
Let’s drive safely

vol. 県内交通事故発生状況（９月末暫定）
発生件数 負 傷 者 死　 者

平成24年 44,237 13,828 74
前年対比 －613件 －1,179人 －2人

平成24年
秋季（10月～12月）号

家まで
送って♥

フラ
　フラ

フラ
　フラ

いいよ！
お酒飲んで眠いけど
少しならいいか…

飲酒運転は
絶対にダメ！
２人とも
違反です！！
さて、どんな
罪でしょう？

（1）　判断能力の低下
日本酒を300ml飲んで75分後の機能テストで、何かを

選ぶ反応は、飲んでいないときに比べて約１割遅れたと
いう実験結果があります（大阪交通科学研究室調査）。ブ
レーキを踏んだりハンドルを切る時間がそれだけ遅れ、
事故につながる危険性が高くなります。

（2）　動体視力の低下
ビールを350ml飲んで30分後の機能テストで、動いて

いる物を見る視力は半減したという実験結果もあります
（前記研究室調査）。

（3）　運動能力の低下
⑴の判断能力の低下に加えて、これに連動する運動能

力も低下し、動作が鈍くなります。

（4）　危険感覚の低下
酒が入ると気が大きくなり、危険に対する感覚も低下し

ます。また、大脳の本能や感情を司る部分が活発化し、自己
中心的な運転になることを忘れてはいけません。
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１　飲酒の影響

２　ハンドルキーパー運動の推進

交通安全協会などでは、飲酒運転
の根絶を図るため、ハンドルキー
パー運動を展開しています。これは、
自動車で仲間と飲食店に行く場合に、
お酒を飲まない人（ハンドルキー
パー）をあらかじめ決めておき、その
人が他の飲酒した仲間を自宅等に送
り届ける運動です。
みんなで、この運動の輪をひろげ
ましょう。

本年９月末現在、県内において飲酒運転で摘発された件数は281件（前年対比11件増）で、飲酒運転による交通事故は52件発生（前
年対比10件減）しており、死者は１人（前年対比３人減）、負傷者は72人（前年対比１人減）で、依然として厳しい情勢が続いています。
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１　岡山県警察本部長・財団法人岡山県交通安全協会長連名表彰

⑴　厳しい行政処分 ⑶　厳しい刑事処分

３　飲酒運転には厳しい罰則

　岡山県警察と岡山県交通安全協会は、秋の交通安全県民運動
の一環として、去る９月24日（月）メルパルク岡山において、原
岡山県警察本部長、岡�岡山県交通安全協会長出席の下、平成
24年度の交通安全功労者、優良運転者等の表彰式を行いました。
　栄えあるご受賞おめでとうございます。今後とも交通安全諸
活動の推進や交通事故防止に資する安全運転の実践に一層の
ご尽力、ご協力をお願いいたします。
　受賞された方々及び団体は、次のとおりです。

31団体、23校、４事業所、
544名を表彰交通安全功労者等表彰式

平成24年度

⑴　交通安全功労者…髙木塩見（倉敷市） 以下64名
⑵　優良団体…祗園町内会なごみ会（岡山市） 以下30団体
⑶　 優良学校交通自治会…岡山市立大野小学校児童会 以下
22校

⑷　優良運転者

２　財団法人岡山県交通安全協会長表彰

交通功労警察官
　　　〃
交通功労警察官
　　　〃

交通部門
〃

地域部門
〃

… 桑元洋司（岡山中央署）
… 大天一郎（倉敷署）
… 原田万三（笠岡署）
… 山下伸吾（井原署）

３　中国管区警察局長・中国五県交通安全協会長連名表彰伝達

⑴　交通安全功労者 
⑵　優良安全運転管理者
⑶　優良事業所
⑷　優良学校交通自治会
⑸　優良団体
⑹　優良運転者

唐井紳介（倉敷市） 以下15名
佐近　貢（岡山市） 以下６名
（株）鈴鹿製材所（久米郡） 以下４所
井原市立西江原小学校児童会
（株）山田養蜂場（苫田郡）
谷本節子（岡山市） 以下33名

４　財団法人全日本交通安全協会長表彰伝達

５　中国５県交通安全協会長表彰伝達

交通功労警察官

⑴　交通安全功労者
⑵　優良安全運転管理者
⑶　優良運転者

中村恵子（岡山市） 以下57名
森安純一（玉野市） 以下11名
荒内　清（瀬戸内市） 以下106名

………
…

……………

❶ 業務15年以上
❷ 業務10年以上
❸ 業務５年以上
❹ 一般20年以上
❺ 一般10年以上

種　　別 処　分 違反点数
酒酔い運転 免許取消し 35点

酒
気
帯
び
運
転

アルコール濃度
呼気１ℓ中0.25mg以上 免許取消し 25点

アルコール濃度
呼気１ℓ中　
0.15～0.25mg未満

免許停止90日 13点

⑵　欠格期間　〜 上限は10年と長期 〜
⃝　前歴及びその他の累積点数がない場合です。
⃝　欠格期間とは、運転免許を取り消される場合に、
　再び運転免許を受けることができない期間を言います。

❶　酒酔い運転をした場合
❷　さらに、死亡事故を起こした場合
❸　さらに、ひき逃げをした場合

運 転 者 車両の提供者 酒類の提供者・飲酒車両同乗者

酒
酔
い

５年以下の懲役
又は100万円
以下の罰金

５年以下の懲役
又は100万円
以下の罰金

３年以下の懲役又は50万円
以下の罰金

酒
気
帯
び

３年以下の懲役
又は50万円以
下の罰金

３年以下の懲役
又は50万円以
下の罰金

２年以下の懲役又は30万円
以下の罰金

◀みどり号のプップーくん

………
…

……………
…

………………
……………

………………………  3年
…………  7年

……………… 10年

苅田真一（岡山市） 以下21名
大西　眞（勝田郡） 以下13名
横山節夫（岡山市） 以下37名
浅野幸代（笠岡市） 以下60名
西村　毅（高梁市） 以下116名

……… 
……… 
……… 
……… 
……… 

氏平道文（赤磐署）…………
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秋から冬にかけての交通安全対策
〜 行楽期・年末の交通事故防止 〜

１　出かける人に一言を
交通事故防止のためには、家族、友人などが出かける際に一

言「車に気をつけて」「反射材は身に着けた？」などと声かけを
するのが効果的です。特に、子どもやお年寄りには優しい一言
をかけましょう。

２　安全運転が第一
秋の行楽期には、車で出かける機会が増えますし、また、

12月に入ると、人はだんだんと気ぜわしくなり、交通事故の
発生が懸念されます。
交通ルールをよく守り、安全運転を心がけましょう。また、

日没がだんだん早くなりますので、早めにライトを点灯しま
しょう。

３　車の整備
冬季になってもあなたの車は大丈夫ですか？ バッテ
リー、冷却水、ワイパー等の点検や冬用タイヤの準備など早
めにしておきましょう。

４　高齢者の交通事故防止
夜間の外出はできる限り控え、やむを得ず外出するとき
は、夜光反射材を活用しましょう。

５　飲酒・暴走運転は絶対にダメ！
暴走運転は、非常に危険で迷惑な行為です。
暴走運転を「しない」「させない」「見に行かない」運動を徹底

しましょう。また、この時期は忘年会などお酒を飲む機会が増
えますが、家庭・地域・職場から飲酒運転を根絶しましょう！

主に事業用車両
に「ペースメーカー
実践車」になってい
ただき、追従車両を
始めとする走行車
両全体の速度を抑

制して交通事故の抑止を図ろうとする運動です。岡山県では、
本年８月10日から本格的に実施されています。
当協会では、この運動に協賛し、ご希望の方にシールを差し
上げています。ご遠慮なくお電話（末尾記載）ください。

ご存知ですか？ ペースメーカー運動

3 0 8 9 7 0 2 8

年に１回、自転車安全整備店で
点検・整備を受けると、TSマーク
が自転車に貼付されます。
TSマークには賠償責任保険と
傷害保険の２つがセットになった
付帯保険が１年間付いているので、
もしもの時に安心です。
お近くの自転車安全整備店にご
相談ください。

自転車にTSマークを

《 交通安全協会員の皆さんへ》

　岡山県交通安全協会では、交通安全協会の活動に賛同して
いただいている事業所や商店に「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
協賛店では、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

協賛店での割引きサービスが受けられます
　交通安全協会では、里帰り中などの短期間使用の場合（概
ね１か月程度）に役立つチャイルドシートの一時的な貸出し
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

◦貸出し対象者

◦貸出し申込先

◦貸出し期間
◦貸出し料金

◦貸出し条件

◦そ　の　他

岡山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か月以内
無料（ただし、紛失、毀損等された
ときには、弁償等をしていただく場
合があります。）
借り受ける際には、注意事項をよ

く読み、貸出し条件を
守ってください。
数には限りがあり、
保有品がすべて貸出
中の場合には貸し出
せないときがあるこ
とをご了承ください。

…

…

…
…

…

…

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

自転車に　免許はなくても　ルールあり
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◆ 交通安全フェスティバル（ポスター等コンクール表彰式）（笠岡） ◆

◆ 交通安全街頭指導活動（赤磐）◆◆ 交通安全街頭指導活動（岡山西）◆ ◆ 高齢者交通安全教室（岡山南）◆◆ ハンドルキーパー運動広報活動（岡山東）◆

◆ 子ども交通安全教室（美咲）◆◆ 夜光反射材貼付活動（美作）◆◆ 高齢者交通安全教室（津山）◆

◆ 子ども自転車教室（瀬戸内）◆ ◆ 高齢者交通安全教室（玉野）◆ ◆ 子ども交通安全教室（玉島）◆◆ 高齢者宅個別訪問活動（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。

⃝この広報紙は、交通安全協会費等で作成しています。（平成24年10月発行）　

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
◦反射材等各種交通安全資材の無償配布活動
◦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

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
員特典ガイドを参照。）

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。

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！
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