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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

秋の全国交通安全運動秋の全国交通安全運動
令和3年９月２１日（火）～９月３０日（木）

令和2年度 交通安全ポスター令和2年度 交通安全ポスター 中学生の部最優秀作品中学生の部最優秀作品

９月１日（水）～９月３０日（木） 子ども、高齢者及び障がい者への思いやり運転推進運動

９月30日（木）「交通事故死ゼロを目指す日」及び「交通マナーアップ強化日」

1　子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
2　夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上
3　自転車の安全確保と交通ルール順守の徹底
4　飲酒運転等の悪質・危険な運転根絶

運動の
重点

岸本 和奏さん（学校法人鶏鳴学園 青翔開智中学校）



　(一財)鳥取県交通安全協会の評議員及び鳥取地区協会副会長兼女性部長の岡
村八重子さんが、長年にわたり交通安全活動を推進した功績により、警察庁長官の
令和３年警察部外功労者表彰(警察協力章)を受章されました。
　警察協力章は、交通安全や地域防犯などの功績により、警察庁長官から市民に贈
られる最高位の表彰で、本年は全国で41人の方が受章されました。
　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。

警察部外功労者表彰
おめでとうございます
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全国スローガン最優秀作品（運転者部門） ゆとりある　心と車間の　ディズタンス

　一般財団法人鳥取県交通安全協会は、去る６月２３日(水)倉吉
市山根「鳥取県立倉吉体育文化会館」で、ご来賓に鳥取県警察
本部柴田亙交通部長様を迎え、令和３年度定時評議員会を開催
しました。
　新しい役員は次表のとおりです。

令和２年度正味財産増減計算書内訳表（単位　円)
経 常 収 益 689,709,732 経 常 外 費 用 5,961
経 常 費 用 676,650,282 当 期 経 常 外 増 減 額 36,138
当期経常増減額 13,059,450 一般正味財産増減額 12,634,085
経 常 外 収 益 42,099 指定正味財産増減額 △ 386,551

正 味 財 産 期 末 残 高 197,377,640

評 議 員 名 簿
役　職 氏　名 備　　考

評 議 員 岡村　八重子 鳥取地区協会 副会長
評 議 員 中島　文明 鳥取地区協会 副会長
評 議 員 中村　友衛 郡家地区協会 副会長
評 議 員 小林　優貴秀 倉吉地区協会 副会長
評 議 員 川上　肇 琴浦大山地区協会 副会長
評 議 員 三橋　利幸 米子地区協会 副会長
評 議 員 舩越　哲也 米子地区協会 副会長

監 事 名 簿
役　職 氏　名 備　　考

監 事 （新） 西尾　愼一 鳥取
監  事 （新） 大江　文雄 倉吉

理 事 名 簿
役　職 氏　名 備　　考

会 長・理 事 青 木　邦男 倉吉地区協会長
副会長・理事 澤　耕司 鳥取地区協会長
副会長・理事 橋本　典之 米子地区協会長
副会長・理事 （新） 植田　幸秀 郡家地区協会 副会長
専 務 理 事 青木　秀樹 県協会事務局長
理 事 岡本　義和 鳥取地区協会 副会長
理 事 奥田　哲実 智頭地区協会長
理 事 田中　寛一 浜村地区協会長
理 事 田中　明 琴浦大山地区協会長
理 事 林　義弘 米子地区協会 副会長
理 事 奈良井　章 境港地区協会長
理 事 （新） 𠮷澤　晴美 日野川地区協会長

令和３年度定時評議員会

鳥取県警察本部　交通部長　柴田　亙

　

　「交通とっとり」を御講読の皆様には、平素から、警察業務全般
にわたり深い御理解と御協力をいただいておりますことに、厚く御
礼を申し上げます。
　本年も早くも折返しに入り、県内の６月末までの人身交通事故の
発生状況は、発生件数308件、死者数９人、負傷者数342人となっ
ており、昨年同期比で、発生件数は１件、負傷者数は25人の減少
となった一方、死者数につきましては、年間死者数17人で全国最
少となった昨年の７人から、２人の増加となっています。
　本年の交通死亡事故では、死者のうち高齢者は６人（66.7％）
で、昨年同時期の３人（42.9％）から大幅に増加し、また、平成24
年以降発生のなかった歩行中の小学生が亡くなる事故が10年ぶ
りに発生しています。

　全国に目を向けますと、本年６月28日、千
葉県八街市で飲酒運転のトラックが小学生
の列に突っ込み、児童５人が死傷する交通
事故が発生するなど、県内外で悲惨な交通
事故の発生が後を絶ちません。
　このような中、本年９月21日から30日まで
の間、「子どもと高齢者を始めとする歩行者
の安全の確保」等４点を重点とする秋の全国交通安全運動が開
催されます。
　急激な日没の早まりとともに薄暮時間帯から夜間にかけて交通
事故が増加するこの時期の傾向を踏まえつつ、この運動では、子
ども、高齢者等の歩行者や自転車利用者が被害に遭う交通事故
の防止や飲酒運転の根絶に向けた対策などを強力に推進し、県民
の交通安全意識の高揚を図って、横断歩行者を優先させるなどの
行動変容を促していきたいと考えています。
　今後も、交通事故によって誰一人悲しむことのない、安全安心な
鳥取県を実現するため、精一杯取り組んで参りますので、引き続き
皆様の御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。

秋の全国交通安全運動の実施
～悲惨な交通事故を無くすために～



■開 催 日／	 令和３年１０月１７日(日)	 	 	
■募集定員／	 ２０名
■参加資格／	 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
	 ※二輪ユーザーで各自の車両を持ち込める方
	 　鳥取県居住者に限ります。
■会　　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）
■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
※状況により中止、変更になる場合がございますので、ご了承ください。
	 中止等の場合はホームページ・フェイスブックでお知らせします。

グッドライダーミーティング＆グッドライダーミーティング＆
二輪車安全運転コンテスト二輪車安全運転コンテスト

〈お申込み・お問い合わせ〉	

(一財)鳥取県交通安全協会	 TEL：0857‒24‒2110
鳥取県二輪車普及安全協会	 TEL：082‒209‒2386　　

大
人
気
大
人
気
！！！！

タイムスケジュール
午前の部

グッドライダーミティング
～体験型二輪車安全運転講習会～

受 付
講 習

8：40～9：00
9：00～12：00

午後の部

二輪車安全運転コンテスト
昼 食・休 憩
法規履行走行
技 能 走 行

12：00～13：00
13：00～14：40
14：40～15:40

グッドライダーミーティング午前の部 二輪車安全運転コンテスト午後の部

グッドライダーミーティング鳥取

参加者
募集

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！

令和３年９月１日発行（3）No.344

白バイ隊員・二輪車安全運転
指導員の丁寧な指導によりレ
ベルアップ！

午前中の受講内容のおさらいとして
法規履行走行・極小バランス等の
技能走行による安全運転コンテス
トを開催。

運転技術に応じて3つのグループに分
かれそれぞれの課題にチャレンジし、
スキルアップを目指します！

交通安全活動支援自動販売機　県下初の設置交通安全活動支援自動販売機　県下初の設置
～社会貢献型自動販売機～～社会貢献型自動販売機～

申込先：(一財)鳥取県交通安全協会		県事務局　TEL：0857-24-2110 日本海自動車学校に2台設置

あなたのその
1本が

交通安全活動
に

貢献します!!

　当協会では、当活動に賛同いただき、「売上の一部を交
通安全活動寄付」のできる【社会貢献型自動販売機】の設
置事業主様を随時募集しています。
　なお、災害時に対応する「手回し式災害時救護自動販
売機」もありますので、問い合わせをお願いします。

設置事業主様を募集しています

入賞者には副賞進呈

交通安全活動
支援自動販売機

災害救援自動販売機
災害時

「非常電源」「飲料水の無料提供」として活用

交通安全ポスター・交通安全作文募集交通安全ポスター・交通安全作文募集
応募資格 小中学校の児童、生徒
応 募 先 各学校で取りまとめ後、各地区交通安全協会（各警察署内

にあります）に直接または郵送等で送付してください。

締　　切 令和3年9月3日（金）

賞 (予定)

その他

最優秀賞『鳥取県交通安全協会長賞』 … 各部１名以内（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名以内（賞状と3,000円相当の図書カード）
優秀賞……… 各部2名以内（賞状と3,000円相当の図書カード）
佳作………… 各部4名以内（賞状と2,500円相当の図書カード）
●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。

ポスターの部 応募条件
内
容

交通安全ポスターとして広報価値のあるもので、ポスター
として目立つ色使い、大きな文字に配慮してください。
また道路交通標識、信号機などは正しく描いてください。

用
紙

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。

作文の部 応募条件
テ
ー
マ

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

用
紙

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★

募集
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全国スローガン最優秀作品（子ども部門） 自転車に　乗るならきみも　運転手

　交通安全協会会員の協賛店
サービスが鳥取県内約170店舗から
中国・九州の約6500店の協賛店で
お得な割引やサービスを受ける
ことが出来るようになりました。
　是非、ご活用ください。

※	鳥取県内協賛店各県交通安全協会員の皆様も特典をご利用いただけます。
　	利用が鳥取県内のみ、中国五県のみの協賛店もございますので詳しくは各
店舗でご確認ください。

会員様特典【協賛店サービス】が
中国五県・九州地方の協賛店約6500店に拡充されました

交通とっとり協賛店一覧交通とっとり協賛店一覧
ガソリンスタンド
福田石油店 鳥取市 智頭石油(株) 若桜ＳＳ 若桜町 （株）ハルキ 西倉吉ＳＳ 倉吉市
智頭石油（株） オーレ湖山　 鳥取市 智頭石油(株) クワトロＳＳ 智頭町 （株）ハルキ あげいＳＳ 倉吉市
智頭石油（株） ゆうステーション 鳥取市 打吹商事(株) 倉吉駅前ＳＳ 倉吉市 湊屋石油（株） パル昭和町 倉吉市
智頭石油（株） オーレ叶 鳥取市 打吹商事(株) 河北小学校前ＳＳ 倉吉市 湊屋石油（株） パル河北 倉吉市
智頭石油（株） オーレ松並 鳥取市 打吹商事(株) 打吹公園ＳＳ 倉吉市 北陽石油店彦名水鳥公園前ＳＳ 米子市
智頭石油（株） サウスステーション 鳥取市 打吹商事(株) ハワイＳＳ 湯梨浜町

自動車関連サービス
ユタカ自動車（株） 本社工場 鳥取市 (株)アルコン本社　　　　　　　　　　　　米子市 代行ヤマト 倉吉市
ユタカボディーショップ 鳥取市 安田自動車板金 鳥取市 友森自動車 米子市
ユタカ自動車ショールーム 鳥取市 （株）トーヨーショップ丸山 鳥取市 (株)米子マツダ本社営業所　　　　　　米子市
(株)小河自動車鳥取工場 鳥取市 Ｙ．Ａ（ワイエイ）運転代行社 鳥取市 (株)米子マツダ境港営業所　　　　　　境港市
(株)小河自動車ダイハツ雲山 鳥取市 （株）鳥取代行 鳥取市 （有）本田モータース 三朝町
(株)小河自動車 八頭町 八光自動車(有) 鳥取市 ｋ．スタイル 琴浦町
(株)小河自動車ダイハツ郡家 八頭町 岩世自動車工業(有) 倉吉市 (有)木本自動車 琴浦町
(株)アルコン鳥取営業所 鳥取市 タイヤ館　倉吉 倉吉市

レンタカー
(株)トヨタレンタリース鳥取 鳥取駅前店 鳥取市 （株）トヨタレンタリース鳥取 米子店 米子市 ニッポンレンタカー中国（株）鳥取空港営業所 鳥取市
(株)トヨタレンタリース鳥取 鳥取砂丘コナン空港店 鳥取市 （株）トヨタレンタリース鳥取 米子鬼太郎空港店 境港市 ニッポンレンタカー中国（株）米子駅前営業所 米子市
(株)トヨタレンタリース鳥取 米子駅前店 米子市 ニッポンレンタカー中国（株）鳥取駅前営業所 鳥取市 ニッポンレンタカー中国（株）米子空港営業所 境港市

自動車学校
鳥取県東部自動車学校 鳥取市 日本海自動車学校 鳥取市 学校法人柳心学園 米子自動車学校 米子市
学校法人イナバ自動車学校 鳥取市 鳥取県自動車学校 倉吉市

宿泊・温泉施設
ホテルモナーク鳥取 鳥取市 ホテルハーベストイン米子 米子市 渓泉閣 三朝町
福田屋旅館 鳥取市 ホテルわこう 米子市 旅館　水郷 湯梨浜町
あづまや旅館 鳥取市 おーゆ・ホテル 米子市 (一財)ゆりはま温泉公社　ハワイゆーたうん 湯梨浜町
薬師湯　新生館 鳥取市 皆生グランドホテル天水 米子市 羽衣 湯梨浜町
たからや旅館 鳥取市 華水亭 米子市 ビジネスホテル(有) ピットイン大栄 北栄町
湯命館 倉吉市 湧くわく天然温泉ラピスパ 米子市 緑水園 南部町
ホテルセントパレス倉吉 倉吉市 皆生・日帰り温泉 オーシャン 米子市 日吉津温泉　うなばら荘 日吉津村
やまもり温泉キャンプ場 倉吉市 氷ノ山高原の宿　氷太くん 若桜町

令和３年７月現在

中国・九州6500店協賛店
サービス一覧はこちらから→

県内約170店舗
中国・九州

約6500店舗へ!!



詳しくはこちら→
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鳥取県交通安全川柳コンテスト優秀作品 身を守る　タスキとライトと　ヘルメット

公共施設・レジャー
スポーツショップ　ハート 鳥取市 水木しげる記念館 境港市 青山剛昌ふるさと館 北栄町

（公財）渡辺美術館 鳥取市 海とくらしの史料館 境港市 北栄町レークサイド大栄 北栄町
大山トム・ソーヤ牧場 米子市 山陰松島遊覧（株）（浦富海岸島めぐり遊覧船） 岩美町 とっとり花回廊 南部町
夢みなとタワー 境港市 中国庭園　燕趙園 湯梨浜町

ショッピング
(株)金居商店本店 鳥取市 サイクルセンターヨネザワ湖山店 倉吉市 (有)北陽スポーツ 倉吉市
ハリカ鳥取店（有） 鳥取市 サイクルセンターヨネザワ環境大学前店 倉吉市 (株)インテリア　セオ 米子市
(有)オカダ人形 鳥取市 サイクルセンターヨネザワ倉吉店 倉吉市 (株)新木コーポレーション 北栄町
足立ふとん店 鳥取市 ビーワイ　ヨシダ 米子市
サイクルセンターヨネザワ 鳥取市 シャディショップ　サンフラワー 北栄町

ファッション
ニシオ洋服店 鳥取市 はるやま　鳥取吉成店 鳥取市 ルネックスイオン　日吉津店 日吉津村
メガネの太田　瓦町店 鳥取市 はるやま　倉吉店 倉吉市 やまや洋装店 倉吉市
メガネのフタバ 鳥取市 はるやま　米子店 米子市 やまや新町店 倉吉市
中井脩　本店 鳥取市 ルネックス　鳥取本店 鳥取市 ウオーキング・ギア・２００１ 倉吉市
中井脩ガーデン 鳥取市 ルネックス　倉吉本店 倉吉市 新日本補聴器センター米子店 米子市
中井脩　トスク店 鳥取市 ルネックス　パープル店 倉吉市 岸田手袋靴下製造所・岸田工房 用瀬町
はるやま　鳥取店 鳥取市 ルネックス　米子本店 米子市 いづみや靴店 琴浦町

健康・美容
石破漢法院（鍼灸） 鳥取市 シエスタ　米子店 米子市 スクールショップ　石沼 湯梨浜町
ミナミ薬局(有) 倉吉市 東洋鍼灸治療院 米子市 ２ｎｄ　ｙｕｒｉ 北栄町
シエスタ　倉吉店 倉吉市 木島薬店 若桜町 カイロとエステの　ほのか(やつか温泉「快湯館」内) 岡山県真庭市

その他
メモワールイナバ 鳥取市 アート引越センター　鳥取支店 鳥取市 （有）祭典秀伊 米子市
お仏壇のふじた本店 鳥取市 加嶋佛壇店 倉吉市 若桜鉄道(株) 若桜町
お仏壇のふじた駅南店 鳥取市 ＪＡ、鳥取中央（鳥取中央農業協同組合） 倉吉市 島根銀行　全店舗 各店舗
鳥葬　まごころ庵 鳥取市 中村・山内法律事務所 米子市

食事・喫茶・お菓子
鳥取ゴルフ倶楽部 鳥取市 Ｂ-Ｒ　サーティワンアイスクリーム倉吉店 倉吉市 菓子工房　シェル・ブール 湯梨浜町

（株）前田商店 鳥取市 ホテルハーベストイン米子（１階レストランプライムタイム） 米子市 （有）山本おたふく堂 琴浦町
長生堂 倉吉市 (株)米子の庄屋 米子市 みなとガーデン 琴浦町
米澤たい焼店 倉吉市 道の駅　若桜　桜ん坊 若桜町 カウイーのみるく館（大山乳業農業協同組合） 琴浦町
カフェダイニング　クリーズマリー 倉吉市 (有)太田酒造場 若桜町 （有）高塚かまぼこ店 琴浦町
日本料理　ふじ蔵 倉吉市 やずふれあい市場 八頭町 お菓子工房　ｓｏｒａ 北栄町
スｲーツショップ　ボストン 倉吉市 道の駅 はっとう フルーツ総合センター 八頭町
レストラン味喜 倉吉市 中華レストラン　悟空 湯梨浜町

■交通安全活動協賛店を募集しています

■協賛店になっていただくと

■申込方法

　「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。

●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。

●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。

交通安全活動協賛店募集中！

登録無料！！
協賛店を募集
しています！！

交通安全
協賛店ステッカー

が新しく
なりました

鳥取県協賛店一覧



交通安全協会へのご加入をお願いします

会員さまへの特典
●県内約１７０店、中国・九州地方の協賛店約6500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)

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。

お住まいの地域の交通安全活動に役立てます。
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

ご協力よろしくお願いします。

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。

交通安全情報＆
活動発信中！！

 

詳しくはこちら→

おすすめ!!おすすめ!!

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。

●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。		

(公財)日本交通管理技術協会

点検・整備するだけで加入できる自転車向け保険点検・整備するだけで加入できる自転車向け保険

赤色TSマーク付帯保険の補償内容

傷害補償
入院１５日以上 一律		10万円
死亡・重度後遺障害
(1～4級） 一律		100万円

賠償責任
保障

死亡・重度後遺障害
(1～4級） 限度額		１億円

被害者
見舞金 入院15日以上 一律		10万円ＴＳマーク（赤色マーク）

鳥取県交通安全川柳コンテスト最優秀作品 かぶりましょう　死亡リスクが　減るメット
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各地区交通安全協会 各地区交通安全協会   活動報告活動報告

新入生にランドセルカバーを贈呈

腹話術を使って交通安全教室  浜村保育園

飲酒運転根絶広報

郡家警察署マスコットキャラクター「ふくちゃん」とともに

「ポート赤碕」におけるルートナイン交通安
全対策協議会による街頭広報

シートベルトは命綱

佐治支部　 カーブミラー清掃

赤碕中学校にて自転車リンリン指導

スピード落として事故防止

鳥取

浜村

米子

郡家

倉吉

境港

智頭

琴浦
大山

日野川


