
発生件数 負 傷 者 死 者
平成27年 59,200 12,675 87
前年対比 - 266 - 2,070 - 3

昨年の交通事故発生状況（暫定）

新年明けまして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、心から御礼申し上げます。
さて、県下の交通事故情勢についてです

が、これまでの７年間にわたり、110人前
後で推移していた死者数が90人まで減少し
た一昨年から更に減少し、昨年の死者数は
87人となったほか、人身事故件数も約１万
600件、約13パーセント減と大幅に改善し

ましたが、いずれも全国的に見るとワースト上位で推移しており、
いまだ県下の交通事故情勢は厳しい状況と言わざる得ません。
こうした交通事故が多発している原因の一つとして、県内では、

合図不履行や信号無視等の違反行為が際立つ実態が見られ、交通事
故を防止する上で最も基本に位置付けられる交通ルールが遵守され
ていないといった、本県特有の問題があるためと考えられます。
そこで、県警察では、「合図は、右左折の30メートル手前、進

路変更の３秒前に出す」等の基本的な交通ルールの周知・徹底を
図るため、関係機関・団体の方々と連携して ｢交通秩序回復に向
けた県民運動｣ を展開するとともに、交通指導取締りや広報啓発
活動を強化しているところであり、本年も、これらの取組を一層、
推進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、各種交通安全活動

にご理解とご協力を頂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、貴協会のますますの

ご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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平成28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、岡山県交通安全協

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ご支
援を賜り、心より厚くお礼を申し
上げます。
さて、当協会は、会員の皆様の

多大なるご支援の下、交通事故の
ない安全で住みよい社会をめざし

て諸対策を推進しているところでありますが、昨年の交通
事故情勢をみてみますと、死者数は87人で、一昨年に続き
年間100人を下回ったものの、未だ多くの方が交通事故の
犠牲となっており、中でも高齢者の割合は依然として高い
比率となっています。
当協会といたしましては、こうした現状を踏まえ、警察

をはじめ関係機関・団体の皆様との連携をより一層深めな
がら、本年も交通死亡事故の抑止を最重点とし

○　子どもと高齢者の交通事故防止対策
○　歩行中・自転車乗用中の交通事故防止対策
○　飲酒・暴走運転の根絶活動

を核とした交通安全諸対策を展開することとしております
ので、引き続きご支援・ご協力を賜りますよう心よりお願
い申し上げます。
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、年頭のご挨拶とさせていただきます。

岡山県交通安全協会長
岡﨑 　彬

岡山県警察本部長
斉藤 良雄

写真提供：岡山県観光連盟

平成 28 年



こんばんは　早めのライトで　ごあいさつ
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平成27年中の交通事故発生状況（暫定値）

交通安全功労者等の全国表彰

●　交通事故死者数は62年ぶりに80人台
平成27年中の県下の人身事故件数は10,628件（前年比

－1,643件）で13年連続の減少、負傷者数は12,675人（前
年比－2,070人）で10年連続の減少、死者数も87人で、昭
和28年以来62年ぶりに年間80人台となりました。

●　高齢者の割合は依然高い比率
65歳以上の高齢者の死者数

は53人で全体の60.9％、高齢者
が第１当事者となる死亡事故は
37.9％で、依然として高い比率
となっています。

●　交通安全対策の推進
晴れの国おかやま生き活きプランでは、「平成28年末ま
でに交通事故死者60人以下に」等と高い目標が掲げられ
ています。交通ルールの遵守と交通マナーの向上を県の
風土として確実に根付かせるため、県民総ぐるみの交通
安全対策を推進しましょう。

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、来る
１月15日、日比谷公会堂（東京都千代田区）で開催される「第56回交通
安全国民運動中央大会」の際に執り行われます。
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。

●　平成27年中の県下の交通事故統計
!

⃝　緑十字銀章
・功労者
　〃
　〃
　〃
　〃

・運転者
　〃
　〃
　〃
　〃

浜　 保男（岡山市）
井上 謙次（玉野市）
比津 徳蔵（早島町）
高村 克巳（勝央町）
氏平 頼光（津山市）
森　 直久（岡山市）
河内 耕三（岡山市）
杉本 茂夫（倉敷市）
小寺 正志（笠岡市）
上岡 政晴（美咲町）

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

⃝　緑十字金章
・功労者
・運転者

……
……

赤松 忠幸（岡山市）
光元 陽一（倉敷市）

⃝　優良団体
・真庭交通警察協助員会

⃝　優良事業所
・酒井工業株式会社
・株式会社中電工西大寺営業所

⃝　優良学校
・井原市立西江原小学校

⃝　優良交通安全協会
・美作交通安全協会

⃝　優良安全運転管理者協議会
・岡山北安全運転管理者協議会

◆　個人表彰 ◆　団体表彰

昨年の表彰式の模様（御臨席：秋篠宮殿下、同妃殿下）

緑十字金章

緑十字銀章

●　死亡事故の分析
道路別では、国道で21人、
主要県道で14人、一般県道で
16人、市町村道で29人、高速
道路で１人、その他で６人という状況でした。
形態別では、車両同士による事故で死亡した人が最多で
33人、次いで道路横断中などの歩行中に事故で死亡した
人が23人、自損事故で死亡した人が31人でした。
昼夜別では、夜間の事故で死亡した人が46人でした。
状態別では、四輪車運転中が34人、二輪車運転中が12人、
自転車乗用中が16人などでした。

お先に
どうぞ！

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
平成27年 59,200 10,628 87 927 11,748 12,675 48,572
平成26年 59,466 12,271 90 977 13,768 14,745 47,195
増 減 数 -266 -1,643 -3 -50 -2,020 -2,070 1,377
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真庭交通安全協会は、岡山県北部で中国
山地のほぼ中央に位置して蒜山高原や湯原
温泉等の観光地を有する真庭市と、ヒメノ
モチで知られる新庄村を活動区域として
おります。
この県下最大の地域で17支部で構成

する私たちの協会は、38名の役員、約
２万６千人の会員を擁し、各関係機関・団
体との緊密な連携の下、地域の交通安全意

識の高揚を図るべく、各種の交通安全活動に取り組んでいます。

その酒で　失う信頼　家族の未来

vol.53

地区安協だより 交通安全意識の高揚を目指して ～ 真庭交通安全協会 ～

とくに昨年は、高齢者関与の事故が多発したこともあって「子
供と高齢者の交通事故防止」を最重点に

○　園児・小中学生対象の交通安全教室の開催
○　高齢者宅への訪問指導、交通安全教室の開催
○　ドライバー対象の街頭啓発活動
○　ステッカー・横断幕等による啓発活動

等の活動に力を注いでいます。
こうした活動ができるのも全て自治体からの補助と会員の皆

様のご支援によるものであり、
真庭地域から悲惨な事故をなく
すための諸活動を更に推進して
いく所存でありますので、今後
とも一層のご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。

高田 浩一　会長

増加傾向にある自転車事故。相手にけがなどをさせてしまうと、刑事上の責任が問われるうえ、多額の
賠償金を請求されるケースが増えています。ルールをきちんと「知って」「守って」安全運転をしましょう。

自転車も、事故を起こせば加害者に !!

◆　歩行者との死亡事故 … 賠償額：6,779 万円／平成15年９月（東京地裁）
ペットボトルを片手に交差点に進入し、横断歩道を横断中の歩行者に衝突。

◆　歩行者との人身事故 … 賠償額：5,000 万円／平成17年11月（横浜地裁）
無灯火のうえ、携帯電話を操作して片手運転の女子高校生が歩行者に追突。

◆　自転車との人身事故 … 賠償額：9,266 万円／平成20年６月（東京地裁）
男子高校生が車道を斜めに横断し、対向車線を直進してきた自転車に衝突。

◆　歩行者との人身事故 … 賠償額：9,521 万円／平成25年７月（神戸地裁）
男子小学生（１１歳）が、坂道で歩行中の女性に衝突。（保護者に賠償命令）

◆　歩行者との死亡事故 … 賠償額：4,700 万円／平成26年１月（東京地裁）
男性が、信号表示を無視して交差点に進入し、横断中の歩行者に衝突。

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。

交通安全協会員の皆さんへ

⃝ 　

⃝ 　

⃝  
⃝ 

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。

…

…

…
…

自転車利用者が増えています
が、事故で多額の損害賠償が発
生する可能性については、あま
り認識されていません。万一に
備えて、「自転車保険」や「ＴＳ
マーク制度」への加入を。

ＴＳマーク
賠償責任補償
５,000万円
（限度額）

１　申請期限 … 平成28年４月末日まで
２　申請要件 … 岡山県内に居住し、運転経験年数が表彰種別に
定める基準を満たし、期間中、無事故・
無違反であること。
３　申請先 … 住所地を管轄する警察署
４　お問い合わせ … 詳細は警察署、当
協会でお尋ねになるか、当協会ホーム
ページ等でご確認ください。

本年の優良運転者表彰申請の受付が始まりました。業務５年以上、
一般10年以上無事故・無違反であれば表彰が受けられます。該当の
方は、この機会にぜひ申請してください。

チャイルドシートの無料貸出し優良運転者表彰の申請受付が
今年も始まりました！



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！

交通安全啓発活動（岡山中央）

子供交通安全教室（井原）

交通安全街頭活動（児島）

交通安全街頭活動（備前）

高齢者交通安全教室（美咲）

二輪車安全運転教室（笠岡）

子供交通安全教室（岡山北）

子供交通安全教室（真庭）

子供交通安全教室（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

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


