
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！

高齢者交通安全教室（岡山中央） 交通安全街頭活動（瀬戸内）子供交通安全教室（岡山北）高齢者交通安全教室（岡山南）

高齢者交通安全教室（井原） 高齢者交通安全教室（美咲）高齢者交通安全教室（美作）高齢者交通安全教室（津山）

高齢者交通安全教室（児島） 高校生二輪車教室（笠岡）交通安全街頭活動（玉島）高齢者自転車教室（水島）

進路変更

3秒前

72vol.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、お気軽にお尋ねください。
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運転免許は命を守るライセンス
交通安全協会の自動車学校

ハガキがきたらまず電話！
高齢者講習予約受付中

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）

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

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

〒714-0097 笠岡市十番町 1-2
　　0120-19-5161

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。

交通安全協会に
ご理解とご協力を！！

生徒　
募集中！！

令和元年 10 月１日発行Okayama Traffic Safety News

秋の行楽シーズンが近づいてきました。山々が色づき、食べ物も美味しい季節です。また、
スポーツの秋でもあります。旅行やイベントに車で出かける方も多いのではないでしょうか。
ちょっとした油断や不注意で、交通事故を起こさないよう、次のことに注意しましょう。

行楽期の交通事故防止
【 実施期間： 令和元年10月１日～11月30日 】

思いやり ゆとりは無事故へ つづく道思いやり ゆとりは無事故へ つづく道

１　無理のない計画を立てる
計画を立てるときには、事前に地図や
インターネットなどで行き先までの交
通状況等を十分に調べておきましょう。
また、交通渋滞に巻き込まれることも予
測して、日程に無理のない、余裕のある計画を立てましょう。

２　シートベルト・チャイルドシートを忘れずに
後部座席を含む全ての座席でシートベル
トを必ず着用しましょう。シートベルトは、
万一の事故の際、あなたの命を守ってくれ
ます。また、６歳未満の子どもを乗せる際に
は、体に合ったチャイルドシートを正しく
取り付け、必ず使用してください。

３　夕暮れ時はとっても危険な時間帯
秋から冬にかけては、日没が早くな
り、周囲の様子が見えにくくなりま
す。事故防止のため、早めにライトを
点灯しましょう。また、運転中に疲れ
や眠気を感じたら、無理せず休憩しま
しょう。

４　スピードの出し過ぎは危険
スピードの出し過ぎは、重大事故に
つながり、大変危険です。特に、夜は周
りが見えにくく、視界が狭くなるため、
速度の感覚が鈍りがちです。スピード
メーターで速度をよく確認し、安全な速度で運転しましょう。

５　合図の徹底、信号の厳守
合図を出すポイントは、進路変更３
秒前、交差点等右左折時30m手前です。
合図で、車の動きを周囲に知らせま
しょう。黄色信号も止まれ。信号の意味
を正しく理解し、実践しましょう。

６　「ゆずる・とまる・まもる」で交通事故防止
進路を「ゆずる」、赤信号・一時停止で「とまる」、速度・合
図・信号を「まもる」。ドライバー
も、自転車も、歩行者も、一人ひ
とりが「ゆずる・とまる・まもる」
の３つを特に心がけ、交通マ
ナーを向上させて交通事故を防
ぎましょう。

交通安全協会に
ご理解とご協力を！！



自転車の安全走行に関する知識と技能を競う、第54
回交通安全子供自転車全国大会が、８月７日、東京ビッ
クサイトにおいて、各都道府県の大会を勝ち抜いた47
チーム188名が出場して
開催されました。
本県からは、岡山県
大会で優勝した備前市
立片上小学校が出場し、
上位をめざし持てる力
を出し切りました。
ご声援をいただきあ
りがとうございました。

まだ行ける！　そんな心に　赤信号 危険だよ　スマホに夢中の　そこの君
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飲酒運転 の過ちは、
　消したくても 消せません！
◆　飲酒運転は…厳罰！
　●　酒酔い運転
　　　	 	５年以下の懲役または100万円以下の罰金
　●　酒気帯び運転
　　　	 	３年以下の懲役または50万円以下の罰金
◆　飲酒運転の車両への同乗は…厳罰！
　●　ドライバーが酒酔い運転
　　　	 	３年以下の懲役または50万円以下の罰金
　●　ドライバーが酒気帯び運転
　　　	 	２年以下の懲役または30万円以下の罰金
◆　車両の提供は…厳罰！
　●　ドライバーが酒酔い運転
　　　	 	５年以下の懲役または100万円以下の罰金
　●　ドライバーが酒気帯び運転
　　　	 	３年以下の懲役または50万円以下の罰金
◆　ドライバーへの酒の提供は…厳罰！
　●　ドライバーが酒酔い運転
　　　	 	３年以下の懲役または50万円以下の罰金
　●　ドライバーが酒気帯び運転
　　　	 	２年以下の懲役または30万円以下の罰金

７月28日(日）、岡山県運転免許センターで「グッドライダー
ミーティング2019夏」を開催しました。
当日は、県下各地から39人（うち女性８人）が参加し指導
員からアドバイスを受けて法規走行やスラロームなどの課題
走行に取り組み、安全走行技能を学びました。
この催しは、運転技能の向上などにより、二輪車による交
通事故防止を図っていくことを目的とした講習で、昨年まで
は年２回（春・秋）開催していましたが、毎回多くの参加希
望者があることから、今年から年３回実施することになり、
今回が初めて夏の開催となり
ました。
受講者からは「自分の技術
レベルがよく判った。学んだ
ことを生かして安全運転を心
がけたい」等のコメントがあ
りました。

2019二輪車安全運転全国大会が、８月３日・４日の
両日、三重県鈴鹿サーキットに各都道府県の代表選手
122名が参加して開催されました。
岡山県からは、光吉
政一選手、山崎知代選
手、窪田豊選手が出場
し、山崎選手は、女性
クラスで見事準優勝に
輝きました。
ご支援ご協力をいた
だいた関係者の皆様方
に感謝いたします。

グッドライダーミーティングの開催飲んだら乗らない。
乗るなら飲まない。

二輪車安全運転全国大会2019 第54回交通安全子供自転車全国大会

令和元年交通安全功労者・優良運転者等表彰式
30団体、30校、4事業所、445名を表彰

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、９月25日（水）メルパルク岡山において、
令和元年の交通安全功労者・優良運転者等表彰式を行いま
した。
栄えある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のための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。（敬称略）

１　岡山県警察本部長・岡山県交通安全協会長連名表彰
⑴　交通安全功労者		 	大島　興蔵　以下77名
⑵　優良団体		 	平井学区連合町内会　以下29団体
⑶　優良学校交通自治会		 	岡山市立三勲小学校　以下29校
⑷　優良運転者
①　業務15年以上		 	佐々木隆之　以下18名
②　業務10年以上		 	松尾　利二　以下15名
③　業務５年以上		 	内田　良三　以下22名
④　一般20年以上		 	富松　勇喬　以下51名
⑤　一般10年以上			 	辻　　久子　以下24名

２　岡山県交通安全協会長表彰
交通功労警察官　交通部門　管崎　淳一（玉野署）

　　　〃　　　　　 〃　 　下村　　馨（倉敷署）

　　　〃　　　　地域部門　木多　健二（岡山西署）

　　　〃　　　　　 〃　 　塩田　秀明（児島署）

３　中国四国管区警察局長・中国五県交通安全協会長連名表彰
⑴　交通安全功労者		 	那須　宗敏　以下16名
⑵　優良安全運転管理者		 	槇原　彰男　以下５名
⑶　	優良事業所		 	岡山県トラック交通共済協同組合

　以下４事業所
⑷　優良学校交通自治会		 	倉敷市立琴浦東小学校	
⑸　優良団体		 	美作交通安全協会作東支部
⑹　優良運転者		 	東森　正樹　以下33名

４　全日本交通安全協会長表彰　交通栄誉章「緑十字銅章」
⑴　交通安全功労者		 	花岡栄太郎　以下49名
⑵　優良安全運転管理者		 	正木　幸一　以下22名
⑶　優良運転者		 	大藪　　了　以下108名

５　中国五県交通安全協会長表彰
交通功労警察官		 	松本　拓己（美作署）

飲酒運転は
ダメ！！

携帯電話使用等
交通の危険を
生じた場合

反則金・点数

１年 以下の懲役
または

30万円 以下の罰金

非反則行為（刑事罰適用）

６点

改正後

携帯電話使用等
保　持

反則金・点数

改正後

６月 以下の懲役
または

10万円 以下の罰金

● 普通車　１万８千円
● 大型車　２万５千円

３点

３月 以下の懲役
または

５万円 以下の罰金

普通車　　　９千円
大型車　１万２千円
点　数　２点

改正前

改正前

５万円 以下の罰金

普通車　６千円
大型車　７千円
点　数　１点

「ながらスマホ」等の罰則を強化
【 2019年12月１日施行 】


