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岡山県警察と ( 一財 ) 岡山県交通安全協会は、
「交通安全劇場」～交通安全に関する動画を制作しました

運転者(同乗者を含む)へ呼びかけるもの
⃝手を上げる　子どもはあなたを
　信じてる
歩行者・自転車利用者へ呼びかけるもの
⃝スマホじゃない　見るのは前でしょ
　周りでしょ
中学生以下へ交通安全を
呼びかけるもの
⃝とうげこう　
　よそみ　おしゃべり
　きけんがいっぱい

令和４年使用
交通安全年間スローガン
内閣総理大臣賞受賞作品基本スローガン：安全は 一人一人の 思いやり

運転者に対するもの
⃝手を上げる　子どもはあなたを　信じてる
⃝通学路　速度を落とす　思いやり
歩行者・自転車利用者に対するもの
⃝イヤホンで　ふさぐな町の　声と音
⃝反射材　主役になります　暗い道
こどもに対するもの
⃝あぶないよ　青でもきちんと
　みぎひだり
⃝ヘルメット　かぶるだけでも　救える命

令和４年 岡山県交通安全年間スローガン令和４年 岡山県交通安全年間スローガン



手を上げる　子どもはあなたを　信じてる（令和４年岡山県交通安全年間スローガン）
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令和３年中の交通事故発生状況
◆　令和３年中の交通事故発生状況について（岡山県内）

　令和３年中の岡山県内の交通事故死者数は、57
人（前年比－５人）で、昭和24年以来72年ぶりに
60人を下回り、記録の残る昭和23年以降２番目に
少なくなりました。
　人身事故件数は、平成14年以来19年ぶりに前年
比で増加しました。
　人口10万人当たりの死者数は3.02人で全国ワー
スト12位（令和２年は3.28人で全国ワースト14位）。
　高齢死者は35人（前年比－５人）で全死者の
61.4％を占めました。
　四輪、二輪、自転車乗車中の死者数が過去10年
で最低水準となる一方、歩行中死者は23人（前年
比＋７人）で全体の約４割を占めています。
　歩行中死者23人中16人は、道路横断中の高齢者
（69.6％）、歩行中死者23人中19人は、夜間に被害
（82.6％）に遭っており、うち夜光反射材着用は１
人のみでした。

区 分 総 事 故
件数（件）

人身事故件数（件） 死者数（人） 負傷者数（人） 物 損
事 故
件数（件）うち死亡

事故件数
う ち
高 齢 者 重 傷 軽 傷

令和３年 46,125 4,683 55 57 35 567 4,671 41,442

令和２年 46,272 4,288 61 62 40 507 4,333 41,984

増 減 数 -147 395 -6 -5 -5 60 338 -542

増 減 率 -0.3% 9.2% -9.8% -8.1% -12.5% 11.8% 7.8% -1.3%

◆　人身事故件数及び高齢者が第一当事者となる事故
件数の推移
　前年比9.2％増加しましたが､ 長期的には減少傾
向を維持しています。
　高齢者が第一当事者となる人身事故は1,127件で、
件数及び構成率は、前年比のほぼ横ばいです。

◆　高齢者対策
⃝�　愛のお届けカードによる指導、夜光反射材の
着用推進等

⃝�　道路交通法改正に伴う諸対策（免許更新時にお
ける運転技能検査、サポカー限定免許の導入等）
の推進、ドラレコ個別指導、臨時認知機能検査時
の短時間講習等

◆　横断歩道における横断歩行者保護対策
⃝�　横断歩行者等妨害等違反の取締り強化
⃝�　運転免許更新時の交通安全教育の推進
⃝�　広報啓発活動の強化
　　　（「目と手で合図！ストップ運動」等）

◆　通学路等安全対策
⃝�　可搬式速度違反自動取締
装置の活用

⃝�　通学路合同点検で発見さ
れた危険箇所対策の推進

今後の重点対策（岡山県警）

交通移動教室みどり号横断歩道は歩行者優先
❶�　車両は、横断歩道（自転車横断帯）に接近
する場合には横断しようとする歩行者、また
は自転車が明らかにいない場合を除いて、そ
の直前で停止できるような速度で進行しなけ
ればなりません。
❷�　歩行者（自転車）が横断歩道（自転車横断
帯）を横断していたり、これから横断しよう
としている場合は、横断歩道（自転車横断帯）
の手前で一時停止しないといけません。また
歩行者（自転車）の通行を妨害してはいけま
せん。
❸�　歩行者は道路を横断するとき、
近くに横断歩道があれば、横断歩
道で通行しないといけません。

　当協会では主に幼稚園、保育
園、小・中学校を対象とした交
通安全教育の一環として、交通
移動教室みどり号を運用し、子どもたちへ、参加、体験型
の交通安全教室を無料で実施しております。
　要請があればみどり号は模擬信号機、横断歩道マット、
自転車、交通教育ビデオなどを積み込み、専門の指導員が、
交通ルールやマナーなど、交通安全のための指導を行って
おります。
　交通教育は人格、行動習慣等の形成期にある子どものう
ちから行うことが効果的であり、痛ましい交通事故の防止
を図る主旨からも、みどり号の積極的活用をお願いします。
　なお、問い合わせやお申込みは、
（一財）岡山県交通安全協会安全事務局
TEL：086-724-9700　にお願いします。



2 申請要件
　表彰申請の要件は、次のいずれの条件も満たしていることが
必要です。
　❶�　岡山県内に居住し、原則として当協会の会員である方（未
加入の場合には、表彰申請時に加入されても構いません）。

　　�　なお、非会員の方の表彰申請も受け付けておりますが、
副賞は会員の方に限って贈呈しておりますのでご了承くだ
さい。

　❷�　運転経験年数が、表彰種別に定める基準を満たしている
こと。

　❸�　表彰種別の期間中、自己の責任による人身交通事故を起
こしたことがなく、かつ、無違反であること。

1 表彰種別
　優良運転者表彰には、次の２種類があります。

優良運転者表彰楯5 年以上 10 年以上 15 年以上

10 年以上 20 年以上

一般優良運転者 仕事以外で日常的に
自動車を運転している方

業務優良運転者 主として仕事で
自動車を運転している方

あぶないよ　青でもきちんと　みぎひだり（令和４年岡山県交通安全年間スローガン）
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優良運転者表彰受付中
　岡山県警と（一財）岡山県交通安全協会では、多年にわたり無事故・無違反で安全運転を続けられている
運転者の方々を「優良運転者」として表彰しています。
　この表彰制度は、次の要領で行われていますので、該当される方はこの機会にぜひ表彰申請をしてください。

自転車マナーアップによる交通事故防止にご協力ください
●�　自転車は車両です。原則として車道の左側を通行するのがルールです。歩道を通行
する場合は、道路側を徐行しましょう。
●�　子どもが自転車に乗るときや、自転車の幼児用座席に乗せるときは、ヘルメットを
かぶらせましょう。
●�　高齢者の皆さん、自転車は手軽ですが、ハンドル操作を誤るなどして大きな事故に
つながることがあります。用水路などの危険な場所では自転車を降りて歩きましょう。
●�　自転車も、事故を起こした場合は損害賠償責任を免れません。万が一に備え、損害
賠償責任保険等に加入しましょう。

※�岡山市では条例で自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化されています。

自転車損害賠償責任保険に加入しましょう！
　自転車は手軽ですが、運転を誤ると大きな事故につながることがあります。定期的に自転車の点検整備を
行うとともに、道路横断時は一旦停止して安全を確認するなど慎重な運転を心がけましょう。
　また、自転車の利用者も交通事故の加害者になることがあります。
　万が一に備え、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。
　全日本交通安全協会の自転車会員入会及びサイクル安心保険は、
　⃝　賠償事故の場合、ご家族全員を補償
　⃝　傷害事故の場合、入院時の補償からもしものときまで
　⃝　安心の示談交渉サービス
で、パンフレット又は一般財団法人全日本交通安全協会のホー
ムページからどなたでも入会できます。
お問い合わせ先
サイクル安心保険コールセンター：TEL：03-4590-1519

自転車利用者の
皆さま！

サイクル安心保険に
入ろう！

全日本交通安全協会

「野球猫チータン」はサイクル安心保険のイメージキャラクターです。

自転車会員入会および
自転車保険加入のご案内

右記のQRコードからアクセスしてください。
24時間、土日祝日いつでも加入できます！

モバイルから
加入の場合はこちら



交通安全街頭活動（岡山中央） 交通安全街頭活動（瀬戸内）交通安全街頭活動（岡山西）高齢者交通安全教室（岡山東）

小学校交通安全教室（井原） 中学校交通安全指導（美咲）交通安全啓発活動（津山）小学校交通安全教室（真庭）

交通安全街頭活動（玉野） 交通安全街頭活動（笠岡）交通安全啓発活動（玉島）高齢者交通安全教室（児島）

もっと知って
交通安全協会のこと！！
「岡山県交通安全協会」で
アクセスしてみてね！

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

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：

運転免許をとるなら・高齢者講習をうけるなら
岡山県交通安全協会の自動車学校へ

一般財団法人 岡山県交通安全協会

岡山（円山）自動車学校 0120-37-7141
〒703-8271 岡山市中区円山 646

倉敷（中庄）自動車学校 0120-00-1810
〒710-0016 倉敷市中庄 1822

笠 岡 自 動 車 学 校 0120-19-5161
〒714-0097 笠岡市十番町 1-2

随時募集中！
お気軽に

お電話ください

交通安全協会にご理解とご協力を！！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。


