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晴れの国「ゆずる・とまる・まもる」で日本一

防ごう夏の交通事故
１ 「ゆずる・とまる・まもる」で

交通マナーアップ
運転の際は、横断者・他車に進路
を「ゆずる」横断歩道・信号、一時
停止場所等で「とまる」速度・合図
等を、交通弱者を「まもる」の３つ
を心がけましょう。

４

夜の外出は控えて、どうしてもの時は反射材の着用を！
夜間の不要不急の外出は控えま
しょう。どうしても出かけなければ
いけないときは、夜光タスキ等の
反射材やLEDライトを身に着けて、
自分の存在を車にアピールしましょ
う。ドライバーも、危険を早期に発
見できるよう、ライトを早めに点灯し、原則上向きライ
トでこまめな切り替えを行いましょう。

５

飲酒運転は
許さない！飲酒運転
ダメ！
！
飲酒運転に、お酒の量や運転
する距離は関係ありません。
たとえすぐ近所でも、絶対に
車を運転してはいけません。
重大事故につながる危険性が極めて高い飲酒運転は、
決して許されません。周りの人も注意して、みんなの力
で飲酒運転をなくしましょう。

お先に
どうぞ！

２

 席シートベルト等を着用して！
全
シートベルトは、万一の際のあな
たや家族を守る命綱です。車に乗っ
たら、必ず全ての座席でシートベル
トを着用し、６歳未満のお子さんを
同乗させる際には、必ずチャイルド
シートを使用しましょう。

３

 供の事故に気をつけて！
子
外出の自粛が呼びかけられていますが、公園など広い
空間での遊びが必要な時もあります。ご家庭では、子供
さんが出かける前に、感染防止対策とともに「車に気を
つ け て 」 と 一 声 か け て く だ さ い。
交通事故に
また、車を運転する時は、子供た
気をつけてね
ちの動きに十分注意し、思いやり
のある運転と早めのブレーキを心
がけましょう。

６

安全運転、それは自転車も同じ！
自転車も重大な事故を招くこと
があります。信号や一時停止など、
交通ルールを守って、自動車、歩行者
に注意して安全運転をしましょう。
万一の事故に備えて、保険加入を
お勧めします。

自転車は
免許がなくても
立派なドライバー！
！
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道路交通法の一部を改正する法律について
「あおり運転」の罰則ができました

あおり運転を
「妨害運転」と規定し、処罰されることになりました。
◆ 「妨害運転」
とは
通行妨害目的で、一定の違反行為をして、交通の危険を生じさせるおそれのある場合
◆

一定の違反行為の具体例
・急ブレーキ
・車間距離不保持
・割り込み
・危険な追越し
・パッシング
・不必要なクラクション
・幅寄せや蛇行運転 ・最低速度未満での走行 ・違法な駐車
・対向車線からの接近
○ 罰則 … ３年以下の懲役または50万円以下の罰金

◆

一定の違反行為を犯し、高速道路等で他の車両を停車させた場合や、
その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
○ 罰則 … ５年以下の懲役または100万円以下の罰金

◆

行政処分の強化 … 取消処分の対象に追加

新型コロナ対策で自転車通勤にチェンジ！！

自転車も
車両です！

～ 交通ルールを守って安全に！保険に加入しましょう～

新型コロナ対策の一環で、政府は自転車通勤を推奨しています。
自転車は便利でエコな乗り物ですが、岡山県内では昨年中に自転車が関係する交通事故で12人の尊い命が失われま
した。ルールを守って交通事故に遭わないことは、自分を守るだけでなく余裕ある医療体制を維持し医療崩壊を防ぐ
意味でも大変重要です。
岡山県では、右記のとおり「岡山県自転車安全利用５則」を定めています。
乗車前には、ブレーキのきき具合やライトの点灯状況、反射材
が付いていることなどを確認してください。
《 岡山県自転車安全利用５則 》
最近は、自転車が加害者になり、高額な損害賠償請求を受ける
１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
ケースもしばしばあるようです。万一に備え、賠償責任保険や
２ 車道は左側を通行
傷害保険に加入しましょう。
３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

万一に備え、
サイクル安心保険に加入しましょう
全日本交通安全協会では、自転車が加害者と
なる交通事故の増加、事故に関わる高額賠償判
例などが相次いでいることなどから、自転車会
員制度を設け、同会員向け保険の募集を始めて
います。
全日本交通安全協会 自転車会員

４

安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
・運転中の携帯電話、傘さし運転の禁止
５ 子供はヘルメットを着用

大人もヘルメットを着用しましょう。

こまめな手洗いと手指の消毒、うがいで感染予防しましょう！
危ないよ

イヤホン スマホで

上の空
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「交通移動教室みどり号」の活動
（一財)岡山県交通安全協会では、昭和39年から
「交通移動教室みど
り号」を運用し、子どもたちの年齢、通行形態や、地域の道路、交通状況
に即応した参加・体験・実践型の交通安全教室を開催しています。
この教室では、幼児には「交通ルール・交通マナーを守ることの大切
さや安全な道路の通行方法」など基本的なものを、小学生には、
「歩行
者や自転車利用者として必要な通行や利用方法とその法的知識」を、
中学生には
「自転車を利用して安全に道路を通行する方法とその法的
知識」
をそれぞれ中心に教えています。
幼児・保育園・小中学校から要請があれば、みどり号に模擬信号機、横断歩道マット、自転車等の教育資材を積み込み、
指導員を派遣しており、令和元年度中は62回開催し受講者は6,932人でした。
交通ルールの厳守やマナー向上等の指導・教育は、人格、行動習慣等の形成期に当たる子どものうちから行うことが効
果的ですし、自転車の関係する人身交通事故は多様化する傾向にありますので、この防止を図る趣旨からも「みどり号」を
積極的に活用してください。なお問い合わせやお申し込みは下記にお願いします。
（一財）
岡山県交通安全協会

知っていますか？このマーク

TEL：086-724-9700

TSマークは安全・安心の印！
◆

整備され、保険の付いた自転車に乗ろう！！
自転車も車両です。交通事故を起こせば、運転者本人
の死傷はもとより加害者ともなり得ます。
自転車で人をはねて死亡させた場合など、高額な損害
賠償金が科せられる判決が出ています。
TSマークには賠償責任保険と傷害保険がセットされ
た付帯保険が１年間ついており万一
の備えになります。
自転車安全整備店で整備を受け
る とTSマ ー ク が
貼付されます。
お近くの自転車
安全整備店でご相
談ください。

赤色TSマーク付帯保険の補償内容と支払い対象
傷害補償
補償内容

このマークは、横断歩道又は自転車横断帯が前方にある
ことを示すものです。
この表示は、交通信号機が設置されていない横断歩道等
の手前30メートルのところと、さらに手前10メートルから
20メートルの位置の２カ所に設置されています。
自動車等を運転して通行中このマークがあったら前方に
横断歩道等があります。
そして横断歩道等を横断している、また、横断しようとし
ている歩行者や自転車利用者がいる場合は、横断歩道等の
手前で一時停止してください。
また、車を降りて歩行者になったとき、横断歩道を渡ろう
として車が止まってくれたら「笑顔」で、軽く会釈したり
手をあげたりすることをおすすめします。
こんな時だからこそ、お互いが温かい気持ちになれる
ような行動が大切です。

安全事務局

賠償責任補償

被害者見舞金

⃝入院加療 15 日以上
⃝死亡
⃝死亡
⃝重度後遺障害
⃝重度後遺傷害
の傷害
（１〜４級）
（１〜７級）
一律 100 万円
一律 10 万円
限度額 1 億円
⃝入 院 加 療 15 日 以
上の傷害
一律 10 万円

７月は “ 社会を明るくする運動 ” 強調月間・再犯防止啓発月間です。
岡山県交通安全協会は第70回 “ 社会を明るくする運動 ” に参加しています。

あおるより

ゆずるあなたが

かっこいい

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。

交通安全街頭活動（ 岡山中央 ）

高齢者交通安全教室（ 岡山東 ）

高齢者交通安全教室（ 岡山西 ）

交通安全啓発活動（ 岡山南 ）

交通安全広報活動（瀬戸内 ）

高齢者交通安全教室（ 倉敷 ）

交通安全啓発活動（ 児島 ）

自転車安全運転教室（ 笠岡）

交通安全啓発活動（高梁）

交通安全広報活動（ 津山 ）

交通安全広報活動（ 真庭）

子供交通安全教室（ 美咲 ）

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、

などが受けられます。

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！

交通安全協会の自動車学校
⃝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
会員特典

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

運転免許は命を守るライセンス

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。

生徒
募集中！
！

ハガキがきたらまず電話！

高齢者講習予約受付中
発行所：
（一財）岡山県交通安全協会
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