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目指せ日本一　交通マナーアップ！
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令和２年冬季（２月〜３月）号Okayama Traffic Safety News

岡山県警察と岡山県交通安全協会では「ゆずる・とまる・まもる」マナーアップで交通事故防止！！をスローガンに、環太
平洋大学女子柔道部のご協力により、ポスターとチラシを作成しました。昨年12月から「ながら運転」の厳罰も強化されて
います。「ＳＴＯＰ！ながら運転」「ＳＴＯＰ！あおり運転」「ＳＴＯＰ！横断歩道」、みなさんで交通マナー日本一を目指し
ましょう。

基本スローガン：安全は 一人一人の 思いやり

⃝ しっかりと　止まってかくにん　横だん歩道
⃝ いっちゃだめ きいろはすぐに あかしんごう

こどもに対するもの

⃝ スマホより　横断歩道の　僕を見て
⃝ あおるより　ゆずるあなたが　かっこいい

運転者に対するもの

⃝ 危ないよ　イヤホン スマホで　うわの空
⃝ 子も親も　自転車乗るとき　ヘルメット

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
⃝ スマホより　横断歩道の　僕を見て
歩行者・自転車利用者へ呼びかけるもの
⃝ 夕暮れの　一番星は　反射材
中学生以下へ交通安全を呼びかけるもの
⃝ しっかりと　止まってかくにん
　 横だん歩道

令和２年
交通安全年間スローガン
内閣総理大臣賞受賞作品

STOP！ながら運転 STOP！あおり運転 STOP！横断歩道

目指せ日本一　交通マナーアップ！

令和２年 岡山県交通安全年間スローガン令和２年 岡山県交通安全年間スローガン



スマホより　横断歩道の　僕を見て

Okayama Traffic Safety News

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
22日、文京シビックホール（東京都文京区）で開催された「第60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

◆　団体表彰
⃝　優良団体
　・児島交通警察協助員会

⃝　優良事業所
　・株式会社中電工津山営業所
　・福滝建設株式会社

⃝　優良学校
　・岡山市立伊島小学校

⃝　優良交通安全協会
　・瀬戸内交通安全協会

⃝　優良安全運転管理者協議会
　・津山安全運転管理者協議会

緑十字金章

緑十字銀章

◆　個人表彰
⃝　緑十字金章

・功労者   吉澤　信也（里庄町）
・運転者   三宅　　紀（倉敷市）

⃝　緑十字銀章
・功労者   猪原　君子（岡山市）

　〃　   赤木　充夫（総社市）
　〃　   藤野　重実（真庭市）
　〃　   赤木　鴻太（美咲町）

・安全運転管理者   藤原　　肇（倉敷市）
・運転者   熊澤　克已（岡山市）

　〃　   橋根　光則（岡山市）
　〃　   山下　忠孝（岡山市）
　〃　   原田　保彦（玉野市）
　〃　   村岡　孝一（真庭市）

令和元年中の交通事故発生状況
●　令和元年中の県下の交通事故統計

令和元年中の県下の人身事故件数
は4,690件（前年比－1,212件）、負傷
者数は5,315人（前年比－1,558人）
と大幅に減少となりましたが、死者
数は２年振りに増加しました。

●　交通事故死者数が増加

区 分 総事故
件 数

人身事
故件数

死 亡 事 故
負 傷
者 数

物 損
事 故件 数 人 数 う ち

高齢者

令和元年 54,111 4,690 73 75 34 5,315 49,421

平 成30年 57,589 5,902 67 68 38 6,873 51,687

増 減 数 -3,478 -1,212 6 7 -4 -1,558 -2,266

●　高齢死者が減少・高齢ドライバー事故の増加
高齢死者は34人（前年比－４人）で、交通事故統計上

の高齢者の定義が65歳以上となった昭和63年以降で死者
数が最少となっていますが、高齢ドライバーが関係する
人身事故の割合は、３年連続増加しています。

●　歩行中の死者が増加
歩行中死者は29人（前年比+７人）、うち夜間・明け方

の被害は22人（前年比+９人）で、そのうち夜光反射材の
非着用者が20人（構成率90.9％）でした。29人中、高齢
者が15人で半数以上を占めています。

●　交差点及びその付近での死亡事故が増加
交差点及びその付近での死亡事故が30件（前年比+８

件）発生し、うち道路横断中の事故が11件（前年比+３件）
と増加しています。

●　交通安全対策の推進
第10次岡山県交通安全計画では、「平成32年（令和２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岡
山県の風土として確実に根付かせるため、「安全は 一人
一人の 思いやり」で県民総ぐるみの交通安全対策を推進
しましょう。



倉敷中央高校　鍵野 友希 さん 矢掛高校　佐藤 麻衣子 さん 勝山高校蒜山校地　片山 恵里奈 さん

令和元年度 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

危ないよ　イヤホン スマホで　うわの空
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交通安全協会員の皆さんへ

交通安全協会では、会員の皆様に、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（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、原則
として当協会の会員である方で、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 … 令和２年４月末日まで

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、令和元年度の最優秀作品は次の３点です。

令和元年度 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

一般社団法人日本損害保険協会から、全日本交通安全協会を通し、当協会に自転
車シミュレータ１台が寄贈され、令和元年12月20日に贈呈式が執り行われました。
当日は、同損保協会中国支部岡山損保会の若狭真裕会長から、「自転車事故防止や
交通安全指導に活用してください。」と、当協会富田専務理事に目録が手渡され
ました。

自転車シミュレータは、モニター画面を見ながら道路や交差点形状、車や歩行者
の動きに合わせて一時停止や危険を予測したり、走行中に交通法規のクイズに答え
たりしながら、自転車の交通ルールとマナーを楽しく学べる資機材です。

今後は、児童や生徒、高齢者を中心に、自転車教室等で有効に活用する予定です。

損保協会より自転車シミュレータ寄贈



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） 高齢者交通安全教室（岡山南）自転車街頭指導（岡山西）交通安全街頭活動（岡山東）

街頭活動出発式（玉島） 高齢者交通安全教室（美咲）高齢者交通安全教室（井原）二輪車安全運転教室（笠岡）

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

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。

会
員
特
典

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！！

交通安全協会に
ご理解とご協力を！！


