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〜
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定時社員総会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。
本日は、時節柄大変ご多忙中にもかかわらず、ご臨席を賜りま
した御来賓の方々に、厚くお礼申しあげます。
また、会員の皆様におかれましても、何かとお忙しいこの時期
に、全道各地からご参集いただきまして、心から感謝申し上げま
すとともに、日頃から、それぞれの立場で、交通安全運動に熱心
に取り組まれ、ご活躍されておりますことに対し、深く敬意を表
する次第であります。
本委員会は、交通事故のない平和で明るい郷土北海道を築くた
め、会員である道内市町村や、関係機関・団体の皆様方と、連携
を深めながら、交通安全運動を積極的に展開しているところであ
ります。
さて、平成 年の北海道内の交通事故死者数は、１６９人と、
８８９人に達した昭和 年の５分の１まで減少したとはいえ、未
だにたくさんの尊い命が失われております。
特に、交通事故による死者数の約半数を占める高齢者の事故防
止対策や、飲酒運転による交通事故防止への取り組みなど、課題
もまだまだありますので、今後においても適切に対応し、悲惨な
交通事故を一件でも減らすよう一層努めて参ります。
平成 年度における交通安全運動につきましては、北海道交通
安全総合対策本部が策定した推進方針に基づき、道や市町村をは
じめ、関係機関・団体と連携を密にし、創意と工夫を凝らし、効
果的な事業を積極的に展開して参りますので、皆様方のご理解と
ご協力を、お願い申し上げる次第であります。
また、交通遺児育英事業につきましては、修学意欲のある交通
遺児等の皆さんが、経済的理由でその道が閉ざされることがない
ように、引き続き、しっかりと支援をして参りたいと考えており
ます。
結びに、皆様方の今後益々のご発展と、ご健勝をご祈念申し上
げ、開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。
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毎月 15 日は「道民交通安全の日」

平成
平成

年度定時社員総会

年度定時社員総会が６月４

日、ホテルポールスター札幌で開か
れました。
総会に先立ち、交通事故により尊
い命を失われた方々のご冥福をお祈
りし、黙祷を捧げました。

年の交通安全運動においては、

事業計画の概要

北海道交通安全推進委員会
平成 年度事業計画（概要）
Ⅰ
平成
北海道交通安全総合対策本部が策定した
「平成 年における交通安全運動の推進方

（関係機関等との連携事業）

（１）
シートベルト全席着用

交通安全運動の展開 

（２）
スピードダウン運動

２

自主交通安全推進事業 
（公益目的事業１）

事業計画
第１

Ⅱ

交通安全意識向上事業

（３）
飲酒運転根絶運動


１

（１）交通安全地域指導者セミナー

（５）
交通安全の日等の運動

（４）
居眠り運転防止

（２）交通安全研修会等への講師の
派遣

（６）
特別対策

高齢者の交通事故防止事業

第３

交通遺児育英事業 
（公益目的事業３）

（３）広報啓発活動支援事業

（２）新聞紙面を活用した広報活動

（２）
奨学金募集等事業

（１）
資金造成事業

交通遺児就学助成事業

及び「デイ・ライト実践」の７大セーフテ


１

交通事故防止支援事業

３

調査・研究事業
（１）交通安全推進員の設置

（２）
デイ・ライト事業の点灯率調査

２

（３）交通安全推進員の研修

交 通 事 故 〜め ざせ 安 全で 安 心 な 北 海 道
止」
、
「飲酒運転根絶」
、
「シートベルト全席

〜」のもとに、通年運動の「高齢者事故防

（１）交通安全総決起大会の開催

３

針」で、年間スローガン「ストップ・ザ・

着用」
、
「スピードダウン」
、
「自転車走行ル

堰八義博会長の挨拶の後、荒川裕

ール・マナーアップ」
、
「居眠り運転防止」

生道副知事、安藤邦夫道議会環境生
活委員長、中榮高広道警本部交通部

ィキャンペーンを引 き続 き展開してまい

（３）
広報啓発活動事業

広報事業

長にご挨拶をいただき、また、御来
賓の山本広海道教育庁教育部長をご
紹介しました。

（４）
称賛事業

表彰事業
（交通安全の顕彰）

４

（５）
奨学金返還未納者調査

（４）交通安全ニューメディア啓発

更に、４期 日の期別運動、
「交通事故

（１）ゼロ運動顕彰

ります。
死ゼロを目指す日」等の交通安全の日運

特例奨学金
（給付金付き）
制度 

（平成 年４月１日導入）

貸付を受けた奨学金の ％返
（１）
還 時、残 り ％ を 本 委 員 会 か

ら給付し返還を完了します。

返 還 期 間 は、最 長 歳に達す
（２）

る月までとします。
（最短 年）

作文募集事業

る場合には、協議します）

月返還額は、原則５，０００円
（３）

以上とします。
（特殊事情があ

３

交通安全推進団体交付金事業 
（その他事業）

地区活動の充実

母親交通安全活動の強化

管理事業
（法人会計）

３

２ 地区交通安全独自活動への支援

１

第４



第５
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2

次に、渡邉修道交通安全指導員連
絡協議会会長を議長に選任し、議事

（３）母の会会員表彰

（２）指導員・奉仕員表彰
（４）一般表彰

動、交通死亡事故が多発した際に発表さ
れる「警報発表時の運動」等について、道

（５）業務貢献表彰

では、報告事項１件の説明のあと、

と緊密に連携し、創意工夫を凝らした効

交通安全活動支援事業 
（公益目的事業２）

や市町村をはじめとする関係機関・団体

第２

（６）交通安全啓発活動事業

25

30

決議事項１件が原案通り承認されま
した。

また、道民の善意で支 えられている交

（７）幼児の事故防止事業

70

10

果的な事業を推進してまいります。

交通安全啓発支援事業

（２）デイ・ライト運動推進事業

（１）広報啓発活動支援事業


１

行うほか、遺児を取り巻く昨今の厳しい

要な資金の特例給付金付き無利子貸付を

（３）自転 車 の 交 通 事 故 防 止 事 業・
交差点の交通事故防止事業

的な運用を図りながら、遺児の勉学に必

通遺児育英事業については、資金の効果

経済・雇用状況に鑑み、交通遺児の皆さん

（４）期別運動
る地区交通安全推進協議会や北海道交通

（５）交通安全ライブラリー事業
安全母の会の事務局業務を通じ、その活

（８）市町村広報活動の支援事業

更に、交通安全運動の実践的組織であ

の修学に貢献してまいります。

動を支援するとともに、効果的な交通安

2

40

全運動を推進してまいります。

65

27

27
27

27
27

早めから つけるライトで 消える事故

日までの

日間実

間」初日に、札幌市桑園小学校で、
警察官や各関係機関・団体の職員等
日に

により新入学児童と保護者を対象と
した街頭啓発活動を実施し、

を図りました。

活動を実施し、交通安全意識の高揚

は、札幌市立琴似小学校で街頭啓発

10

日の「道民交通安全の日」

道民交通安全の日街頭啓発
毎月
に街頭啓発を実施しました。

「サイクル・セーフティ
キャンペーン」出発式


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、警察官や各関係

年から毎月

日を道民交通安全の日と定め、道民

機関・団体の職員等により歩道走行

北海道では、昭和
総ぐるみで地域の実情に合わせた行

実施し、自転車利用者の交通事故の

ーの取付け及び夜光反射材の貼付を

この度の啓発では、交通安全対策

防止や交通ルールの周知とマナーの

日

ダイエー琴似店周辺

札幌駅北口広場周辺

日

◦６月５日

地下鉄真駒内駅周辺

◦６月

日

◦５月

アリオ札幌店周辺

七者連絡会議が主体となり、旗の波

日・６月

15

◦５月１日

向上を図りました。

日・５月

15

人に交通安全を呼び掛けました。
◦４月

掛けました。

し、自転車利用者の交通安全を呼び

ーの配布、自転車の安全点検を実施

ー等の安全指導や自転車リフレクタ

き、自転車利用者に対する運転マナ

ル・ド・北海道協会等に協力いただ

出 発 式 は 関 係 団 体 の ほ か、 ツ ー

頭啓発・指導を実施しました。

車安全日「自転車マナーアップ」街

ティキャンペーンの一環として自転

向上を図るため、サイクル・セーフ

ほか、交通ルールの周知とマナーの

用者の交通事故、迷惑行為の防止の

運動等の街頭啓発を実施し、道行く

ります。

その他違法行為をしている自転車に

日、大通公園で、自転車利

事に参加する等、日常の中に交通安

４月

17

対する指導警告や自転車リフレクタ

59

全意識が定着するよう取り組んでお

15

15
15

札幌
 市中央区北４条西５丁目
アスティ 付近交差点及び歩道上
45

15

19

3
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新入学（園）期の
安全旬間に伴う街頭啓発

４月６日から

10

施された「新入学（園）期の安全旬

15

外出は 明るい笑顔と 反射材

者心理と被害防止のポイント」につ

木護様から「特殊詐欺における被害

Ｄを流し、通過車両や歩行者に対し、

ぼり旗等を掲げるとともに、広報Ｃ

連絡会議が主体となり、交通安全の

日までの

日間、

交通事故死ゼロを目指す日
街頭啓発

日、道庁赤レンガ西門周辺

広報ＣＤを流し、通過車両や歩行者

手旗及び横断幕を掲げるとともに、

街頭啓発では、交通安全のぼり旗、

等による街頭啓発を実施しました。

事故死ゼロを目指す日」に、道職員

で春の全国交通安全運動中の「交通

５月



交通安全を呼び掛けました。

いて講演がありました。
続 い て、「 テ ツ ａ ｎ ｄ ト モ 」 様 が
「特殊詐欺と飲酒運転の撲滅に向け
た音楽パフォーマンス」を行い、道
民の集いを終了しました。

日から

春の全国交通安全運動期間
街頭啓発


５月

この啓発では、交通安全対策七者

で街頭啓発を実施しました。

ＪＲ札幌駅周辺やすすきの交差点等

春の全国交通安全運動の一環として

10

年「安全安心な

日ま

20

平成

年
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4

11

平成

日、ホテルオークラ札幌で、

 まちづくり」道民の集い

５月

年「安全・安心なま

日から

全 運 動 」 と「 春 の 全 国 交 通 安 全 運
動」の一環として開催し、主催者・
来賓挨拶の後、大通幼稚園の園児た
ちが交通安全・防犯メーッセージを

20

に対し、交通安全を呼び掛けました。

子供と高齢者の交通事故防止
飲酒運転、居眠りなど観光・レジャー型の交通事故防止
自転車・二輪車の交通事故防止
全ての座席のシートベルト・チャイルドシートの
正しい着用

●
●
●
●

運動の
重点

関係機関・団体等から約４５０名が
参加して平成
した。
この集いは、５月

20

での 日間実施された「春の地域安

11

ちづくり」道民の集いが開催されま

27

発信し、次に、岩手大学准教授の鈴

夏の交通安全運動

27

27

11

10

実施期間 7月11日
7月11日
11 （
（土）
土）
土）〜7月20日
7月20日（月）
7

「全道統一行動日」7月13日（月）セーフティコール

ルールむし しん号むしは わるいむし

◆◆◆◆◆

交 通 事 故 死 ゼ ロ 運 動 顕 彰 ◆◆◆◆◆

4月

5月

6月（予定を含む）

1500日▶当麻町

3000日▶占冠村

2000日▶上富良野町

1000日▶沼田町、当別町

1000日▶下川町、増毛町、美幌町

1000日▶訓子府町

500日▶赤平市、共和町、新冠町

700日▶木古内町、更別村

700日▶士別市

江差町、小平町、苫前町

500日▶北斗市、せたな町、豊頃町

500日▶滝川市、平取町、剣淵町

清里町、広尾町、浦幌町

300日▶夕張市、深川市

紋別市
300日▶芦別市

200日▶帯広市

日、占冠村コミュティプ

10

占冠村 ３、０００日達成

５月

ラザで、交通事故死ゼロ３、
０００

日から始ま

21

日達成の表彰状の贈呈式が行われ

年２月

年 ５ 月 ９ 日 で ３、０ ０ ０

19

ました。村内の交通事故死ゼロの

日が、平成

り平成

日を達成したことを祝し、本委員

会会長から表彰状と楯を贈呈しま

した。

27

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（２口）
住

所

4月

札 幌 市 植村

5月

小樽市

■募金（３口）
住
3月
5月
５月15日

個

一般社団法人 空知建設業協会

細川

人

金額
（円）

泰也

2,000

貢

50,000



所

団

体

名

札 幌 市 伊藤組土建株式会社
岩見沢市 一般社団法人 空知建設業協会
七 飯 町 函館カスタムカー愛好会

金額
（円）
10,000
266,000
22,683

〈一般募金〉
〈寄付金〉


■羽根募金（１口）

（敬称略）

団

【交通安全運動支援資金】

5月

■寄付（２口）
住
5月

所

個人・団体名

札幌市

吉野

三郎

石狩市

北海道丸和桃太郎親睦会
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体

名

滝川市交通安全母の会連絡協議会

金額
（円）
41,010

■箱募金（１口）

金額
（円）

団

255,000
5月

64,676

5

体

名

北海信用金庫 白石支店

金額
（円）
3,759

思いやり ゆとりは無事故へ つづく道

標津町
（根室振興局）

広大な牧場が広がる根釧原野を擁す
る風光明媚な地で「日本で最も美し
い村連合」にも加盟している町です。
標津町の面積は、６２４・４９㎢、
人口約５、
６００人が住む漁業と農業
を基幹産業とする一次産業の町です。
特 に 漁 業 で は 町 名 で あ る「 シ ベ
ツ」の語源はアイヌ語で「サケのい
るところ、大川、または本流」を意
味し、早くからサケ・マス、ホタテ
等の増殖事業に取り組み、秋サケの
水揚げは日本一を誇るまでになって
います。

交通安全街頭啓発
標津町は、国道２７２号、２４４
号、３３５号線を基軸に、北は羅臼
町、南は別海町、中標津町と接し、
更に根北峠を境に斜里町にも接して
おり非常に車両通行量の多い町であ
ります。特に輸送繁忙期にはスピー
ドの出し過ぎ、冬期間にはスリップ
衝突による交通事故が懸念されます。
このため、季節ごとの交通安全運

動期間中は街頭啓発に力を入れてお
り、特に秋鮭の輸送繁忙期となる９
月には交通安全協会が中心となり町
内の団体・企業をはじめ交通安全指
導員、警察機関、そして地元標津高
校生も参加しての１００名を超える
大人数での街頭啓発を毎年実施して
おります。通行車両への啓発物資の
配布や旗波運動で安全運転の呼びか
けをするとともに参加者自らの事故
防止・交通安全の意識の高揚を目指
すと共に、高校生の参加により次世
代の車両運転世代への交通安全啓発
にも寄与しております。

シートベルト着用率調査

毎月、交通安全対策の一環とし交
通量の多い国道２７２号線にてシー
トベルト着用率調査を実施しており
ます。調査日は日付を決めず、毎月
抜き打ちで実施し調査時には交通安
全指導車による赤色回転灯の点灯を

行い、シートベルト着用率の向上に
よる死亡事故の抑止、ベルト着用意
識を高めるように努めています。

交通安全教育

毎年、新入学児童には反射材のつ
いたランドセルカバーやバック・交
通安全グッズを配布し春の新入学期
の時期には交通安全指導員を初め町
内会や各団体が街頭に立ち元気に通
学する子供たちを交通事故から守る
とともに、横断歩道の渡り方等の指
導も行っています。
また、幼児教育においては「こぐ
まクラブ」を中心に街頭での信号の
見方などの交通安全指導も実施して
います。

今後も、町内の各組織・団体・企
業等の協力・連携を仰ぎながら事故
の無い安心・安全そして美しい町を
目指して継続した交通安全運動を推
進してまいります。
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目指すは交通事故の無い、
安心・安全で美しきまち標津町！
標津町は北海道の最東端、根室振
興局管内の中心部に位置しています。
本町を中心にちょうど両腕を出す
ように、左手に日本最後の秘境とい
われる知床半島が、右手にはノサッ
プ岬を先端とする根室半島が延びて
います。正面はオホーツク海に面し、
洋上わずか ㎞先には近くて遠い島
国後島が、その大きな姿を見せてい
ます。
また、日本一の砂嘴（海岸から沖
に出た砂の陸地）野付半島が本町を
基部として延びているほか、背後に
24

横断は いくつになっても 右左

胆振地区

村井

交通安全推進員として働
き始めてからは、朝一番、
新聞に交通事故の記事が載
っていない事を願いながら
目を通すのが日課となり、
事故死の記事が無い日はホ
ッとします。また今年の交
通死亡者数と前年同期との
比較にも目を止め一喜一憂
する事も多くなりました。
胆振管内では、前年比３
人減の 人となり過去７年
間 で ２ 番 目 の 少 な さ で、
我々交通安全業務に携わる
者として大変嬉しく思って
おります。これも交通に係
わる関係機関・団体・地域
の方々の事故防止に対する

取り組みがあればこそだと
思います。
しかしながら、私自身車
を運転していると、如何に
無謀な運転をする人が多い
かと気付かせられます。私
の車をあっという間に追い
越し、ウインカーも点けず
に進路変更をする人が多く、
なかには車の間を縫うよう
に走る車がいることです。
私の横で妻も「そんなに急
いでも時間はそれほど変わ
らないのにネ」と話すと全
くそのとおりだと感じます。
他県から来た人が「北海
道の人は合図もせずになん
て無茶な運転をするのだろ
う、怖くて車を運転できな
い」と話されている方もお
られるそうです。他県から
みたら運転しやすい広い道
路、余裕を持って運転して
いただきたいものです。
今後とも悲惨な交通事故
が少しでも減るように、ガ
ンバリたいと思います。

体制になったのは昨年より
とお聞きしました。昨年か
ら交通安全推進員になられ
た方もさぞ同じ体験（週二
日で仕事を理解する難し
さ）を踏まれてきたものと
〝新米です〟どうぞよろしく

思います。日報の整理は最
初から取り組んできたこと
 お願い申し上げます。
なので何とか間違いを減ら
すことができるようになっ
てきました。デイ・ライト
調査、貸出ビデオ・ＤＶＤ
の送受、市町村との諸連絡
等の業務も少しは慣れてき
たところです。一方、出張
の講話を二度経験しました
が、本番は“なるようにな
るさ”の精神でのぞめるの
ですが、準備時間が極端に
少なく気持ちばかりが焦っ
てしまうという現実に遭遇
しました。
こんな二ヶ月間でしたが、
今後は交通安全推進員とし
ての仕事の理解をより深め、
早く自立できるよう頑張り
たいと思う今日この頃です。
幸陽

上川地区

声

交通安全推進員として二
ヶ月が過ぎようとしていま
す。“ 新 米 で す ” ど う ぞ よ
ろしくお願い申し上げます。
この仕事を拝命し、私自身
交通安全に対する意識が高
くなったことをとても喜ん
でいます。北海道における
事故死者の数がどんどん減
少しているのは、関係機関
の方々の並々ならぬご努力
の賜と敬意を表します。
さて、交通安全推進員と
はどんな仕事だろうかと手
探りしながらも未だよく理
解できずに時間だけが経過
しております。聞くところ
によりますと週二日の勤務

穴田

純一

石狩地区交通安全推進協議会
春の全国交通安全運動最終日の５月20
日（交通事故ゼロを目指す日）に道職員
等による旗の波街頭啓発を行い、通行車
両や歩行者に対し、広く交通安全のルー
ル遵守やマナーの向上を呼びかけた。
当日は天候にも恵まれ、道環境生活部、
石狩振興局、石狩教育局、道警察をはじめ
とする交通安全対策七者連絡会議、中央
警察署等の関係者約100名がのぼり旗や小
旗を手にして道庁赤レンガ庁舎前庭に集
合、佐藤くらし安全局長の挨拶の後、全員
が道庁西側の西七丁目通りに移動した。
約150メートル区間での啓発に通行車
両もスピードを落とすなど啓発効果も顕
著に表れ、参加職員自身も交通安全の大
切さを再認識し、一層の交通事故防止に
努めることを誓い合った。
この他、石狩振興局では、５月12日江
別市国道12号線で江別保健行政室、５月
15日千歳市 JR 駅前の道道で千歳地域保
健室と札幌建設管理部千歳出張所の各出
先機関職員と合同で同様の趣旨で街頭啓
発を実施した。


推進員としての 
日々の思い


道職員などが率先して街頭啓発
14

7
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地域交通安全実践活動ニュース

交通安全推進員の

ひとりでも まもるよやくそく みぎひだり

渡島地区����������������������������������������������������������
オホーツク地区......................... 小清水町
八雲町

空知地区���������������������������������������������������������� 沼田町

年間４期行われている「交通安全週間」の期間中、町内主要道路
交差点に北央道路工業（株）が街頭啓発に立っています。登校中
の児童生徒やスポーツ愛好者たちと「おはようございます」と声を
かけ合ったり、行き交う車や自転車に交通安全の啓蒙を図っています。
沼田町では、地域の町内会やPTA・企業等が交通安全期間中の
毎朝、街頭で交通安全の啓蒙を図っており、行き交う人や車に交通
安全の呼びかけやあいさつ運動を行い、地域の力による安心で安全
なまちづくりを目指し活動を行っています。
（写真は、街頭啓発を行
う町内企業の北央道路工業（株）
）

５月11日、国道５号線・八雲自動車学校前で、八雲町交通
安全運動推進委員会を中心に八雲町交通安全協会他４団体と八
雲警察署が連携して「交通事故ゼロを目指す日」をアピールす
るため、
「旗の波作戦」を実施しました。関係団体より46名が
参加し、街頭啓発をしました。

..................................... 千歳市
宗谷地区����������������������������������������������������������
石狩地区
豊富町

釧路地区���������������������������������������������������������� 鶴居村

豊富町では、春の全国交通安全運動中の５月18日に、天塩
警察署、豊富町、豊富町交通安全指導員等から37名で「SS ホ
ワイト作戦」を実施しました。
国道40号線に「のぼり」10本を設置。ぬいぐるみの牛に扮
した北宗谷農協青年部員も参加し、走行車両を停止させ、運転
手、助手席の方々一人一人（約90名）に、牛乳や啓発グッズ
を手渡し、スピードダウン、シートベルト着用をと安全運転の
呼びかけを行いました。

鶴居村では、例年11月に「鶴居村交通安全村民大会」を開
催しています。
交通事故の無い明るい村づくりに向けて、村民が一体となっ
て交通事故防止に取り組むことを趣旨とし、当日は高齢者や村
内企業の職員、行政職員などが一同に集まります。
警察署職員による講話や交通安全宣言などを通し、参加者の
交通安全意識の向上を図っています。

平成27年７月号

公益社団法人北海道交通安全推進委員会 札幌市中央区北５条西６丁目第二道通ビル６階

電話
（011）
221-6666

URL: http://www.slowly.or.jp      e-mail: safety@slowly.or.jp
8

FAX
（011）
221-7873

ゆっくり走ろう北海道 2015-7 No.164

