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昨年の交通事故発生状況（暫定）

発生件数 負 傷 者 死　 者
平成24年 60,803 　 18,690 　 112 　
前年対比 ＋173 件 －1,634 人 ＋6 人
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平成25年の輝かしい新年を迎え、謹
んでお慶びを申し上げます。皆様方には、
当協会の運営や事業活動各般にわたり
まして平素から深いご理解と多大なご
支援を賜り、心より厚く御礼を申し上げ
ます。
さて、混迷の度を深める最近の政治社
会情勢の中、当協会は、交通事故のない

安全で住みよい社会をめざして、県警察、関係機関・団体等のご
指導・ご支援をいただきながら、諸対策を積極的に展開してま
いったところですが、昨年の交通事故情勢をみてみますと、総
事故件数は約６万件、死者は112人に上っており、依然として
厳しい交通情勢に変わりはないと言わざるを得ません。
当協会は、本年４月、一般財団法人に移行する予定ですが、

従前と変わることなく、関係機関・団体の皆様との連携をより
一層深めながら、現在展開されているスピードダウン県民運
動を始めといたしまして
　子どもと高齢者の交通事故防止
　歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　飲酒・暴走運転の根絶

などの交通事故防止活動に全力を注いでまいりたいと考えて
おります。引き続き変わらぬご支援・ご協力を賜りますよう、心
よりお願いを申し上げます。
終わりに、皆様方のご健勝とご多幸を心から祈念申し上げ

まして、年頭のごあいさつといたします。

（財）岡山県交通安全協会長

新年おめでとうございます。
会員の皆様方には、平素から交通安
全活動を始め、警察行政各般にわたりご
理解とご協力を賜り、心から御礼を申し
上げます。
さて、県下の交通事故死者数は、ここ
数年、減少傾向にありましたが、昨年は、
残念ながら増加に転じ、また、人口10万

人当たりで見ても、全国平均を大きく上回るなど、極めて厳し
い情勢にあります。
県警察では、今後、平成28年までに交通事故死者数を60人以

下とする高い目標値を掲げておりますが、これを達成するた
めには、交通事故総量の大幅な抑制が必要であります。
そのためには、県民一人ひとりに交通ルールや交通マナー
を遵守していただくことが不可欠であり、今後、こうした交通
安全に対する意識が、確実に根付くよう、各自治体等との強い
連携の下に、交通事故抑止に直結する「スピードダウン運動」
「ライトアップ運動」　「ハンドルキーパー運動」を３本柱とし
て、県民総ぐるみによる交通安全運動を強力に展開してまい
りたいと考えております。
会員の皆様方におかれましては、引き続き、交通安全活動に
ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
結びに、会員の皆様方のご健勝とご多幸、貴協会の益々のご
発展を祈念いたしまして、新年のごあいさつとさせていただ
きます。

岡山県警察本部長

原　信造

弥高山 高梁市

心がけ　待つ一秒が　事故防止 井原高校　岡田 幸恵



交通安全諸活動に顕著な功労のあった方々や長年にわたっ
て無事故・無違反運転を続けておられる優良運転者等を警察庁
長官と財団法人全日本交通安全協会長が連名で表彰する緑十
字金章、緑十字銀章等の贈呈式が、平成25年１月16日、東京都内
の日比谷公会堂で開催される第53回交通安全国民運動中央大
会の際に執り行われます。
栄えある全国表彰を受けられる岡山県の受賞者及び受賞団

体は、次のとおりです。長年のご努力に対し敬意を表し、心より
お慶びを申し上げます。

交通安全功労者等の全国表彰

◆　厳しい交通事故情勢
平成24年中の県下における交通事故は、総事故件数が６
万803件（前年対比173件増）で、前年に比べると、人身事故は
約1,200件、負傷者数は約1,600件それぞれ減少しましたが、
その一方、物損事故が４万5,780件（前年対比1,347件増）、死
者が112人（前年対比６人増）とそれぞれ増加しており、依然
として厳しい情勢が続いています。

◆　死亡事故の分析結果

 　死亡事故は、国道で39件、主要県道で22件、一般県道で15
件、市町村道で27件、高速道路で４件、その他で１件発生して
おり、前年との増減率をみると、国道や主要県道での死亡事
故が増加しています。

区 分 総事故
件 数

人身事
故件数 死者数 負 傷 者 数 物 損

事 故重 傷 軽 傷 計

増減数

平成24年中の交通事故発生状況
◆　平成24年中の県下の交通事故統計（暫定）

区 分 四 輪 自 動
二 輪 原 付 自転車 歩行者 その他 計

死 者
増 減
若 者
高 齢 者

93が者死の中行歩、人04が者死ので車輪四、はで別態状　 
人と多く、特に歩行者の死亡事故が増加（前年対比+６人）
しています。また、年齢層では、死者112人中、65歳以上の
高齢者が55人を占め、ほぼ半数に上っています。こうした
状況から、引き続き、歩行者対策、高齢者対策等を推進す
る必要性が認められます。

◆　各種交通安全対策の推進
岡山県第三次夢づくりプランでは、平成28年までに交通
事故死者を60人以下にという目標が掲げられています。大
変高い目標ですが、この達成に向けて県民みんなで各種交
通安全対策を推進しましょう。

昨年の表彰式の模様（御臨席：秋篠宮殿下、同妃殿下）

◆　団体表彰
●　優良団体
倉敷地区老人クラブ連合会 （松尾　武司）

●　優良事業所
みのる産業（株） （生本　純一）
住友電工焼結合金（株） （林　　哲也）

●　優良学校
岡山市立箕島小学校 （山根　一郎）

●　優良交通安全協会
岡山東交通安全協会 （岡本　健也）

●　優良安全運転管理者協議会
備前安全運転管理者協議会 （増永　雅嗣）

注：　括弧書きは代表者を示す。敬称略。

◆　個人表彰
●　緑十字金章

 （水　島）
 （美　咲）

●　緑十字銀章
 （岡山中央）

　　〃 亀山 　定 （玉　島）
　　〃 智羽 清文 （新　見）
　　〃 森谷 賢治 （笠　岡）

 （新　見）
 （岡山南）

　　〃 田邉 誠二 （岡山西）
　　〃 清原 利昭 （津　山）
　　〃 本郷 治雄 （備　前）
　　〃 小野 敏雄 （倉　敷）

岡山県交通安全協会キャラクター　
みどり号のプップーくん▶

緑十字金章

緑十字銀章

注：　若者とは、16歳以上25歳未満の者をいう。

気づいてる　あなたの違反が　事故のもと 市立玉島高校　小野 未来
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民県全安通交のズルガーシ山岡 　●
　運動ポスターを作成

岡山県交通安全協会では、現在、行
われているスピードダウン県民運動
を支援するため、岡山シーガルズ起用
のポスターを3,500部作成し、県内に
配布しました。

《 交通安全協会員の皆さんへ》

　岡山県交通安全協会では、協会の活動に賛同する事業所や
商店に「交通安全協賛店」になっていただいています。交通安
全協会の正会員の皆さんが、この協賛店で買い物などされま
すと、商品等の割引きサービスが受けられます。

◆　協賛店の見分け方
交通安全協賛店には、次の看

板が表示してあります。
また、協賛店には次のような

お店が加入しており、詳細は、会
員特典ガイドをご覧ください。
＊　ガソリンスタンド、レンタ
カー、カー用品販売、自動車学校、衣料用品、洋服、事務機
器、事務用品、食料品、酒類、鮮魚、温泉、ホテル、旅館、携帯
ショップ、印刷、ゴルフ　など

◆　割引きを受ける方法
協賛店で正会員証と運転

免許証を提示すれば、協賛
店で定めている商品等の割
引きが受けられます。

岡山県交通安全協会協賛店No.

会員証

交通安全協賛店での割引きサービスが受けられます！
本年度の優良運転者表彰
申請の受付けが始まりまし
た。業務で５年以上、一般で
10年以上無事故・無違反で
あれば、優良運転者として表
彰が受けられます。該当の方
は、ぜひ申請してください。

１　申請期間
平成25年４月末日まで

２　申請先
住所地を管轄する警察署

３　申請条件
岡山県内に住所を有し、運転経験期間が前記表彰区分の該

当期間を満たし、かつ、その期間中、無事故・無違反であること。
４　提出書類
無事故・無違反証明書　１通
優良運転者表彰経歴申告票　１通

５　その他
申請は無料です。詳細は警察署でお尋ねになるか、当協
会ホームページ等でご確認ください。

優良運転者表彰の申請受付けが今年も始まりました！

平成○○ 年　○月  ○日
有効期間　5年

氏　名

事務代行：(財)岡山県交通安全協会長

交通安全協会
正会員証

岡 山 太 郎

No. 000000

印

昨年９月の表彰式

作製をりぼの」中令発報警発多故事亡死通交「　 ●
岡山県交通安全協会では、

死亡事故多発警報が発令され
た際に道路に掲げて注意を喚
起するためののぼり200本を
このほど製作し、各地区交通
安全協会に配布しました。

【 広報活動あれこれコーナー 】

◆　凍結・積雪道路での交通事故防止
冬季の凍結・積雪道路での運転は、少しの油断が大きな交通

事故を引き起こします。次の点に十分注意して、楽しい冬を過
ごしましょう。

１　車両の整備
冬用タイヤ、タイヤチェーン、バッテリー、冷却水、ワイパー

等の備えを万全にしましょう。

２　路面の状態に対応した運転
橋の上、トンネルの出入り口等凍結しやすい場所に注意し
ましょう。また、十分な制動距離を取ることが大切で、急発進、
急ブレーキ、急ハンドルは厳禁です。積雪路面では通常の３倍
以上の車間距離を保ちましょう。

３　時間的ゆとりの保持
冬場の道路では、走行車両全体の速度が落ち、スリップした

り立ち往生する車もあって交通渋滞がよく発生します。

したがって、早めの出発を心がけ、出発前には道路情報や
気象情報にも配意しましょう。

◆　春の交通安全県民運動
例年４月には春の交通安全県民運動が展開されます。新

入学児童の慣れない通学、温暖な気候とともに外出が多く
なる高齢者の事故等、交通事故の増加が懸念されるため、十
分注意しましょう。
１　運動期間　
４月６日（土）～４月15日（月）

２　運動のポイント　
・　子どもと高齢者の交通事故防止
・　シートベルト、チャイルドシー
ト着用の徹底
・　自転車安全利用の推進
・　飲酒運転の根絶　など

冬から春にかけての交通安全対策

あぶないよ　携帯見ないで　前を見て 笠岡商業高校　冨吉 熙



◆ 高齢者交通安全講話（井原）◆

◆ 高齢者交通安全教室（岡山東）◆◆ ライト点灯PR活動（岡山西）◆ ◆ 夜光反射材貼付活動（岡山南）◆◆ 交通安全街頭指導活動（岡山中央）◆

◆ 交通安全講話（美作）◆◆ みどり号交通安全教室（真庭川東小）◆◆ 高齢者交通安全教室（高梁）◆

◆ 交通安全街頭指導活動（備前）◆ ◆ 交通安全広報寸劇（玉野）◆ ◆ 子ども自転車教室（水島）◆◆ 子ども交通安全教室（児島）◆

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。

　）行発月１年52成平（。すまいてし成作で等費会協全安通交、は紙報広のこ

交通安全協会は、こんな活動を行っています！
交通安全ポスター、ちらし、旗、立て看板等の作成無償配布
交通安全指導街頭活動
広報紙「おかやま交通安全ニュース」の発行

みどり号子ども交通安全教室の開催
二輪車安全運転講習会の開催
交通事故無料相談サービス

ラッピングバス、車内放送等を活用した交通安全広報活動
新聞、テレビ、ラジオ等を活用しての交通安全啓発活動
高齢者交通安全講習会の開催
チャイルドシートの無料貸出し
交通安全子ども自転車岡山県大会の開催
二輪車安全運転岡山県大会の開催
交通安全功労者・優良運転者等の表彰  など

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
実現するための各種活動を積極的に行っています。こうした活動
の支えとなっているのが、運転者の皆様からご支援をいただいて
いる交通安全協会費（年会費300円）です。
入会は任意ですが、交通安全協会の活動について格段のご理

解を賜り、運転免許更新時の際などにぜひご入会をお願いします。
ご入会いただくと、会員特典として

会はくし詳（スビーサき引割の等品商ので店賛協全安通交　  ❶
員特典ガイドを参照。）

、楯（賞副ので等彰表者転運良優るいてっ行が会協全安通交　  ❷
メダル、優良運転者標章等）の贈呈

し出貸料無のトーシドルイャチ　  ❸

金舞見の際たし傷負・亡死で故事通交　  ❹

などが受けられます。

交通安全協会にご理解とご協力を！

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：（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）

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！

Okayama Prefectural Traffic Safety Association
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