
発生件数 負 傷 者 死 者
平成27年 14,360 3,213 24
前年対比 -227 -503 +1

県内の交通事故発生状況（３月末暫定)
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子供と高齢者の
交通事故防止
～ 春の交通安全県民運動 ～～ 春の交通安全県民運動 ～
あの道 この道 慣れた道 安全確認 もう一度

⃝�　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。

⃝�　多くの高齢者が交通事故の犠牲となっています。ドライバーの皆さん、運転中に自転車に乗ったり、歩いたりしている
高齢者を見かけたら、速度を落として十分安全を確かめてから進むようにしてください。また、高齢者マークをつけた車
を見かけたときも、思いやりのある運転を心がけましょう。

⃝�　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よく知り、無理のない運転を心がけましょう。

●　自転車の安全利用
⃝�　自転車も車両です。車や二輪車と同様に交通ルール・交通マナーを遵守して、
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。

昨年の県内の交通事故死者数は90人（前年比17人減）、また
負傷者は14,740人（前年比2,552人減）と死者数、負傷者数と
もに前年と比べて減少、特に死者数は昭和30年以来59年ぶりに
100人を下回りました。しかしながら、高齢者の死者数は58人
と全死者数の65％近くを占め、その割合が過去最高となるなど、
県内の交通事故情勢は依然として厳しい状況にあります。こう
した現状のなか、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極めて大切です。

５月11日（月）から20日（水）までの10日間、「平成27
年度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。

交通安全県民運動の実施

●　子供と高齢者の交通事故防止



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
26年度第２回理事会・評議員会
を開催し、平成27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。

身につけた？ ルールーとマナーと 反射材

Okayama Traffic Safety News

●　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、半数以上がシー
トベルト未着用で、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。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。

●　飲酒運転の根絶
⃝�　家庭・地域・職場において日頃から飲酒運転の悲惨さ、
危険性や反社会性、事故や責任の重大性等について話
し合い、飲酒運転を根絶しましょう。

⃝�　飲酒運転は許した人も罰せられます。周りの人やお
店の人も一声かけるなど絶対に飲酒運転をさせないよ

うにしましょう。車で飲みに行く場合は、あらかじめ
ハンドルキーパーを確保しておきましょう。

●　交差点における安全な通行
⃝�　信号は「赤」なのに、堂々と
交差点に進入する車、横断歩道
を渡る歩行者や自転車をよく見
かけますが、信号を守ることは
交通ルールの基本です。信号は
必ず守りましょう。

⃝�　死亡事故の３割強は、交差点とその付近で発生して
います。交差点に近づいたら、信号、周囲の車の動き、
横断歩道の状況などをよく確認して、安全な行動をと
りましょう。

平成26年度第２回理事会・評議員会を開催

❶　交通安全思想の普及啓発活動の強化
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の強化
❻　交通安全活動関係団体等に対する支援対策の強化

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

◆︎ 　
◆︎ 　

◆︎ 　
◆︎ 　

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。

…
…

…
…

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、少し
でも疲れを感じたら無理せず休息しましょう。



早めから つけるライトで 消える事故
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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

新見市は、岡山県西北部に位置し、
北は中国山地を介して鳥取県に、西
は広島県に接し、平成17年に旧新見
市と大佐町、神郷町、哲多町、哲西
町が新設合併した人口３万人余の山
間の町です。
カルスト地形による鍾乳洞が散在

し、高梁川源流では鮎やアマゴを始めとした渓流釣り
も楽しめます。
この地で18支部、33名の役員、約１万５千人余の会

員で構成する私たちの協会は、関係諸機関と連携し、「交
通事故のない、明るく安全な新見市」をモットーに交
通安全諸活動に取り組んでいます。
なかでも、子供と高齢者の交通事故防止を最重点に

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。

地区安協だより 地域の交通安全を願い

林田 昌吾　会長

〜 新見交通安全協会 〜

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！！

⃝　園児・小中学生対象の交通安全教室の開催
⃝　高齢者を対象とした交通安全講習会の開催
⃝　高齢者宅への訪問指導
⃝　ドライバー対象の街頭活動
⃝　各種啓発用品の配布と交通安全広報の実施
等を重点とした諸活動に力を注いでいます。
こうした活動も全て会員の皆様の貴重な会費を財源
としたご支援によるものであり、今後とも交通事故の
ない明るい町新見市を
つくるための諸活動を
更に推進していく所存
でありますので、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27年５月24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19日（火）までに岡山県交通安全協会県大

会事務局（電話086-224-3003）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　少年クラス～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

○　競技内容
　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１日､ ２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 グッドライダー
ミーティングの開催
　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、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27年５月10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、居所を有する方で各自車両

50cc又は250cc以上を持ち込める方
⃝　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086-224-3003）まで

赤色TSマーク付帯保険の補償内容と支払い対象



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！

高齢者交通安全教室（岡山中央）

交通安全街頭活動（笠岡）

交通安全街頭活動（玉野）

高齢者交通安全教室（岡山南）

高齢者交通	安全教室（美咲）

交通安全啓発活動（玉島）

交通安全街頭活動（岡山西）

高齢者交通安全教室（高梁）

子供交通安全教室（倉敷）

交通安全訪問活動（岡山東）

交通安全街頭活動（総社）

交通安全啓発活動（児島）

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


