
発生件数 負 傷 者 死 者
平成29年 13,920 2,277 21
前年対比 + 255 - 425 - 2

県内の交通事故発生状況（３月末暫定）
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昨年の県内の交通事故死者数は79人（前年比８人減）、また負傷者は10,654人（前年比2,032人減）と、死者数、負傷者数ともに
前年と比べ減少し、特に死者数は昭和27年以来64年ぶりに80人を下回りました。しかしながら、交通事故死者が減少して
いるとはいえ、未だ79人もの尊い命が失われており、交通事故を１件でも減らしていく努力を続けていかなければなりません。
交通事故を防止するためには、県民一人ひとりが平素の交通行動を振り返り、交通ルールに従った思いやりのある行動をとる
ことが大切です。

交通ルール　守るあなたに　ありがとう

平成 29 年４月１日発行Okayama Traffic Safety News

交通安全県民運動の実施
４月６日（木）から15日（土）までの10日間、「平成29年春
の交通安全県民運動」が県内一斉に展開されます。ドライ
バーの方はもちろん、県民すべての皆さんで、交通事故を
起こさない、交通事故に遭わないよう安全な行動を心がけ
ましょう。

　　子供と高齢者の交通事故防止
●�　子供は身近な大人の行動を
見て、それをまねすることで、
いろいろなことを学んでいき
ます。交通ルールも同じです。
子供の安全のためにも、まず
大人が交通ルールを正しく理解し、安全な行動を実践
して、手本を示しましょう。

●�　高齢者の皆さんは、年齢とともに身体の様々な機能
が衰えてくるため、自分が気づかないうちに、運転技
能などが低下していることがあります。自分の身体機
能の変化をもっとよく知り、無理のない運転を心掛け
ましょう。また、運転に不安がある場合には、免許証
の自主返納を行いましょう。

●�　夜間の事故が多発しています。高齢者の皆さん、夕方、
夜間に外出するときは、明るい色の服を着て、夜光タ

じ～っ

スキなどの反射材用品やLED
ライトを必ず身につけ、目立つ
ようにしましょう。

　　自転車乗用中の交通事故防止
●�　自転車も車両です。車や二輪
車と同様に交通ルールを遵守
して、歩行者優先の思いやりの
気持ちを忘れずに、安全に自転
車を利用しましょう。

●�　並進、傘差し運転やスピード
の出し過ぎは危険です。また、
自転車を運転しているときの携帯電話やイヤホンの
使用も大変危険です。絶対にやめましょう。

●�　夜間、無灯火の自転車は、周囲から見えづらく危険
です。存在を周囲に知らせるため早めにライトを点灯
しましょう。また、側面にも必ず反射材を付けましょう。

子供と高齢者の交通事故防止
〜 事故にあわない、おこさない 〜



ここは
駐禁です！

　　シートベルト、チャイルドシートの着用の徹底
●�　四輪車乗車中の交通事故死者のうち、４割の人がシー
トベルト非着用で、そのうちのほとんどは、着用して
いたら助かったと思われます。全座席で着用が義務化
されています。後部座席でも必ずシートベルトを着用
しましょう。

●�　「面倒」「近くに行く」という理由でシートベルトを
着用しない人がいます。着用に必要な時間は、ほんの
わずかです。あなたを守る命綱として必ずシートベル
トを着用しましょう。

●�　子供の安全を守るのは親の責任です。子供が嫌がっ
ても、チャイルドシートを必ず使用しましょう。使用
にあたっては、きちんと正しく取り付けましょう。

　　スピードダウンの励行
●�　車は急には止まれません。危険が発生した場合でも、
安全に停止できるような速度で運転しましょう。特に、

高速道路や雨天時の道路を走
るときは、車間距離を十分と
るなど、道路状況や気象状況
に応じて、安全な速度で運転
しましょう。

　　その他
●�　運転中の携帯電話の使用は手元に意識が集中して
しまい、周囲の安全確認がおろそかになり危険です。
どうしても使用が必要なときは、安全な場所に停止して
から使いましょう。

●�　「ちょっとの間だけ」といっ
た軽い気持ちでする違法駐車
が、渋滞を引き起こしたり、
ときには交通事故の原因に
なったりします。あなたの一
台で皆が迷惑することを忘れ
ないでください。

安全は　一人一人の　思いやり
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安全協会員の方へ

チャイルドシートの無料貸出し
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。
◆︎ 　
◆︎ 　

◆︎ 　
◆︎ 　

貸出対象者
貸出申込先

貸 出 期 間
そ の 他

…
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…
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❶ 交通安全思想の普及啓発活動強化
❷ 高齢者等に対する交通事故防止対策の推進
❸ 自転車利用者に対する安全教育対策の推進
❹ シートベルト・チャイルドシート着用促進啓発活動の強化
❺ 飲酒・暴走運転の根絶対策強化
❻ 交通安全活動関係団体等に対する支援対策の強化等

行楽期の交通事故防止
せっかくの旅行を楽しい思い出に。次のことに注意して、安全運転を心がけましょう。

　　ゆとりのある計画を立てましょう
行楽シーズンには、道路が大変混雑します。事前に行

き先までの交通状況を十分調べて、ゆとりある計画を立
てましょう。時間のゆとりは心のゆとりに、心のゆとり
は安全運転につながります。

　　車と自分の健康チェック
車の故障や運転者の病気が原因で、大きな事故につな

がることがあります。出かける前には、車の点検と同時に、
睡眠を十分にとり、健康状態にも注意しておきましょう。

　　シートベルト・チャイルドシートは必ず着用
シートベルトは、万一の際、あなたを守る命綱です。

また、６歳未満の子供を同乗させる場合は、必ずチャイ
ルドシートを使用しましょう。

　　同乗者も安全を心がけましょう
運転者が運転に集中できるよう、むやみに話しかけたり、

無理、無謀な運転をあおったりする言動はやめましょう。
また、子供の行動が運転の妨げにならないよう気をつけま
しょう。

　　無事帰宅するまで気を緩めずに
夕暮れ時や夜間は周囲の状況が
見えにくいうえに、疲れが出てく
る時間帯です。自宅に着くまで気
を緩めず、早めにライトを点灯し、
少しでも疲れを感じたら必ず休息
しましょう。

平成28年度 第２回理事会・評議員会を開催

県内の各地区交通安全協会の会員の方
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。

岡山県交通安全協会では、
３月９日、岡山市内において
平成28年度第２回理事会・
評議員会を開催し、平成29
年度の事業計画案や収支予
算案について審議しました。
承認された交通安全対策推
進重点は次のとおりです。



お先にね　どうぞどうもで　なごむ道
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地区安協だより 高齢者の交通事故防止を最重点に ～ 美作交通安全協会 ～

松原 啓　会長

私たちの協会は、兵庫県・鳥取
県と隣接する１市２町１村を活動
地とし、免許人口は３万３千人余。
観光地として湯郷温泉、那岐山が、
特産品として勝央町の黒豆、奈義
町の黒豚等があります。
昨年の管内の交通事故の状況は

総事故件数が減少したものの、事
故死者は３人（前年比２人増）で、何れも高齢者の方が
犠牲になられています。
こうした状況をふまえ、本年も、各関係機関・団体と�

連携し、高齢者の交通事故防止を最重点に
○　高齢者対象の交通安全教室の開催、訪問指導
○　運転免許証自主返納制度の周知

○　ドライバー対象の街頭啓発活動
○　園児・小学生対象の交通安全教室の開催
などの活動を積極的に推進しているところであります。
こうした活動も全て会員の皆様の温かいご支援による
ものであり、今後とも美作地域での悲惨な交通事故を１
件でも減らすべく、これらの諸対策を更に推進していく
所存でありますので、引き続き一層のご支援をよろしく
お願い申し上げます。

　今年も開催します。奮ってご参加ください。

◆　日 　時：平成29年５月28日（日）午前８時30分～
◆　場　所：岡山市北区　岡山県運転免許センター
◆　申込み：���５月23日（火）までに岡山県交通安全協会（電話：

086-724-9700）へ
◆　競技クラスと使用車両
❶　女性クラス ……… スクーター型原付を使用
❷　高校生等クラス … スクーター型原付を使用
❸　一般Ａクラス …… 350cc～650cc未満を使用
❹　一般Bクラス …… 650cc以上を使用

◆　競技種目
　法規履行走行と技能走行で行います。

◆　全国大会へ
　本大会で優秀な成績を上げた選手は、
８月５日､ ６日の両日、三重県鈴鹿サー
キットで開催予定の全国大会に岡山県
代表選手として出場していただきます。

二輪車安全運転岡山県大会の開催

安全に走るとバイクはもっと楽しい。免許を持って
いるけど運転に不安がある方、安全に乗り続けたい方、
ぜひグッドライダーミーティングにご参加ください。

◆　日　時：平成29年５月14日（日）午前９時00分～
◆　場　所：岡山市北区　岡山県運転免許センター
◆　募　集：�県内に住所、居所を有する方で、原付又は

自動二輪車を持ち込める方
◆　参加費：2,000円（昼食、保険料を含む。）
◆　申込方法
申込用紙等は、岡山県交通安
全協会のホームページに掲載し
ています。詳しいお問い合わせ
は、岡山県交通安全協会（電話：
086 - 724 - 9700）まで

グッドライダー
ミーティングの開催

LEDマンLINEスタンプを販売しています！

LINEスタンプ販売はコチラから▶

岡山県交通安全協会では、交通ルールや交通マナーの一層の向上を図ることを目的に、
岡山県警察交通企画課のキャラクター『ライトアップ戦隊LEDマン』が登場する
LINEスタンプを作成し、販売を始めました。
スタンプは、「早めのライト」「事故防止」「GO」「目立ってるね」「輝
いてるね」等の言葉に合わせて、LEDマンが表情やポーズを変えて
いるもので、交通事故防止や交通ルールの遵守を呼びかけています。



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」でアクセスしてみてね！

交通安全街頭活動（岡山中央）

交通安全啓発活動（総社）

子供交通安全教室（赤磐）

高齢者交通安全教室（岡山南）

交通安全啓発活動（美咲）

二輪車安全運転教室（笠岡）

高齢者交通安全教室（岡山西）

高齢者交通安全教室（真庭）

交通安全街頭活動（児島）

交通安全街頭活動（岡山東）

高齢者交通安全教室（高梁）

交通安全街頭活動（備前）

　 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

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。

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。

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、電話等でお尋ねください。

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

印　刷：

所在地：岡山市北区御津中山 444-３
電　話：086-724-9700　FAX：086-724-9711
ホームページ：http://www.oka-ankyo.or.jp
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