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交通安全協会は地域の交通事故防止活動に大きな貢献をしています
令和 年度 交通安全ポスター

前田 夏帆さん︵日南町立日南小学校︶

小学校の部 最優秀作品
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令和3年 4月6日
（火）〜4月15日
（木）
運動の
重点

１
２
３
４

子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
自転車の安全利用の推進
（特に乗車時のヘルメット着用推進）
歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上
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

●４月10日
（土） 交通事故死ゼロを目指す日
●４月15日
（木） 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

令和２年中の交通事故について

令和２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16年連続して減少し、死者数も17人と前年と比べて
大幅に減少しました。死者数全体に占める高齢者は８人
（47％）
と前年から減少、高齢者が第1当事者となる交通事故も、前年から
２ポイント減少しました。
また、第10次鳥取県交通安全計画で定められた死者数及び死傷者数の年間目標を達成しました。今後とも継続して、総合的な
交通事故防止対策を推進し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

ゆとり持つ

時間に気持ちに

車間距離
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交通安全功労者等の

全国表彰

毎年１月に全日本交通安全協会と警察庁により開催されていた「交通安
全国民運動中央大会」は新型コロナウイルスの感染拡大を考慮して、中止
されました。
そのため、令和３年１月27日(水)鳥取県警察本部 大会議室で交通栄誉
章緑十字金章・銀章等伝達式を行いました。また、交通安全優良団体等の
表彰は、個別に伝達されました。
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。(敬称略)
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。

交通栄誉章緑十字金章・銀章

交通安全優良団体等

■交通栄誉章
「緑十字金章」
交通安全功労者
■交通栄誉章
「緑十字金章」
優良安全運転管理者
■交通栄誉章
「緑十字銀章」
交通安全功労者
■交通栄誉章
「緑十字銀章」
優良安全運転管理者
■交通栄誉章
「緑十字銀章」
優良運転者

令和３年度
各期の交通安全運動
スケジュール

穐近
清
江尻 敏美
青木 邦男
高田
守
陶山 博司
山本 一男

■交通安全優良団体
■交通安全優良事業所
■交通安全優良学校
■優良交通安全協会
■優良安全運転管理者協議会

米子地区協会大高支部
(株)中電工鳥取統括支社
米子市立成実小学校
鳥取地区協会賀露支部
黒坂地区安全運転運行管理者協議会

  4月 ６ 日
（火）
～ 4月15日
（木）

●春の全国交通安全運動
●夏の交通安全県民運動
●秋の全国交通安全運動
●年末の交通安全県民運動

7月12日
（月）
～ 7月21日
（水）
9月21日
（火）
～ 9月30日
（木）
12月13日
（月）
～12月22日
（水）

新小学１年生に
「まもるピョンの交通安全
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
「まもるピョンの交通
安全下敷き」
を贈呈します。

贈呈式の様子
（令和2年3月9日琴浦立赤碕小学校校長室にて）

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（赤色マーク）

●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。
●ＴＳマーク付帯保険の加入手続き
ＴＳマークは、
「自転車安全整備店」で取り扱っています。
●有効期間
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。

！
！

開催日

参加資格

募集定員

令和３年４月25日
（日）

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

30名

運転経験の浅い方や久し
令和３年10月17日
（日） ぶりにバイクに乗られる
方、女性が主に対象

30名

※二輪ユーザーで各自の車両を持ち込める方

■時
■会

間／受付９：00開始
場／鳥取県自動車運転免許試験場
（東伯郡湯梨浜町大字上浅津216番地）

（昼食代及び保険代に充当します）

一律 10万円

一律 100万円

グッドライダーミーティング
参加者募集 ～体験型実技講習会～

■参加料／１,000円

赤色TSマーク付帯保険の補償内容

入院１５日以上
傷害補償 死亡・重度後遺障害
(1～4級）
賠償責任 死亡・重度後遺障害
保障
(1～4級）
被害者
入院15日以上
見舞金

大人気

!!
おすすめ

私たち、ピカピカの１年生
交通ルールも勉強中です！！

※グッドライダー・防犯登録加入者は500円割引

詳しくはこちら↓

限度額 １億円
一律 10万円

〈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

(公財)日本交通管理技術協会
全国スローガン最優秀作品（運転者部門）

TEL 0857-24-2110
TEL 082-209-2386

グッドライダーミーティング鳥取

ゆとりある

心と車間の

ディズタンス
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令和2年度

最優秀作品

交通安全作文

小学生の部

中学生の部

交通安全は大事
鳥取市立美保南小学校

5年

福田

椛心

私は、8月19日水曜日の午後6時20分ごろに、私と兄と母の3人で歯
医者に向かっていると中、
目の前で事故が起きました。
最初は母もあわてていましたが、一人の方が、
「救急車を呼んでくだ
さい。」と言われて、母は救急車を呼びました。いっしょに目げきしていた
人が看護師さんで、みゃくをはかっていて、状態などを聞いていて、冷せ
いに行動しているなと思いました。
一台の車は歩道につっこみ、通行人がいなかったからよかったもの
の、
もし、通行人がいたら、大けがだったと思うと、考えただけでおそろし
くなりました。
それも、私たちが乗っていた車のギリギリで、私はパニックになり、
とて
もこわくて、頭が真っ白になりました。
けれど、けい察官の人たちは、冷せいに状況を聞いたりしていて、救
急隊員の人は、
けが人のところにかけつけ、状況を把握しては対応して
いました。
私は頭が真っ白なのに対して、救急隊員とけい察官の人達は、冷せ
いに対応して、私とは、大ちがいでおどろきました。私はその行動力など
を見て、
このままでは、私は何の役にも立たないと思いました。正直、
ど
ちらかの車がどんな動きだったのかは覚えていないのですが、
どちらか
の車が、
こういう動きをしたというのはとても頭に残っていました。
もともとその近くの信号機には、時差があり、
どちらかの信号機が赤
だったのに、進んでしまって、事故が起きたという感じになります。つま
り、進む時は必ず信号機を見ること、
たとえ青だったとしても、他の車が
進んでいたら気をつけるということがとても重要だと思います。
もともと、
この事故は、交通安全などを、気をつけていれば、起こらな
い事故です。いつでも、車に乗る時やバイク、自転車などの乗り物に乗
る時は、交通安全を心がけるということがとても大事です。
私は、
この事故で、交通安全など規則を守っていないと、事故になる
ということ、最近は、
ドライブレコーダーをつけて事故の時の状況がよく
分かるようになりました。
もともと、交通安全を心がけていれば事故は起きません。起こってし
まったことは後もどりができないので、ふだんから交通安全を守るという
ことがとても大事です。
これからは気をつけていきたいです。

飲酒運転という犯罪

鳥取市立福部未来学園

9年

出井

未侑

みなさんは交通ルールを守っていますか。交通ルールは車だけでな
く、自転車や歩行者などすべての人が守らなくてはならないものです。
私はその中で自動車の交通ルールに視点を置いてみました。たくさんの
記事を見ていくなかで私は鳥取県の飲酒運転について注目しました。
鳥取県は2019年のデータによると7番目に飲酒運転が多い都道府
県ということがわかりました。また、過去10年間（平成21年〜30年）
で
飲酒人身事故が175件発生し、
うち16件が死亡事故でした。なぜ、飲
酒運転が後を絶たないのでしょうか。私は三つの原因があるのではない
かと考えました。
一つ目の原因は交通手段の少なさです。鳥取県は人口が少ないた
め汽車の本数も少なく、移動には、自動車を使う人が多いです。ちなみ
に、鳥取県民の利用交通手段は、約72％が自家用車で全国平均の約
45％と比べると27％もの差がありました。
また、
自動車の所有率も高く、
１世帯だいたい2台所有していることが分かりました。以上のことから、
鳥取県では、飲酒後の移動手段が少ないため飲酒運転をしてしまうと
いう人が多いのではないでしょうか。
二つ目の原因は、飲酒運転の恐ろしさがわかっていない人が多いた
めではないでしょうか。飲酒運転が危険な行為であるという最大な理由
は、アルコール成分には、
たとえ少量であったとしても、脳を麻痺させる
力があるからです。脳が麻痺すると、視聴覚機能が低下し、注意力や判
断力を鈍らせてしまいます。当然、正しい運転ができない、正しい安全判
断ができない状況になり、事故につながるのです。飲酒運転は大きな事
故になりやすく、通常事故よりも死亡事故率も高くなります。
三つ目の原因は、やっても大丈夫だろうという気の緩みです。
「近い
から大丈夫」
「そんなに酔っていないから大丈夫」
「自分は大丈夫」と自
分勝手な理屈や判断が、取り返しのつかない悲劇を引き起こすことにも
なります。
また、やっても捕まらないと思っている人が多いとも思います。
飲酒運転は立派な犯罪です。
もちろん、厳しい行政処分と罰則がありま
す。
このような、恐ろしい飲酒運転を「しない」
「させない」という強い意
思を持って、運転者だけでなく周囲の人とも協力することが大切です。
例えば、
お酒を飲まない人（ハンドルキーパー）
を決めたり、
あらかじめ車
で来てはいけないと通達をしたりすることです。万が一、お酒を飲んだ
人が車を運転しようとしているのなら、止めましょう。一人の言動が大き
な事故を防ぐことになるかもしれません。
もし、止めなかったら、後悔する
ことになるかもしれません。
飲酒運転は人ごとではありませんいつか私も同じ場面を体験するで
しょう、
その時には堂々と注意して少しでも社会に貢献することができた
らうれしいです。みなさん一人一人が交通ルールを守ることが、交通事
故の減少に繋がります。あなたやあなたの大切な人たちを守るためにも
きちんと交通ルールを守りましょう。

締切

令和3年

9月3日(金)

テーマ 用紙

●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。●応募作品は返戻しません。●自作未発表のものに限ります。

用紙

賞 (予定)

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
（賞状と3,000円相当の図書カード）
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4名
（賞状と2,500円相当の図書カード）

作文の部

各学校で取りまとめ後、各地区交通安全協会（各警察署内にあります）
に直接または郵送等で送付してください。

応募条件

応募先

内容

小中学校の児童、生徒

ポスターの部

応募資格

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

★応募者全員に参加賞を贈ります★
全国スローガン最優秀作品（歩行者・自転車者部門）

ママなんで？

赤は止まると

習ったよ！
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各地区交通安全協会
鳥取

活動報告

郡家

交通安全ピカピカパレード

浜村

智頭

若桜学園の交通安全指導

米子

高齢者交通安全教室

ハイビーム活用の効果等

日野川

境港

セーフティラリー表彰式

交通安全活動協賛店募集
交通安全活動協賛店を募集しています

「交通安全活動協賛店」
とは、当協会が行う交通安
全活動に賛同した協賛店が交通安全協会会員に、会
員証等の提示をすると、商品の割引等のサービスを
行う事業のことです。ホームページ等に掲載され、お
店のPR活動の一つとして役立ちます。
協賛店になっていただくと
●鳥取県の交通安全活動を応援してい
る証として、
「 交通安全協賛店ステッ
カー」
をお渡しします。
●当協会のホームページ等に、紹介さ
せていただきます。
申込方法
●最寄りの各地区交通安全協会へ
「交通安全活動協賛店参加確認
書」
を提出してください。

登録無料‼
協賛店募集を
しています！
！

二十世紀梨で事故なし作戦
琴浦
大山

倉吉

年末の交通安全県民運動
安全運転で気を付けてお帰り下さい

交通安全情報＆
活動発信中！！

シートベルトは命綱
国道431街頭広報

お酒飲んで運転したらだめだよ…

交通安全協会へのご加入をお願いします
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。
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
●優良運転者表彰等の表彰制度
●交通安全ＤＶＤ等無料貸出
●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)

全国スローガン最優秀作品（子ども部門）

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
何店かの割引サービスであっ
という間に500円以上のお得
なサービスが受けられます。
令和元年度貸出実績：
1,108台
多くの会員様に喜ん
でいただいています。

ご協力よろしくお願いします。

自転車に

乗るならきみも

運転手

