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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２年度の最優秀作品は現
時点で次の２点です。美作ブロックは新型コロナウイルス感染予防対策のため審査等が遅れており、決定次第ご紹介します。
歩行中や自転車運転中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。
また自転車の場合は交通ルール違反になります。自分自身と周囲の人の安全のため「ながらスマホ」はやめましょう。

運転者等へ呼びかけるもの
⃝ゆとりある　心と車間の　
　ディスタンス
歩行者・自転車利用者へ
呼びかけるもの
⃝ママなんで？　赤は止まると　
　習ったよ
中学生以下へ交通安全を
呼びかけるもの
⃝自転車に　乗るならきみも　
　運転手

令和３年使用
交通安全年間スローガン
内閣総理大臣賞受賞作品

令和３年冬季（２月〜３月）号Okayama Traffic Safety News

令和２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

基本スローガン：安全は 一人一人の 思いやり
運転者に対するもの
⃝ゆとりある　心と車間の　ディスタンス
⃝スピードは　視野も心も　狭くする
歩行者・自転車利用者に対するもの
⃝ママなんで？　赤は止まると　習ったよ
⃝イヤホンを　外して聴いて　町の音
こどもに対するもの
⃝手をあげて　じぶんでまもろう
　いのちのあいず
⃝自転車に　乗るならきみも　運転手

令和２年 岡山県交通安全年間スローガン令和３年 岡山県交通安全年間スローガン



ゆとりある　心と車間の　ディスタンス

Okayama Traffic Safety News

晴れの国「ゆずる・とまる・まもる」で日本一

横断歩道は「歩行者優先！！」 冬の道路は危険がいっぱい！
❶　車は、横断歩道（自転車横断帯）に接近する場合に
は横断しようとする歩行者（自転車）が明らかにいな
い場合を除いて、その直前で停止できるような速度で
進行しないといけません。

❷　歩行者（自転車）が横断歩道（自転車横断帯）を横
断していたり、これから横断しようとしている場合は、
横断歩道（自転車横断帯）の手前で一時停止しないと
いけません。
　また、歩行者（自転車）の通行を妨害してはいけま
せん。

❸　歩行者は道路
を横断するとき、
近くに横断歩道
があれば横断歩
道で横断しない
といけません。

⃝ 　雪道や凍結しやすい場所では「急ハンドル」「急ブレーキ」は禁物
　橋の上、日陰部分は凍結している恐れがあります。
　また交差点とその付近、カーブ、下り坂が凍結して
いれば大変危険です。あらかじめ安全な速度に調節し、
常に危険を予測しながら運転しましょう。

⃝ 　雪道の車間距離はいつもの２～３倍
　雪道を走行するときは、いつもより長めの車間距離
を保持しましょう。

⃝ 　事前の装備・点検を確実に
　冬用タイヤを装着していても
安心できません。タイヤチェー
ンやスコップなどの携行、バッ
テリーの点検など確実に行い、
燃料は満タンにして出発しましょう。

⃝ 　出発前に目的地までの道路情報や気象情報を必ず確認
　　日本道路交通情報センター
　　TEL：050-3369-6666（短縮ダイヤル＃8011）

令和２年中の交通事故発生状況
●　令和２年中の県下の交通事故（暫定数）

●　交通事故の発生状況
人身事故件数は4,288件（前年比－402件）で18年連続

の減少、負傷者数は4,840人（前年比－475人）で15年連
続の減少となり、死者数も62人で(前年比－13人）統計の
残っている昭和23年以降の73年間で２番目に少なく、昭
和25年以降の71年間で最少になりました。

●　死亡事故の状況
死者の６割以上が高齢者でした。
月別では、９月が最も多く10人（10月9.4人）、時間別

では、10～12時と16～18時がそれぞれ11人（18～20時
11.2人）、昼夜別では、昼間が34人(夜間43.4人)で昨年と
も過去５年平均ともかなり異なる傾向でした。
� 【※（　）内は過去５年平均】
原因別では「操作不適」が16人で３割弱を占め、次に「前

方不注意」が14人で２割強を占めました。
状態別では、四輪車乗車中が25人で約４割、次に歩行

中が16人で３割弱を占めました。
四輪乗車中の死者の４割強がシートベルト非着用でし

たが、着用していればほとんどの人が助かったと考えら
れます。

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

令和２年 46,272 4,288 62 507 4,333 4,840 41,984

令和元年 54,111 4,690 75 517 4,798 5,315 49,421

増 減 数 -7,839 -402 -13 -10 -465 -475 -7,437

●　高齢者が関係した交通事故の状況
高齢者の死者は40人、全体の64.5％で、昭和63年以降
最も高い構成率になりました。
原因別では操作不適が９人で２割強を占め、他の世代
と比較して高い傾向にありました。
形態別では車両単独事故が16人で、そのうち13人は路
外への転落等で亡くなりました。
次に高齢者が第一当事者となった人身事故をみると追
突の比率が他の世代より少ないものの出合頭・右左折時
の衝突の比率が他の世代と比較して多い傾向でした。
高齢者が第一当事者となった死亡事故が31件で約半数
を占めそのうち26件で高齢者自身が亡くなりました。

●　自転車が関係した交通事故の状況
人身事故件数は923件（前年比＋
73件）でやや増加しました。
自転車乗車中の死者は13人（前年
比＋１人）で、すべて高齢者でした。
時間別では、８～10時、16～18
時の間がそれぞれ約２割を占めま
した。
原因別では、一時不停止が約３
割、次に安全不確認が約２割を占め
ました。
形態別では出合頭衝突が約６割を占めました。



一般財団法人全日本交通安全協会

自転車に　乗るならきみも　運転手
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グッドライダー
ミーティングの開催

サイクル安心保険
保障内容を強化！！

交通安全協会員の皆さんへ

１�　申請期限 … 令和３年４月末日まで
２�　申請要件 … 岡山県内に居住
し、原則として当協会の会員の
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。

優良運転者表彰の申請受付が
今年も始まりました！ 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。

チャイルドシートの無料貸出し

⃝ 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。

昨年10月４日、11月
５日の２回グッドライ
ダーミーティングを開催
しました。本来５月24
日を皮切りに３回開催す
る予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大に
伴い、緊急事態宣言が発
令されるなど、大勢のラ
イダーが集合することが困難な状況が続いたため５月
24日は中止、残り２回は、定員を20名に制限し、感染
対策を万全にして開催にこぎつけました。
10月４日が19名、11月５日は14名のライダーが参加

し、指導員、交通機動隊白バイ隊員の指導を受け、法規
走行をはじめ八の字、一本橋、スラローム、波状路等の
課題走行に取り組み安全走行技術を学びました。

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会員向け保険を募集していました
が、本年１月１日から保障を強化しました。

◆　サイクル安心保険（保険期間１年）の
加入プラン例

●　プランＡ（賠償のみプラン）
・　�賠償責任補償　補償額１億円（家族全員補償）
・　�年間掛金 1,670円～（会員年会費等を含む）

●　�プランＤ（日常生活に起因した賠償をプラス�…�新設）
・�　賠償責任補償　補償額
３億円（家族全員補償）
・�　年間掛金 2,030円～
　　（会員年会費等を含む）

◆�　申込みは、全日本交通安全協会の
　ホームページをご覧ください。



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！

交通安全啓発活動（岡山中央） 交通安全啓発活動（児島）交通安全街頭活動（岡山南）交通安全街頭活動（岡山西）

高齢者交通安全教室（新見） 交通安全啓発活動（美咲）高齢者交通安全教室（美作）交通安全啓発活動（津山）

交通安全街頭活動（倉敷） 交通安全広報活動（井原）二輪車交通安全教室（笠岡）交通安全街頭活動（玉島）

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！！


