年間スローガン：ストップ・ザ・交通事故 〜めざせ 安全で安心な北海道〜

公益社団法人 北海道交通安全推進委員会


No.165

日午後０時

分から、札幌市の「かでるホ

秋の全国交通安全運動
「２０１５交通安全道民総決起大会」
９月

動で、９月

日から９月

日まで行われる「秋の全

全国一斉に取り組み、交通安全を広く呼びかける運

この大会は、交通事故多発期間に重点事項を定め、

た。

して２０１５交通安全道民総決起大会が開かれまし

ール」で、関係機関・団体等から約４００名が参加

15

30

任のある行動を実践する』との交通安全宣言を行い、

をしっかり守り、交通安全を自らのことと捉え、責

安全に対する意識を強く持ち、交通ルールとマナー

清企業の磯部和宏様から、『道民一人ひとりが交通

続いて、道警音楽隊による演奏の後、協業組合公

全ＤＶＤ「光と闇の危険」の上映がありました。

演があり、次に、北海道警察本部製作による交通安

髙石洋子様から「悲劇をなくすために」と題した講

基調講演では、北海道交通事故被害者の会会員の

会議長からご挨拶をいただきました。

う挨拶があり、引き続き来賓を代表して遠藤連道議

より一層の交通安全運動の展開を図っていただくよ

人でも多く減少させるために、この大会を契機に、

に感謝するとともに、悲惨な交通事故の犠牲者を一

道警察本部長から、日頃からの熱心な交通安全活動

主催者を代表して、高橋はるみ道知事、室城信之

総決起大会です。

国交通安全運動」の効果を上げるために実施された

21

総決起大会を終了しました。

1
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毎月 15 日は「道民交通安全の日」

日、道庁赤レンガ庁舎前で、

第 回「バイクに
フレ
 ンドシップｉｎさっぽろ」
７月

夏の交通安全運動
「飲酒運転根絶 道民の集い」

くの方々に飲酒運転根絶の呼びかけ
を行いました。

「集い」閉会後には、道庁東門周辺

において、のぼり旗や手旗を持って
赤レンガ前庭で、

ど交通安全運転を呼び掛けました。

ドライバーの方々に飲酒運転根絶な

「旗の波」による街頭啓発を実施し、

り、交通安全啓発パレードが実施さ
夏の交通安全運動

日、道庁

れました。これからの季節、道内で
「飲酒運転根絶

７月

も二輪車利用者による交通事故の増
道民の集い」が開

日本二輪車普及安全協会が主体とな

加が懸念されることから、１件でも
催されました。

居眠り事故防止街頭啓発

交通事故を減らすことを目的に、二

パレード隊長による交通安全宣言の

た。パレードに先立ち出発式を行い、

輪車利用者約１００名が参加しまし

の向上を呼びかけ、

のルールとマナー

民に広く交通安全

この集いは、道

を実践していただくことを目的とし

啓発は、道民一人ひとりが安全運転

て、街頭啓発を実施しました。この

下り線で、関係機関・団体と連携し

毎年７月に会員の親睦と錬成のた

赤レンガ走友会
「
 第 回１００キロ駅伝」

後、白バイ隊員と隊長を先頭に札幌

特に、未だ繰り返

て、ドライバーや同乗者に、居眠り

め、「 ニ セ コ 〜 赤 れ ん が 庁 舎 間

日、岩見沢サービスエリア

市内をパレードし、交通安全を呼び

される悪質な飲酒

防止グッズ等を配布するなど、事故

７月

かけました。

運転の根絶に向け、

１００キロ駅伝」を実施し、今年で

回目を数えました。この駅伝は、

防止を呼びかけました。
開催されました。

て取り組むために

道民が一丸となっ

28

赤れんが庁舎建設１００周年記念の

折りに始めたもので、当初から、交

日、ニセコ山系の

通安全の啓発も併せて行っています。

今年は、７月

掛けました。

発物品を配りながら交通安全を呼び

では全員で休憩中の旅行者などに啓

いましたが、途中、中山峠の道の駅

ンを着用しながらのリレー方式で行

しました。全員が交通安全のゼッケ

時頃にゴールの赤れんが庁舎に到着

麓を朝６時半にスタートし、夕方４

26

主催者挨拶の後、
ＡＩＲ Ｇ
- 高山秀
毅様、林唯衣様か
ら飲酒運転根絶に
向けたお話をいた
だき、続いて、コ
ンサドーレ札幌の
進藤亮佑様から飲
酒運転根絶宣言並
びに飲酒運転根絶
コールを行い、多

28
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早めから つけるライトで 消える事故

バイクの日街頭啓発
８月７日、小樽市のフェリーター
ミ ナ ル で、 小 樽 市 を 始 め、 関 係 機
関・団体と連携しながら、来道した
ライダーに三角フラッグや啓発資材
等を配布し、疲れや眠気を感じたら
休憩を取るよう安全運転を呼びかけ
るなど街頭啓発を実施しました。

ダイエー東札幌周辺

６月

日、滝川市南滝の川東公園

において「第 回北海道交通遭難者慰

・７月３日

地下鉄月寒中央駅周辺

霊・交通安全祈願式」が行われました。

団体が参加し、自転車利用者に押し

厚別警察署周辺

黙祷の後、北海道交通安全協会会

日

・８月７日

ＪＲ手稲駅周辺

により歩道走行その他違法行為をし

北海道交通遭難者慰霊・
交通安全祈願式の開催
 及び北海道交通遭難者
家族の会について


・９月４日

・７月
日

歩きをお願いし、歩行者の安全性を
向上させるとともに、交通安全意識
・８月



ている自転車に対する指導警告や自

中央区狸小路１〜３丁目

を広めました。

自転車安全日街頭啓発
毎月第１・第３金曜日の「自転車
安全日」に、札幌市内各地で啓発活
動を実施しました。
この啓発では、交差点等において、

９月１日、札幌市役所聖火台前広

転車リフレクターの取付け及び夜光

警察官や各関係機関・団体の職員等

場において、札幌市が主催するさっ

反射材の貼付を実施し、自転車利用

さっぽろ自転車
押し歩きキャンペーン

ぽろ自転車押し歩きキャンペーン開

者の交通事故の防止や交通ルールの
周知とマナーの向上を図りました。

始式が開催されました。
このキャンペーンでは、関係機関・

年から

日に滝川市で行われる慰

ください。

役所くらし支援課までお問い合わせ

加入申込み等については、滝川市

霊・祈願式にご参列しませんか。

年６月

この家族の会へご加入いただき、毎

道内の交通遭難者のご遺族の皆様、

るための活動等を行っています。

頭啓発を通じて交通事故の撲滅を図

自で行っている旗の波運動などの街

か、交通安全運動への参加や、会独

で行い遭難者の供養を行っているほ

３団体と共催

の祈願式を他

像」の下、こ

聖観音菩薩

交通安全祈願

遭難者慰霊・

「北海道交通

昭和

家族の会は、

交通遭難者

通事故防止と交通安全を誓いました。

の犠牲になられた方々を慰霊し、交

あり、参加者全員が献花し、交通事故

長ほか２名の方から慰霊のことばが

28

☎０１２５ ２
-８ ８
- ０１２（直通）
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外出は 明るい笑顔と 反射材

◆◆◆◆◆

交 通 事 故 死 ゼ ロ 運 動 顕 彰 ◆◆◆◆◆
7月
4000日▶島牧村
3000日▶北竜町
2500日▶妹背牛町、神恵内村
1500日▶様似町
1000日▶壮瞥町、美深町、幕別町

700日▶美瑛町、留萌市、斜里町
500日▶厚真町、新ひだか町、
音更町、標津町
300日▶富良野市
8月

7月30日

北竜町3000日

7500日▶西興部村
4500日▶音威子府村
3500日▶古平町
2000日▶浦臼町
1500日▶幌延町

1000日▶寿都町、標茶町、鶴居村
700日▶蘭越町、中富良野町、
遠軽町、上士幌町
500日▶奈井江町
200日▶江別市、北見市
9月（予定を含む）

8月18日

島牧村4000日

5500日▶積丹町
3000日▶新篠津村
2500日▶ニセコ町、上ノ国町
2000日▶津別町、大空町
1500日▶羽幌町、足寄町
1000日▶知内町

700日▶福島町、浜頓別町、釧路町
500日▶白老町、洞爺湖町、
えりも町、東川町、
中頓別町
300日▶美唄市、三笠市、北広島市、
稚内市

皆様からのご支援、ありがとうございました。
【交通遺児育英資金】
■寄付（1口）
6月

住 所
札 幌 市 植村

■募金（5口）
住

札幌市

7月

札幌市
栗山町

8月
6月28日

寿都町
紋別市

カントリーヘイライドin北海道

人

金額（円）
2,000



所

6月

個
泰也

団 体 名
金額（円）
カントリーヘイライド
20,000
実行委員会
株式会社アペックス
9,187
一般社団法人札幌地区
139,200
トラック協会南空知支部
ライダーズミーティングin
70,000
寿都実行委員会
紋別市交通安全運動推進協議会・
43,826
株式会社交通学園紋別自動車学校

〈一般募金〉
〈寄付金〉

■羽根募金（1口）

（敬称略）
【交通安全運動支援資金】

8月

■寄付（2口）
住

6月
8月

所

個人・団体名
カントリーヘイライド
札幌市
実行委員会
札 幌 市 吉野 三郎

団
羽幌自動車学校

体

名

金額（円）
24,431

団 体 名
北海信用金庫 札幌支店
鹿追交通少年団

金額（円）
24
46,820

■箱募金（2口）

金額
（円）
80,000

6月
7月

250,000

4
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ルールむし しん号むしは わるいむし

①

道を中心に富川市街地の交差点に飛

取り組みとして、この交差点横断歩

死亡交通事故が起きてしまっており、

今年、すでに町内において２件の

貼っていました。

日高町

び出しや巻き込み事故被害の防止の

２名の方が亡くなっております。

また、夏の交通安全運動期間中の
（日高振興局）

ため「足型目印シール」が貼り付け

今後も各地区安全協会や各団体と

も協力し合い、交通安全啓発活動を

られました。

このシールは、富川交通安全協会

渡ろうとする子供たち」からヒント

中心に事故のない日高町を目指して

日高町は、日高地区には日勝峠が

を得たアイディアを生かし、形にし

が、門別警察署の地域・交通課長の

日高町は、日高管内の西部に位置

あり、また門別地区では国道２３５

て作成したも

いきたいと考えます。

し、日高地区のある北東から門別地

号と２３７号が富川市街地中心部で

のです。

「横断歩道の白い部分だけを踏んで

区のある南西に流れる「沙流川」の

交差するなど交通の要となり、非常

とまれ！ 足形目印シールで
飛び出し防止対策


源流から下流にかけて構成されてい

に交通量が多くなっております。

別川、波恵川、慶能舞川、賀張川、厚

かな地形をなしており、沙流川、門

の山岳が取り巻き、南西部はなだら

れる日高山脈がそびえ、周囲を大小

地の国道交差点を中心に街頭啓発活

の危険にさらされており、富川市街

道交差点付近では、児童生徒が多く

故が多く発生、また富川市街地の国

日勝峠付近では、車同士の接触事

ゴミを掃き、

に砂ぼこりや

なり、箒を手

署員が一緒に

協会員と警察

際には、安全

貼り付ける

ます。北東部は北海道の屋根といわ

別川が太平洋にそそいでいます。

動が多く実施されております。

地」になっており、本庁と総合支所間

町域は、間に平取町を挟んだ「飛び

にとなっております。

め、積雪も少なく比較的温暖な気候

は、太平洋に面した海洋性気候のた

れますが、南側に位置する門別地区

大きく、冬は１ｍ前後の積雪が見ら

気候圏に属しているため寒暖の差が

啓発に一役買い、毎月

日の道民交

ルミネーションが点灯、交通安全の

ュメントも建てられ、夜になるとイ

には、今年の春には交通安全のモニ

れておりますが、この国道の交差点

トライト作戦や街頭指導等が実施さ

なり交通安全啓発に努めており、パ

地区の安全協会や各団体等が中心と

４期の交通安全運動の際には、各

が、日高町内

の悲惨な事故

な信号待ち時

しているよう

全国的に多発

位置を決め、

たないように

ギリギリに立

児童らが車道

通安全の日には街頭でプラカードや

ことを願って

で起こらない

5
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北側に位置する日高地区は、内陸

の距離は約 ㎞で、車で約１時間の行
程となり、総面積９９２・６７㎢のエリ

旗による啓発活動が行われています。

15
アに山と海の特性を持っております。

65

思いやり ゆとりは無事故へ つづく道

留萌市
（留萌振興局）

（増毛町・留萌市・小平町）パトライ
ト監視作戦や飲酒機会が増える年末
に飲食店・遊技場訪問をし、飲酒運
転根絶を呼び掛ける運動などを関係
機関・団体と連携を図りながら実施
しております。
また、市民参加型の運動も目指し
ており、園児が啓発ポップを片手に、
通過車両に対し「スピードダウン」
や「シートベルト着用」を呼びかけ
る街頭啓発が定着しつつあります。

が 名おり、子どもたちの登下校の
安全を守るため、さまざまな活動に
取り組んでいます。特に、交通安全
教室では、寸劇や腹話術、クイズな
どを取り入れながら、参加した子ど
もたちに信号や道路標識、交通ルー
ルやマナーなどについて「楽しく、
分かりやすく」をモットーに指導し
ています。
また、高齢者の交通事故防止対策
の一環として、敬老の日に向け、各
幼稚園・保育園で行われる祖父母と
の集いの中で、夜光反射材の効果な
どを説明して、
「おじいちゃん・おば
あちゃんが事故に遭わない」ことを
願って、孫から祖父母に夜光反射材
を渡し交通安全を呼びかけています。

今後の取組
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②

豊かな自然に恵まれた留萌市は、
西には日本海、南北には暑寒別天売
焼尻国定公園が連なり、暑寒別山系
をはじめ夢の浮島といわれる天売・
焼尻が望まれます。特に晴れた日に
は、遠く利尻・礼文の島影が夕陽の
輝く日本海に浮かぶ姿が見られ、風
光明媚なマチです。
市名の由来は、アイヌ語のルルモ
ッペが語源です。ルルは（汐）モは
（静）ヲッは（ある）ペは（水）のこ
と。「 汐 が 奥 深 く 入 る 川 」 と い う 意
味で、留萌市を流れる留萌川から名
づけられています。

昨年、留萌市では「パーフェクト
市町村」を達成するとともに、現在
交通死亡事故ゼロを２年間継続して
おります。今後も、関係機関・団体
との連携を密にし市民一体となって、
交通安全意識の高揚を図るとともに
引き続き交通死亡事故ゼロを目指し
て、交通安全対策に取り組んでまい
ります。
ま た、 平 成 年 度 か ら ５ 年 間 の
「第 次留萌市交通安全計画」の策
定に向け、道の計画に準じながら地
域の実態に沿った施策になるよう取
り組みます。

28

市民一体となった
交
 通安全運動の街 留萌市
留萌市は、北海道西北部における
留萌振興局管内の中心都市であり、
水産加工を基幹産業とし、さらに国
の重要港湾を核として、たゆまぬ発
展を続けているマチです。
市の地形を概観すると、東西に走
る留萌川を中心に両翼には平原、丘
陵が続き、南側の地形は比較的高度
のある山並みがあり、北部は低位な
丘陵地です。
市の中心部は商店街によって形成
され、南部には官公庁、学校、住宅
地が広がっています。

交通安全教育

留萌市には、交通安全女性指導員

10

10

交通安全運動
留萌市は、南に国道２３１号、北
に国道２３２号、東に国道２３３号
が交わる地点に位置していることか
ら、大型車両の通行が非常に多くな
っています。
このような状況下で、４期 日の
期別運動はもとより、緊急のＭＲＯ
40

横断は いくつになっても 右左

道警察函館方面本部・函館市の主催によ

最初は、仕事の内容もわからず迷惑をか

宗谷地区では、独自活動として６月、

足りませんが、思いやりの心を持つことです。

て生活していかなければいけません。私にも

添えにしてしまうことの重大さを日々考え

し、自分の不注意、あまい考えで他人を巻き

になります。もちろん、自分の命を大切に

たり、最悪命までも奪ってしまうということ

考えによって周りの人を危険な目に遭わせ

とだけなら」
「すぐそこまで」という安易な

憤りとともに難しさを痛感します。
「ちょっ

酒運転事故。事故の減ることのない現実に

題になっています。しかし、日々目にする飲

毎日のように「飲酒運転の根絶」について話

砂川市での飲酒運転事故もあり、報道で

に飲酒運転根絶を呼びかけました。
参加は、北海道渡島総合振興局・北海

年度に増し、街頭にて夜光反射材やティッシ

月に啓発活動を実施しており、今年は、昨

ュ等啓発グッズを配布し、地域の啓発活動の

また、交通安全に係わる関係機関、団体等

全くわかりませんでした。今では、それぞれ

充実を図っています。

くなるよう「交通安全の大切さ」を伝え、一

これからも悲惨な交通事故が１件でも無

の関係機関、団体の方々の協力、取り組み、

持ちでいっぱいです。

そして努力に市民の一人としても感謝の気

的に交通安全啓発活動に取り組んでいきた

人ひとりに理解していただくためにも、積極

いと思います。平成 年度も「７大セーフテ

私自身、ハンドルを毎日握るドライバーで

いことに推進員になる前は、なんとなく交通

も犠牲者が少なくなることを祈念します。

ィキャンペーン」を推進し、北海道から一人で

あり、また歩行者でもあります。恥ずかし

安全というものを考えていたと思います。

北海道の冬、白銀の世界も近づいてきま
した。みなさん〜“ゆっくり走ろう北海道”

白バイ２台の先導により渡島総合振興局
を出発、
「根絶！飲酒運転」のステッカー
を貼った車両で、函館市内のメインスト

交通安全への思い

しました。
10時30分に渡島総合振興局駐車場に集
合、開会式で主催者からのあいさつの後、
交通安全推進員として一
年半が経過しました、この
間セーフティコール、デイ
ライト調査、事故現場検証
など直接の活動、市町との
連絡調整などの間接的な活
動を経験してきました。
私の住んでいる根室地区
は、公共交通機関が未発達
なところで、どうしても車
に頼る生活が中心となりま
す。
このため必然的に免許所
有者や車保有台数が、他の
地区にくらべて高くなり、
人口の割に事故率も多くな
る傾向にあります。
また、冬季の厳しい気象
条件下にはホワイトアウト
発生など、さらに事故に遭

遇する場面が多くなる状況
におかれています。
しかしながら、管内の事
故死の発生時期を見ますと、
意外なことに冬季の事故は
少なく、夏型事故が多いよ
うに思われます。
また、事故現場の検証を
すると信号機のない交差点
での事故が多く、一見する
と、どうしてこんなところ
で事故がおきるのかと不思
議になる場所が多いのも事
実です。
このことを考えると、管
内の事故は、まだまだ防げ
る要素が強いのではないか
と最近感じております。
微力ながら、私の推進員
としての活動が、交通安全
のお役にたてればと思って
おります。
私もドライバーの一員と
してハンドルを持つときは、
以前より増して安全運転を
心掛けていきたいと思いま
す。

しました。
一之

リートから国道５号線を通り渡島総合振
興局へ戻ってくる約１時間のパレードを
実施、
「飲酒運転根絶」を呼びかけて終了
根室地区

コール）において渡島地区では７月13日
に「根絶！飲酒運転 セーフティコール

ドライバーをはじめ、道路を利用する人々が
交通安全の意識を高く持ち行動することの
大切さを感じています。

ック協会など車両15台の参加により実施

交通安全推進員の

動期間中の全道統一行動日（セーフティ

けながらなんとか仕事をする日々でした。

から早１年６か月が経とうとしています。

みなさんのために何ができるであろうか…

交通安全推進員に平成 年４月から就き、

全推進員の木村です。

みなさん、こんにちは。宗谷地区交通安

交通安全推進員として〜

根絶！飲酒運転 セーフティ
コール車両パレードの実施

がどれだけあり、どんな活動を行っているか

12

7
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月の砂川市の国道での飲酒運転による交
通事故死の発生をうけ、夏の交通安全運
一枝

車両パレード」を実施し、広く地域住民
27

丸山

昨年７月の小樽市の海水浴場・本年６
宗谷地区

木村

渡島地区交通安全推進協議会

26

り、運転代行業者４社、函館地区のハイ
ヤー会社４社、函館バス、函館地区トラ

声

地域交通安全実践活動ニュース

ひとりでも まもるよやくそく みぎひだり

後志地区���������������������������������������������������������� 寿都町

胆振地区���������������������������������������������������������� 室蘭市

「第21回ライダーズミーティング in 寿都」が８月９日に開催
されて、道内外のバイク愛好家が集まり交通安全パレードが行
われました。
「全てのバイク乗りへの交通安全の呼びかけと意識の高揚」
などの趣旨を掲げ、オートバイ約50台、約60人が参加し、警
察車両を先頭に交通安全旗を付けた愛車で弁慶岬から寿都温泉
ゆべつのゆまでの国道沿いをバイクで走行しながら交通安全の
啓発が行われました。

秋の行楽期ならびに輸送繁忙期に向けて、市民総参加による
室蘭市交通安全人と旗の波運動（沿道からの街頭啓発・車両パ
レード・市民の集い）が９月８日（火）に実施されました。「む
ろらん広域センタービル」前の沿道では、胆振総合振興局・胆
振教育局・室蘭市の職員等、約250名が人と旗の波街頭啓発に
参加し、小旗や交通安全旗、横断幕を掲げ、道行く市民や通行
する車両に対して、交通安全を呼びかけました。

上川地区���������������������������������������������������� 南富良野町

オホーツク地区���������������������������������������������� 西興部村

夏の交通安全運動期間中の７月13日にセーフティコールを
実施しました。小雨が降る中、交通安全推進委員、老人クラブ
及び婦人会より31名の協力をいただき、国道38号沿い「南ふ
らの道の駅」前で、通過車両に安全運転をアピールするため
「旗の波作戦」を行いました。

西興部村は「交通事故死ゼロ８,000日達成（平成28年12月
25日）
」を目指して交通安全運動を展開しています。昨年から
始めた「旗の波運動」は、オホーツク海から日本海までの北海
道を横断する国道239号線沿線で交通安全旗を振る運動です。
これは交通安全運動に欠かせない皆で取り組む一体運動であ
り、その延長線上に無事故があると思っています。

平成27年10月号
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