
交通安全街頭活動（岡山東）

二輪車安全運転教室（笠岡）

交通安全街頭活動（赤磐）

子供交通安全教室（岡山北）

高齢者交通安全教室（美咲）

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（新見）

交通安全街頭活動（児島）

高齢者交通安全教室（岡山西）

子供交通安全教室（井原）

子供交通安全教室（瀬戸内）

発生件数 負 傷 者 死 者
平成29年 57,696 8,468 97
前年対比 - 159 - 2,186 + 18

昨年の交通事故発生状況もっと知って 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！

倉敷中央高校　小原 千穂 さん 玉島高校　笠原　萌 さん 美作高校　村瀬　美紅 さん

64vol.

　 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

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。

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

印　刷：

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）

平成 30年 冬季【２月～３月】号

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。

交通安全協会にご理解とご協力を！

高等学校交通安全倉敷・備西・美作の各ブロック協議会と岡山県交通安全協会では、「高校生の交通安全意識の高揚と交通
マナーの向上を図る」ことを目的に、「交通安全ポスターコンクール」を開催していますが、本年度の最優秀作品は次の３点
です。自転車の無灯火、携帯電話使用運転等ルールの無視やマナーの悪さが目につき、問題となっています。自転車も「車両」
です。「人のため、自分のため」安全運転に心がけましょう。

基本スローガン：安全は 一人一人の 思いやり

● とうげこう おしゃべりはみだし あぶないよ
● 手軽でも　重いよ自転車　その責任

こどもに対するもの

● ぶつかるよ　ながら運転　じこのもと
● ハイビーム　知らせる　見つける　夜の道

運転者に対するもの

● 反射材　自分をアピール　防ぐ事故
● 自転車は　車といっしょ　左側

歩行者・自転車利用者に対するもの

運転者等へ呼びかけるもの
● ぶつかるよ　ながら運転　じこのもと
歩行者・自転車利用者へ呼びかけるもの
● 行けるはず　まだ渡れるは　もう危険
中学生以下へ交通安全を呼びかけるもの
● 自転車は　車といっしょ　左側

平成29年
交通安全年間スローガン
内閣総理大臣賞受賞作品

平成29年度 岡山県高等学校交通安全ポスターコンクール最優秀作品

平成30年 岡山県交通安全年間スローガン
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安全は　一人一人の　思いやり お先にね　どうぞどうもで　なごむ道
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地区安協だより 地域の交通安全を願い ～ 岡山北交通安全協会 ～

●　優良団体
　・高松地区交通安全対策協議会
●　優良事業所
　・中国電力株式会社倉敷電力所
　・ランデス株式会社
●　優良学校
　・岡山市立岡南小学校
●　優良交通安全協会
　・赤磐交通安全協会
●　優良安全運転管理者協議会
　・高梁安全運転管理者協議会

◆　団体表彰

緑十字金章

緑十字銀章

●　緑十字銀章
・功労者
　〃
　〃
　〃
　〃

・運転者
　〃
　〃
　〃
　〃

那須　和夫
𠮷橋　晴代
三宅　良樹
中川　初美
森　陽一郎
佐原富佐夫
田渕喜代継
浅野　和正
井田　五郎
赤木伊佐男

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

●　緑十字金章
・功労者
・運転者

……
……

溝邊　　榮
上　　欣市

◆　個人表彰

（岡山市）
（岡山市）
（倉敷市）
（新見市）
（倉敷市）
（岡山市）
（岡山市）
（倉敷市）
（真庭市）
（勝央町）

（備前市）
（倉敷市）

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・
無違反運転を続けられてい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、
１月19日、文京シビックホール（東京都文京区）で開催された「第58
回交通安全国民運動中央大会」の際に執り行われました。
全国表彰を受けられた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。 昨年の表彰式の模様（御臨席：秋篠宮殿下、同妃殿下）

交通安全功労者等の全国表彰

交通安全協会員の皆さんへ

岡山県警察と岡山県交通安全協会
では、高齢者の交通事故防止をテー
マに、昨年に続いて県内の小学生か
ら「キッズポスター」を募り、331
点の応募の中から、総社市立総社西
小学校６年樋口憧哉さんの作品が最
優秀の金賞に選ばれました。

全日本交通安全協会が募集していた今年の全国交通安
全運動などに使う「交通安全年間スローガン」の受賞作
が決定し、県内からは、津山市の赤堀邦子さんの作品

◆ ハイビーム　知らせる　見つける　夜の道
が運転者向けの部門で全日本交通安全協会会長賞に、倉敷
市の増田愛さんの作品

◆ 反射材　自分をアピール
防ぐ事故

が歩行者・自転車利用者向けの
部門で警察庁長官賞に選ばれま
した。

身につけよう
命のお守り　反射材

キッズポスターで
高齢者の交通事故防止

交通安全年間スローガン
県内から２人受賞

平成29年中の交通事故発生状況（暫定値）

●　交通安全対策の推進

●　平成29年中の県下の交通事故統計

平成29年中の県下の人身事故件数は7,220件（前年比－
1,710件）で15年連続の減少、負傷者数は8,468人（前年
比－2,186人）で12年連続の減少となったものの、死者数
は97人で前年比大幅増（+18人）となりました。

●　交通事故死者数が前年比大幅増

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29年 57,696 7,220 97 631 7,837 8,468 50,476

平成28年 57,855 8,930 79 785 9,869 10,654 48,925

増 減 数 -159 -1,710 +18 -154 -2,032 -2,186 +1,551

●　高齢者の割合は依然高い比率
高齢者の死者数は54人で全体

の55.7％、高齢者が第１当事者
となる死亡事故は31件で33.0％
を占め、依然として高い比率と
なっています。

●　死亡事故の分析
道路別では、国道で

26人、主要県道で20人、一般県道で14人、市町村道で27人、
高速道路で６人、その他で４人という状況でした。
形態別では、自転車を含む車両同士による事故で死亡し

た人が最多で46人に上り、うち正面衝突が19人と際だって
います。次いで、道路横断中などの歩行中に事故で死亡し
た人が26人、自転車を含む自損事故で死亡した人が24人で
した。昼夜別では、夜間の事故で死亡した人が53人でした。
状態別では、四輪車運転中が33人、二輪車運転中が14人、

自転車乗用中が17人などでした。

第10次岡山県交通安全計画では、「平成32年までに交通
事故死者50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。

岡山北交通安全協会は、岡山県
の中央部に位置する岡山市御津・
建部町と吉備中央町を活動区域と
しています。
この地域は、豊かな自然に囲ま
れ、新たな時代にふさわしいまち
づくりに挑戦しており、私どもの
協会も、この地域で15支部、17人

の役員、約１万１千人の会員を擁し、岡山北警察署をはじめ
地域の各関係機関・団体との緊密な連携の下、地域の交通
安全を願って各種の交通安全活動に取り組んでいます。
なかでも高齢者が関係する交通事故が依然として高い
割合を占めている現状から、高齢者の交通事故防止対策
を最重点に
○　高齢者宅への訪問指導、高齢者交通安全教室の開催

加藤 公彦 会長

○　各種交通安全運動でのイベント参加
○　ケーブルテレビ、ちらし等による交通安全広報
○　夜光反射材等事故防止グッズの配布
○　チャイルドシートの貸し出し
等の活動に注力しているほか、各支部でも街頭啓発活動
等の諸活動に取り組んでおります。
こうした活動が可能なのも会員の皆様のご支援による
ものであります。地域
の皆様に更に当協会の
活動が理解していただ
けるよう、諸活動を推
進していく所存であり
ますので、今後とも一
層のご支援、ご協力を
お願い申し上げます。

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。

● 　
● 　

● 

貸出対象者
貸出申込先

そ の 他

県内の各地区交通安全協会の会員の方
住所地を管轄する警察署の地区交通
安全協会または運転免許センター内の
岡山県交通安全協会にお問い合わせ
ください。
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。

…
…

…

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！

１　申請期限 … 平成30年４月末日まで


