交通ルールを守って
つながる笑顔
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一般財団法人

鳥取県交通安全協会

鳥取県交通安全活動推進センター
鳥取 市 東 町1丁目271
電話（0857）24-2110 番

平成 年度

交通安全ポスター

交通安全協会は地域の交通事故防止に大きな貢献をしています
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最優秀作品 ︿小学生の部﹀

入江 優衣
さん

︵倉吉市立河北小学校︶

の 全国交通安全運動

（土）
〜5月20日
（月）
2019年5月11日

運動の

重点

■
■
■
■

子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
自転車の安全利用の推進
全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
飲酒運転の根絶

●５月15日（水） 交通安全にみんなで参加する日及び交通マナーアップ強化日
●５月20日(月) 交通事故死ゼロを目指す日

平成30年中の交通事故について
平成30年中の鳥取県下の交通事故は、件数及び負傷者数は平成
17年から14年連続で減少し、死者数は前年と比べて6人減少の20
人でした。
また、死者全体に占める高齢者の割合や、全事故に占める高齢者
が第1当事者となる割合は、依然として高い水準にあるほか、飲酒運
転に絡む交通事故も後を絶たない状況となっており、総合的な交通
事故防止対策を着実に進めていくことが重要となっています。

鳥取県交通安全スローガン

つくろうよ 事故なし 笑顔の鳥取県
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全国表彰

17

交通安全功労者等の

平成 年1月 日︵木︶東京都文京シビックホール
大ホールで︑秋篠宮同妃両殿下がご臨席の下︑第
回交通安全国民運動中央大会が開催されました︒
大 会 で は︑
警察庁長官と
一般 財 団 法 人
全日本交通安
全 協 会 長 が︑
連名で交通安
全功労者等を
表彰する緑十
字 金 章・銀 章
等の贈 呈 式が
行われました︒
栄えある全
国表彰を受け
られた鳥 取 県
内の受賞者及
び受賞団体は︑
次の 方 々です︒
長 年のご努
力に対し敬 意
を 表 し︑心 か
らお慶びを 申
し上げます︒

交通安全功労者・団体表彰

■交通栄誉章﹁緑十字金章﹂交通安全功労者
漆原 健治
■交通栄誉章﹁緑十字銀章﹂交通安全功労者
内田 信義
岡本 考喜
■交通栄誉章﹁緑十字銀章﹂優良安全運転管理者
小谷
敏
■交通栄誉章﹁緑十字銀章﹂優良運転者
西田登喜男
■交通安全優良団体
倉吉地区協会大鴨支部
■交通安全優良事業所
日本交通 株( 倉) 吉営業所
米子地区協会春日支部

■優良交通安全協会

倉吉地区安全運転運行管理者協議会

■優良安全運転管理者協議会

31

59

ご入園、ご入学おめでとうございます。
保護者、地域の皆さんへ
〜次のことに特に注意して、子ども達への交通安全指導をお願いします〜

❶通学路を一緒に歩いてみましょう

私たち、
１年生
ピ
ピカ カの
も
交通ルール
！
！
勉強中です

保護者の皆さんは、子どもの目線に立ち、一緒に通学路を歩いてみてください。
危険な場所、横断の仕方等を一緒に確認しお子さんだけでも、安全に通学できるようにしましょう。

❷道路には絶対に飛び出さない!!

子どもの歩行中の事故で特に多いのが、「急な飛び出し」です。「飛び出し」は命の危険につながる大きな事故
になることを繰り返し指導してください。
合言葉は「とびださない いったんとまって みぎひだり」です。そして、運転者の皆さんは住宅街では、
「子どもが飛び出すかもしれない」を意識し、安全運転をお願いします。

❸自転車とヘルメットは必ずセットです

自転車事故にあったとき、まず頭を守ることが命を守ることにつながります。
保護者は、13歳未満の子どもが自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせる義務があります。

❹横断の仕方を確認しましょう

道路を渡るときは、必ず一度止まります。
右、左をよく見て、近くに信号や横断歩道がある時はそこまで行って渡ります。

新小学１年生に「まもるピョンの自転車の
交通安全下敷き」をお配りしています
当協会では、毎年、県内の新入学児童に対して交通安全の大切さを理解して
もらうため、交通安全啓発グッズを贈呈しています。
今年は、当協会マスコットキャラクター「まもるピョンの自転車の交通安全下敷
贈呈式の様子
き」
を贈呈します。
（平成30年3月28日倉吉市立上北条小学校校長室にて）

2019年度
各期の交通安全運動
スケジュール

今年度贈呈のまもるピョン下敷き

●春の全国交通安全運動
5月11日(土)〜 5月20日(月)
●夏の交通安全県民運動
7月11日(木)〜 7月20日(土)
●秋の全国交通安全運動
9月21日(土)〜 9月30日(月)
●年末の交通安全県民運動 12月12日(木)〜12月21日(土)

全国スローガン最優秀作品（運転者部門）

チャイルドシート ちいさなVIPの 指定席
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！
大人気！

二輪車安全運転鳥取県大会

グッドライダーミーティング

参加者募集

参加者募集
開催日

■開催日／2019年６月9日(日）
■会 場／鳥取県自動車運転免許試験場
（東伯郡湯梨浜町上浅津２１６番地）
■参加料等／無料（昼食付き），参加賞があります。
クラス別

女性クラス(125ｃｃ)
大型二輪クラス(400ｃｃ超)

高校生等（２０才未満）クラス（50ｃｃ）
普通二輪クラス（400ｃｃ以下）

事務局

9月7日
(土)

運転経験の浅い方や久しぶりにバ
イクに乗られる方、女性が主に対象

30名

〈お申込み・お問い合わせ〉

（一財）鳥取県交通安全協会
鳥取県二輪車普及安全協会

TEL：０８５７-２４-２１１０ FAX：０８５７-２４-２１７０
メール：info@tottori-ankyo.jp

TEL
TEL

0857-24-2110
082-209-2386

グッドライダーミーティング鳥取

交通安全作文

交通安全

倉吉市立河北中学校 1年

私は、交通事故の怖さを改めて実感した事があります。小学生
の頃に起こりました。
信号が青に変わって、横断歩道を渡った時にバイクが突込ん
できて、私はふっ飛ばされました。やばいと思った時には、もう突
込んできていて心臓が止まるかと思いました。幸い軽い傷で済ん
だので良かったですが、もし命に関わる事態になったらと思うと、
恐ろしくなります。まさか、自分がなるとは思ってもいませんでした。
絶対自分は事故なんかに遭わないと思っていました。皆さんもそ
うだと思います。でも、事故に遭ってからでは遅いと思います。な
ので、もう事故には遭わないように、事故件数が少なくなるように
私達が気をつけていきたいと思います。
この作文で私が考えたいのは、信号無視をする人を無くす事
です。私が体験した事故はバイクに乗っていた人による信号無視
が原因です。自分が注意して通っていても相手が信号無視してい
たら注意していても避けられる事ができません。なので、大人の
方にも十分に注意してもらいたいなと思いました。しかし、私達に
もまだ何かできる事があると思います。例えば、自転車に乗る時
事故が起きても頭を守るために、ヘルメットを着用する事ができ
ます。他にも、反射板を自転車や持ち物に取り付けて、夜でも自
転車の存在を知らせたりできます。道に広がったり、危険な乗り
方をしないのも事故を防ぐ一つの方法だと思います。最近、自転
車の事故も増えています。自転車も車と同じです。もしかしたら、

応
募
条
件

内容 用紙 テーマ 用紙
ポスターの部
作文の部

応募資格 小中学校の児童、生徒

40名

※二輪ユーザーで各自の車両を持ち込める方

〒680-0011 鳥取県鳥取市東町１丁目２７１番地 鳥取県庁第二庁舎７階

2019年度

運転経験の浅い方で運転にあまり
自信のない方から上級者まで

間／受付9：00開始
場／鳥取県自動車運転免許試験場
（東伯郡湯梨浜町上浅津216番地）
■参加料／1,000円（昼食代及び保険代に充当します）
※グッドライダー・防犯登録加入者は500円割引

参加ご希望の方は鳥取県交通安全協会にお問い合わせください。

平成30年度

4月21日
(日)

■時
■会

各クラスの個人優勝者は、鈴鹿サーキット(三重県)で8月に行
われる全国大会に、鳥取県代表として出場していただきます。

（一財）鳥取県交通安全協会

体験型実技講習会

検索

作品
最 優秀
の
生 部〉
〈中学

滝澤

紗英

私達が加害者になってしまうかもしれません。そうしたら、被害者
の心にも体にも傷が残ってしまうかもしれません。加害者も良い
気にはなれません。そんな事になりたくないので、正しく自転車に
乗りたいと思いました。私は、自転車通学で毎日乗る物なので安
全に乗りたいと思いました。
私が自転車に乗っている時の普段行っている交通安全は、三
つあります。
一つ目は、ヘルメット着用です。少し乗るだけでも付けています。
アゴひもや後頭部ダイヤルも細めに調整しています。
二つ目は、横断歩道で注意しています。必ず赤信号では止まり
ます。青でも左右を見て慎重に渡ります。事故に遭ってからは、用
心しています。時々、赤なのに渡る人がいるので危ないし、怖いで
す。
三つ目は、一列運転です。友達と移動する時も道に広がらない
で、一列で行くようにしています。
でも私は、まだ悪い乗り方をしています。それはスピードです。
私はまだ、スピードを出して走っています。とても危ないので今度
からは、気をつけて安全に走りたいと思います。
私は、交通事故に遭った事があります。この経験を今度からは、
生かして安全に暮らしていきたいと思いました。事故に遭ってか
らでは遅いです。車や自転車、バイクに乗る時は常に気をつけて
乗ってもらいたいです。

交通安全ポスター・交通安全作文募集

交通安全ポスターとして広報価値のあるもの、
ポスター
として目立つような文字の色使いに配慮してください。
画用紙４つ切りとし、に裏面に学校名・学年・氏名を記
入してください。
私が普段行っている交通安全、大人にしてほしい交通安
全、私が体験した交通安全など、交通安全を主題とする
感想文、論文。

４００字詰め原稿用紙を使用。小学生2〜3枚程度、中学
生4〜5枚程度。

応 募 先 各学校で取りまとめ後、各地区交通安全協会（各警察署
締

内にあります）
に直接または郵送等で送付してください。

切 2019年9月6日(金)

■最優秀賞『鳥取県交通安全協会長賞』…各部１名
（賞状と5,000円相当の図書カード）
■特別賞
『鳥取県警察交通部長賞』…各部１名
賞
（賞状と3,000円相当の図書カード）
（予定）
■優秀賞…各部2名
（賞状と3,000円相当の図書カード）
■佳 作…各部若干名
応募者全員に
（賞状と2,500円相当の図書カード）

●応募作品は返戻しません。
■その他 ●入賞作品は当協会ホームページ等に氏名とともに登載します。
●ポスターの最優秀作品は次年度の交通安全ポスターの図柄として採用します。 ●自作未発表のものに限ります。

全国スローガン最優秀作品（歩行者・自転車部門）

危険だよ スマホに夢中の そこの君

参加賞 を
贈ります
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各地区交通安全協会
鳥取

活動報告

交通安全情報＆
活動発信中！
！

フォーローしてくださいね

郡家

智頭
交通安全ピカピカ作戦
☆光って安全反射材☆着用お願いします☆

八東小学校・交通安全子供自転車全国
大会６位入賞!!

浜村

倉吉

琴浦
大山

飲酒運転追放・撲滅運動実施「ＳＴＯＰ！飲酒 自転車シミュレーター体験講習
運転」の卓上カレンダーをお客様に配布依頼

米子

なし奉行と交通安全教室

境港

日野川

夏の交通安全県民運動米子市推進式広 さかいみなとセーフティドライブコンテ
報パレード
スト表彰式

自転車保険加入していますか？
点検・整備するだけで加入できる自転車向け保険
赤色 TS マークを貼った自転車なら、安心安全の保険
が付いています。
●TSマークとは

TSマークは、
「自転 車安 全 運 転 整 備店」で
点検・整 備を受けると貼付され、自転車保
険が付帯されます。
保険対象は貼付された自転車なので、どな
たが乗車されても適用されます。

●有効期間

TSマーク
（赤色マーク）

→

詳しくはこちら

ＴＳマークに記載されている点検整備の日
から１年間です。年１回は点検整備を受けて
ＴＳマークを更新してください。

赤色ＴＳマーク付帯保険の補償内容
入院15日以上

被害者見舞金

入院15日以上

一律 10万円

飲酒運転は危険です…お酒勧めないでね

交通安全協会へのご加入を
お願いします。

お支払いただいた会費は、お住まいの地域の交通安全活動に役立てます。

入会方法

免許更新( 取得)時に3年免許の方は、次回更新までの３年分をま
とめて1,500円、５年免許の方は次回更新までの５年分をまとめて
2,500円の会費のお支払いをお願いします。お近くの警察署内の
交通安全協会でも随時受け付けています。

このような活動に活かされています

●各期の交通安全運動、
飲酒運転根絶運動の推進等交通安全活動
●交通安全教室・講習会の開催等交通安全教育活動
●新入学児童に交通安全グッズを贈呈、反射材の配布や実践指
導等子どもとお年寄りの保護活動

一律 10万円

傷 害 補 償 死亡・重度後遺障害
一律100万円
(１〜４級 )
賠償責任補償 死亡・重度後遺障害 限度額 １億円
(１〜４級 )

(公財)日本交通管理技術協会

渡りジョーズくんで講習をしました。
かき餅を配り、交通安全を呼びかけました。

会員さま
への

特典

●県内約170の交通安全協賛店での各種特典、割引
●交通安全協会ご加入時に免許証ケース等グッズの贈呈
●チャイルドシートの短期無料貸出

（お住まいの地区の交通安全協会で貸し出しています）

●交通安全DVD等無料貸出

ご協力よろしくお願いします
全国スローガン最優秀作品（子ども部門）

とび出さない いったんとまって みぎひだり

