が見え
にくくなる時間帯です。自転車のライトは早めに点けま
しょう。歩行者も、自分の存在をしっかりアピールする
ため、夜光反射材やLEDライトを身につけ、明るい服装
で外出しましょう。
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１　無理のない計画を立てる
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等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、
日程に無理のない、余裕のある計画を立てましょう。

２　シートベルト・チャイルドシートを忘れずに
「車に乗ったら、全ての座席のシー
トベルト着用」を習慣づけましょう。
シートベルトは、万一の事故の際、
あなたの命を守ってくれます。また、
６歳未満のお子さんには、体に合っ
たチャイルドシートを正しく取り付
けて、必ず使用してください。

３　夕暮れ時はとっても危険な時間帯
秋から冬にかけては、日暮れが早

くなり、周囲の様子が見えにくくな
ります。事故防止のため、早めにラ
イトを点灯し、「上向きライト」へ
のこまめな切替えに努めましょう。
また、運転中に疲れを感じたら、早
めに休憩しましょう。

行楽シーズンです。山々が色づき、食べ物も美味しい季節です。また、スポーツの秋ということで、
いろいろな大会やイベントに車で出かける方も多いのではないでしょうか。そんな中、ちょっとした
油断や不注意で交通事故を起こさないよう、次のことに注意しましょう。



第48回二輪車安全運転全国大会が、８月１日・２日の両
日、三重県鈴鹿サーキットに47都道府県の代表選手184名
が参加して開催されま
した。
岡山県チームは岸本

京子選手が２年連続の
入賞を果たすなど、選
手全員が訓練の成果を
発揮して、団体総合第
４位と健闘しました。
ご支援、ご協力をい

ただいた関係者の皆様
方に感謝いたします。

まだ行ける！　そんな心に　赤信号
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自転車の安全走行に関する知識と技能を競う、第50回交
通安全子供自転車全国大会が、８月５日、東京ビッグサイ
トにおいて、各都道府
県の大会を勝ち抜いた
47チーム188名が出場
して開催されました。
本県からは、岡山県
大会で優勝した瀬戸
内市立牛窓西小学校
が出場し、猛暑下で
の訓練の成果を出し
切りました。
ご声援をいただきあ

りがとうございました。

平成27年交通安全功労者・優良運転者等表彰式
27団体、28校、４事業所、468名を表彰

岡山県警察と岡山県交通安全協会は、秋の交通安全県民
運動の一環として、去る９月25日（金）メルパルク岡山に
おいて、平成27年の交通安全功労者・優良運転者等表彰式
を行いました。
栄えある受賞おめでとうございます。今後とも交通安全
諸活動の推進や交通事故防止のための安全運転の実践に一
層のご尽力、ご協力をお願いいたします。
受賞された方々及び団体は、次のとおりです。（敬称略）

１　岡山県警察本部長・岡山県交通安全協会長連名表彰
（1） 交通安全功労者
（2） 交通安全優良団体

（3） 優良学校交通自治会

…………
………

……

小椋　有福　以下69名
岡山県トラックターミナル
安全協議会　以下26団体
岡山市立三門小学校

以下27校

（4）　優良運転者
①　業務15年以上
②　業務10年以上
③　業務５年以上
④　一般20年以上
⑤　一般10年以上

……
……
……
……
……

…………
…………
…………
…………

佐藤　　晋　以下14名
小川　久男　以下７名
岡本　章宏　以下38名
藤原　　忠　以下38名
大久保　茂　以下71名

５　中国五県交通安全協会長表彰
交通功労警察官 小橋　康代（倉敷署）…………

第48回二輪車
安全運転全国大会

第50回交通安全
子供自転車全国大会

２　岡山県交通安全協会長表彰
交通功労警察官

〃
〃
〃

高瀬　義彦（岡山中央署）
森岡　　猛（玉島署）
西森　崇雄（児島署）
周藤　孝徳（新見署）

３　中国管区警察局長・中国五県交通安全協会長連名表彰
（1） 交通安全功労者
（2） 優良安全運転管理者
（3）  �交通安全優良事業所

（4） 優良学校交通自治会
（5） 交通安全優良団体
（6） 優良運転者

………
…
…

…
……

……………

大森後藤治　以下16名
持安　久康　以下５名
岡山市農業協同組合

以下４事業所
倉敷市立老松小学校
幡多学区交通安全対策協議会
近藤　武一　以下33名

４　全日本交通安全協会長表彰 交通栄誉賞「緑十字銅賞」
（1） 交通安全功労者
（2） 優良安全運転管理者
（3）  �優良運転者

………
…

……………

堀本　亨一　以下35名
岡　　茂樹　以下12名
有元　　馨　以下125名



岡山県警察は７月２日、地域の交
通安全活動に長年貢献した市民に警
察庁長官が贈る「警察協力章」を岡
山東交通安全協会の岡本健也会長に
伝達しました。
岡本会長は勤務先で安全運転管理

者として従業員の指導にあたるかた
わら、昭和56年に岡山東交通安全協
会の副会長に就任し、平成21年から
は会長として、子供と高齢者の交通
事故防止対策に積極的に取り組む等、
同協会の運営に尽力されています。

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 安全で安心な交通環境をめざして 〜 倉敷交通安全協会 〜

当協会は、レトロモダンな美観地
区等の観光地を有する倉敷地域と隣
接の早島町を活動区域としています。
24支部14名の役員、約８万２千人

の会員を擁し、倉敷警察署をはじめ
地域の各関係機関・団体と共働して
「交通事故防止は地域の身近な問題」
と位置づけ、交通安全諸活動を推進

しています。
特に
◎　子供と高齢者の交通事故防止
◎　歩行中・自転車乗車中の交通事故防止
◎　飲酒・暴走運転の根絶

を最重点課題とし
○�　電光掲示板、新聞・広報紙誌、ケーブルテレビ等を
活用した交通安全広報
○�　交通指導員による高齢者宅への訪問指導、交通安全
教室の開催
○　小学校入学・卒業児童に対する交通安全指導
などの活動に力を注いでいます。
免許取得者・更新者数の減少等、協会にとりまして厳
しい状況が続きますが、皆様方
には私ども協会が交通安全に
果たす役割をご理解いただき、
一層のご支援を賜りますよう
よろしくお願いいたします。

９月13日（日）、岡山県運転免許
センターで秋のグッドライダー
ミーティングを開催しました。
この催しは、運転技能の向上

などにより、二輪車による交通
事故防止を図っていく等を目的
とした講習で、年１回毎年５月
に開催していますが、よりビギナー、リターンライダーに志向
した催しをとの声があり、今回初めて秋開催が実現しました。
当日は、県下各地から22人（うち女性４人）が参加し、指導員

からアドバイスを受けて法規走行やスラロームなどの課題走行に
取り組み、安全走行技能を学びました。
受講者からは「自分の技術レベルがよく判った。学んだことを

生かして安全運転を心がけたい」等のコメントがありました。

岡本岡山東交通安全協会長に警察協力章

山本 富弘　会長

最近、自転車で歩行者をはねて死亡させた場合など、高額
な損害賠償金が科せられる判決が出ています。
年に１回、自転車安全整備店で整備を受けるとTSマークが

貼付されます。
TSマークには賠償責任保険と傷害保険がセットされた
付帯保険が１年間ついており、万一の備えになります。お近
くの自転車安全整備店でご相談ください。

TSマークは安全・安心の印！整備され、保険の付いた自転車に乗ろう！！

傷害補償 賠償責任補償 被害者見舞金

補
償
内
容

⃝死亡
⃝重度後遺障害

（１〜４級）
　一律 100 万円

⃝�入院加療 15日以上
の傷害
　一律 10 万円

⃝死亡
⃝重度後遺傷害

（１〜７級）

　限度額 5,000 万円

⃝�入院加療 15日以上
の傷害

　一律 10 万円

赤色TSマーク付帯保険の補償内容と支払い対象

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

グッドライダーミーティング 2015 秋



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！

子供交通安全教室（岡山中央）

高齢者交通安全教室（井原）

子供・高齢者交通安全教室（児島）

子供交通安全教室（備前）

高齢者交通安全教室（美咲）

交通安全街頭活動（笠岡）

高齢者交通安全教室（岡山北）

自転車安全運転教室（美作）

高齢者交通安全教室（玉島）

高齢者交通安全教室（岡山南）

高齢者交通安全教室（高梁）

高齢者交通安全教室（倉敷）

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


