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〜

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 
「２０１４交通安全道民総決起大会」
９月

15

動で、９月

日から９月

日まで行われる「秋の全

30

を実践する』との交通安全宣言を行い、総決起大会

ーをしっかり守り、社会の一員として責任ある行動

通安全に対する意識を強く持ち、交通ルールとマナ

株式会社の平野智博様から、『道民一人ひとりが交

続いて、せゝらぎ合唱団による演奏の後、勇建設

表していただきました。

デザイン（ポロクル）の三上貴史様からそれぞれ発

協会の井下堅一様と、株式会社ドーコンモビリティ

交通安全活動事例は、一般社団法人北海道建設業

た。

之道議会環境生活委員長からご挨拶をいただきまし

だくよう挨拶があり、引き続き来賓を代表して森成

機に、より一層の交通安全運動の展開を図っていた

者を一人でも多く減少させるために、この大会を契

全活動に感謝するとともに、悲惨な交通事故の犠牲

城信之道警察本部長から、日頃からの熱心な交通安

主催者を代表して、川城邦彦道環境生活部長、室

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

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２０１４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

19

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、道庁赤レンガ前庭で、

夏の交通安全運動
「道民の集い」


７月

本委員会吉野筆頭副会長並びに北海
道交通安全協会北森専務理事から夜
光反射材等がプレゼントされました。
最後に、北海道ハーレー警ら隊に
よる札幌市内パトロールの出発式を
行い、松井副隊長から交通安全の呼
びかけに対する決意表明をいただき
ました。

夏の交通安全運動
「セーフティコール」


第


回「バイクにフレンドシップ
ｉｎさっぽろ」

日、岩見沢サービスエリア

居眠り事故防止街頭啓発

７月

下り線で、関係機関・団体と連携し

て、街頭啓発を実施しました。この

啓発は、道民一人ひとりが安全運転

を実践していただくことを目的とし

れました。これからの季節、道内で

り、交通安全啓発パレードが実施さ

日本二輪車普及安全協会が主体とな

赤レンガ走友会
「
 第 回１００キロ駅伝」

防止を呼びかけました。

防止グッズ等を配布するなど、事故

て、ドライバーや同乗者に、居眠り

この集いは、
「夏の交通安全運動」

も二輪車利用者による交通事故の増

日、道庁赤レンガ庁舎前で、

を道民に広く周知し、道民総ぐるみ

加が懸念されることから、１件でも

毎年７月に会員の親睦と錬成のた

７月

で交通安全運動に取り組むことによ

交通事故を減らすことを目的に、二

め、「 ニ セ コ 〜 赤 れ ん が 庁 舎 間

開催されました。

り、交通事故防止を図ることを目的

輪車利用者約１２０名が参加しまし

１００キロ駅伝」を実施し、今年で

日、道庁赤レンガ西門周辺
で、夏の交通安全運動の全道統一行

た。パレードに先立ち出発式を行い、

全宣言の後、道庁赤レンガ庁舎前を

トアドバイス、代表者による交通安

祭」の折りに、会として１００キロ

して実施された「赤れんが１００年

赤れんが庁舎建設１００周年記念と

として開催されました。
交通事故のない安全で安心な北海

動日「セーフティコール」に、道職員

回目を数えました。この駅伝は、
手旗及び横断幕を掲げるとともに、

出発し、札幌市内をパレードし、交

を１００年間走りつづけようとの思

街頭啓発では、交通安全のぼり旗、
広報ＣＤを流し、通過車両や歩行者

通安全を呼びかけました。

いました。
続いて、鉄道弘済会札幌保育所の

に対し、交通安全を呼びかけました。

道警察音楽隊によるミニ演奏会を行

27

子どもたちが元気に交通安全宣言し、

27
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2

14

道を目指す思いを込めた主催者の川

７月

13

白バイ隊による安全運転ワンポイン

13
等による街頭啓発を実施しました。

11

城邦彦道環境生活部長の挨拶の後、

夏の交通安全運動「道民の集い」が

10

発進は チャイルドシートの 笑顔見て

日、全員が交通安

いで始めたものです。
本年は、７月
全ゼッケンを着用し、ニセコ山系の

るなど街頭啓発を実施しました。

休憩を取るよう安全運転を呼びかけ

自転車安全日街頭啓発

ました。

育を実施し、安全意識の向上を図り

毎月第１・第３金曜日の「自転車

世代間交通安全交流事業

が庁舎までの１００キロを、途中中

安全日」に、札幌市内各地で啓発活

麓を６時半にスタートして、赤れん
山峠道の駅で交通安全の啓発物品を

７丁目会場内で、関係機関・団体と

ミ ナ ル で、 小 樽 市 を 始 め、 関 係 機

８月８日、小樽市のフェリーター

を始め、子どもと親（保護者）全員

体験型学習による交流など、高齢者

察署の講話の後、交通安全クイズや

日

地下鉄澄川駅周辺

◦８月１日 地下
 鉄南郷 丁目駅周辺
◦８月 日 地下鉄豊平公園駅周辺
厚別警察署前

◦７月

周知とマナーの向上を図りました。

者の交通事故の防止や交通ルールの

反射材の貼付を実施し、自転車利用

転車リフレクターの取付け及び夜光

ている自転車に対する指導警告や自

により歩道走行その他違法行為をし

警察官や各関係機関・団体の職員等

この啓発では、交差点等において、

動を実施しました。

年度の新たな

配布するなど、交通安全啓発を行い

バイクの日街頭啓発

この事業は、平成

事業として、高齢者を始め、子ども

と親（保護者）が世代の垣根を越え

て相手への理解と思いやりを深め、

交通安全について「自ら参加し、考

え、学ぶ」という趣旨で、９月９日、

北見交通安全研修センターで、北見

市を始め、関係機関・団体と連携し
ながら、実施しました。

ともに、街頭啓発を実施しました。

関・団体と連携しながら、来道した

が楽しみながら学べる、実践的かつ

18

◦９月５日

15

18

ながらリレーで夕方４時頃になるゴ
ールを目指して走りつなぎました。

飲酒運転根絶街頭啓発
８月１日、札幌市中央区大通西７

名が参加し、北見警

来場した方々に、飲酒運転根絶啓発

ライダーに三角フラッグや啓発資材

地域の交通実態にあった交通安全教

当日は、約

うちわ等を配布し、飲酒運転根絶意

等を配布し、疲れや眠気を感じたら

丁目「さっぽろ大通ビアガーデン」

識の向上を図りました。

50
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27

お互いに もてたらいいね 思いやり

北海道交通遭難者慰霊・交通安全祈願式の開催

回北海

及び北海道交通遭難者家族の会について

日、滝川市東公園において「第

27



６月

道交通遭難者慰霊・交通安全祈願式」が行われま

黙祷の後、北海道交通安全協会会長ほか２名の

した。

方から慰霊のことばがあり、参加者全員が献花し、

年から「北海道

交通事故の犠牲になられた方々を慰霊し、交通事

交通遭難者家族の会は、昭和
63

故防止と交通安全を誓いました。

交通遭難者慰霊・交通安全祈願聖観音菩薩像」の

下、この祈願式を他３団体と共催で行い交通遭難

者の供養を行っているほか、交通安全運動への参

加や、会独自で行っている旗の波運動などの街頭

啓発を通じて交通事故の根絶を図るための活動等

日に滝川市で行

道内の交通遭難者のご遺族の皆様、この家族の

を行っています。

会へご加入いただき、毎年６月

われる慰霊・祈願式にご参列しませんか。

加入申込み等については、滝川市役所くらし支

援課までお問い合わせください。

☎０１２５︲２８︲８０１２（直通）

◆◆◆◆◆

28

28

交 通 事 故 死 ゼ ロ 日 数 顕 彰 ◆◆◆◆◆

７月
1000日▶鹿部町、中札内村
700日▶砂川市、比布町、
下川町、増毛町、
初山別村、美幌町
500日▶長沼町、根室市
300日▶美唄市

８月

９月（予定を含む）

1500日▶礼文町
700日▶上川町、訓子府町
500日▶奥尻町、本別町
300日▶北広島市、石狩市、
網走市

1500日▶秩父別町
1000日▶天塩町
700日▶南富良野町、美深町、
幕別町、白糠町、
浦臼町
500日▶黒松内町、登別市
300日▶赤平市



皆様からのご支援
ありがとうございました。

（敬称略）
【交通安全運動支援資金】

■寄附（１口）
８月

住 所
団 体 名
初山別村 初山別村交通安全協会初山別支部

金額
（円）
8,240

【交通遺児育英資金】
■寄附（４口）
６月
８月

住 所
個人・団体名
石狩市 中村 照男
札幌市 植村 泰也
札幌市 植村 泰也
札幌市 北海道リース株式会社・
北海道リース株式会社社員会

■募金（5口）
７月

８月

金額
（円）
5,774
2,000
2,000
500,000



住 所
団 体 名
札幌市 株式会社アペックス
寿都町 ライダーズミーティングin寿都実行委員会
紋別市 紋別市交通安全運動推進協議会
栗山町 一般社団法人札幌地区トラック協会
南空知支部
七飯町 函館カスタムカー愛好会

金額
（円）
9,029
74,000
31,726
105,480
12,834

■箱募金（1口）
８月25日

７月

北海道リース株式会社

4

鹿追交通少年団

団

体

名

金額
（円）
56,284
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いい老後 元気生きがい 交通安全

①

帯広市

ろであり、宣言受付は現在も継続し

者を得て関心の高さを実感したとこ

付 し、 合 計 で ２、３ ２ ４ 名 も の 賛 同

無くしてほしいものです。

無邪気な笑顔で、悲惨な交通事故を

メッセージを書き込む子供たちの

きるだけ多くの児童が家族へメッセ

これからも、本事業を継続し、で

（十勝総合振興局）
ています。

本年度は、更なる高齢者事故防止

手法として、当局職員が小学校で

拠点」十勝を発信するキャラクター

なお、このキーホルダーは「食の

ージを伝え、交通安全意識の醸成と、

の交通安全教室や自治体イベントに

である「ぶたどんまん」を用いてい

対策として、新たに「とかち交通安

を占めており、高齢のドライバーや

伺い、児童に対して交通安全啓発を

ます。

事故のない安全で安心な社会を目指

歩行者の交通事故を抑止する必要が

行うとともに、夜光反射材を貼った

全メッセージ作戦」として、当局独

あります。高齢者には、家族や知友

キーホルダーを渡し、そのキーホル

していければと思っています。

れ、畑作や酪農を中心とした農業が

人等身近な人から声かけなどのアク

ダーの裏に児童が交通安全メッセー

自に事業展開を行っています。

盛んな北海道一の畑作地帯で、日本

ションがあると、安全運転や道路横

ジを記入し、児童から家族、特にお

高齢者の交通死亡事故
ゼロをめざして


最大の食料基地としての役割が期待

断の際に信号機のある道路・交差点

じいちゃん、おばあちゃんの高齢者

差点での一時停止標識を見落とすな

スピードオーバーや信号機のない交

これは、家族、知友人などの近し

全運転呼びかけ宣言」を行いました。

ド ラ イ バ ー 対 策 と し て、「 と か ち 安

施した「メッセージ

イベント会場で実

す。

事故を無くしていこうというもので

管内面積は、

町２村で構成さ

される地域でもあります。

を渡るよう心掛けるなどの効果があ

に渡してもらい、家族ぐるみで交通

十勝管内は１市

積を誇り（岐阜県よりも大きい）
、平

ると思われます。

振興局中最大の面

野部面積も広いので、道路も直線が

どの、
「田園型（十勝型とも呼ばれて

い関係者が高齢ドライバーに対し、

作戦」では、沢山の

安全意識の醸成を図り、悲惨な交通

このため、平成

いる）
」事故で死亡するなど、重大事

車を運転するときに「スピードを出

親子連れが訪れ、終

年度に、高齢の

多く、郊外まで舗装化が進んでおり、

故に至る場合も見られます。

さないでね！」、「事故に気を付けて

了予定時間前にキー

人が亡

ね！」などの注意喚起（呼びかけ）

ホルダーが完売？し

年には交通事故で

くなり、そのうち高齢ドライバーが

を行い、事故を未然に防止すること

平成

起こした事故での死者数は５人で全

閉店となる嬉しい事

ージやメール及びファックスでも受

らうとともに、総合振興局ホームペ

し、賛同者から宣言書に署名しても

れたものと思います。

戦」の趣旨に賛同さ

方が「メッセージ作

態も見られ、多くの

を目的に行ったものです。
市町村をキャラバンで戸別訪問

体の ・８％を占めており、歩行者
ております。
歳以上の高齢者人口

の交通事故でも高齢者が６人死亡し

21

5
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25

16

14

65

・７％（１月１日現在）

十勝管内の
は全体の

26

19

25

23

思いやり 乗せてゆっくり ふむペダル

②

釧路町

もあり、特に、春と秋の交通安全運

を始め、各関係機関の積極的な協力

警察署並びに釧根地区トラック協会

の取組を積極的に進めていきます。

関・団体と連携を図り交通安全啓発

を目指して、これまで以上に関係機

年４月

日に開催された交

動期間では、組織的に展開していま

（釧路総合振興局）
す。
平成

町に接しています。

西は釧路市、南は太平洋、北は標茶

管内の南部に位置し、東は厚岸町、

釧路町は、北海道の南東部、釧路

り ま す。 ま た、「 北 太 平 洋 シ ー サ イ

となっている昆布森地区となってお

し良質の昆布、さけ・ます漁が中心

の基幹産業であり、３つの漁港を擁

意識の高揚を図りました。また、町

行者に安全運転を呼びかけ交通安全

の交通安全看板により、運転者や歩

指す日」に伴い、旗の波運動や大型

総面積は、２５４・１２㎢で、総面

間の特異な海岸美は一見の価値があ

を開催し交通安全指導員の協力のも

路ほくげん大根」としてブランドを

太地区、広大な釧路湿原を擁し「釧

表する一大商業集積地となるセチリ

地からの観光を目的とした交通量も

それに伴い釧路管内を始め、道内各

道３９１号の３路線を擁しています。

う国道２７２号、標茶町に向かう国

ーターを活用した、より実践的な体

高齢者大学を対象に自転車シミュレ

的確に対応するため、平成

齢者が占める厳しい交通事故情勢に

ています。

ルールを守ることの大切さを確認し

道での正しい渡り方などの交通安全

と、自転車の正しい乗り方や横断歩

号、中標津町へ向か

確立した農業の中心地である遠矢地

多く、季節を通じて交通事故も多く

年には、

し木工業、鉄工業などが行われ、保

内２件が、死亡事故となってしまい、

今後も、交通事故は人災であるこ

「みんなの笑顔が輝く安心のまち」

交通安全への認識を常に心に持ち、

とを念頭におき、町民一人ひとりが、
交通安全運動の取組として、釧路

悲惨な交通事故を１件でも減らすこ
央地区、主に漁業を中心とし、当町

健福祉センターあいぱーるを中心と

24
とが、必要となっています。

験型取組を実施しました。

近年、交通事故死者数の半数を高

区、
「日本一遅い桜まつり」が開催さ

年に

発生しています。また、平成

市を結ぶ国道

当町の交通状況は、釧路市と根室

所となっています。

り、毎年数多くの観光客が訪れる名

積の約
す。 ま た、 人 口 は、 平 成

年で

・８％は山林となっていま

ドライン」にある、当町の約

内の小学校では、毎年交通安全教室

な取組として「交通事故死ゼロを目

通安全街頭啓発では、毎年、全国的
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㎞区

みんなの笑顔が輝く
安心のまち釧路町


26

れ行政の中心的役割を担っている別

件の交通事故が発生し、その

25

した福祉の拠点とされている東陽中
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は、

当町の特徴として、釧路管内を代

２０、
５０５人となっています。

25

保地区、陸上自衛隊釧路駐屯地を擁

44

74

にっぽんを じまんしようよ 事故ゼロで

佐藤正規

日高地区

お年寄りまで参加して国道
での交通安全啓発活動を展
開しました。
安 全教 育の基本は家 庭・
学 校・地 域 が一体 と なって
「命の大切さ」や「思いやり
の心」を育むことが大切であ
ると思います。
管内では、
「高齢者交通事
故防止検証マップ」作成時に
事例が少なく、今 年は作成
が難しい状況かなと思ってい
ましたが、昨 年 暮れから春
先にかけて、５名の高齢者が
道路横断中の死亡事 故が４
件 連 続して発 生しました。
主に、事 故 発生時は日没 後
で薄暮のため、ドライバーか
らは歩行者が非常に見 えに
くい状況で起きた事 故でし
た。管 内としても高 齢 者対
策が急務となってきました。
悲惨な交通事 故防止のた
めに多 くの関 係 機関・団 体
が連携・協力しあい地域に密
着した様々な手法で啓発活
動している中で「安全・安心
な社会の実現」に着実につな
がっていくことを信じ、交通
事 故対策には、特効 薬はな
く地道な活動を継続して行
うことが大切に思います。



金子智湖
檜山地区

誰もが皆かけがえのない
たった一つの尊い命

声

互いの家に入っては遊び道
具を持ち、走って道路に飛
び出す、その危険な繰り返
しに親はハラハラです。左
右確認を何度教えても、楽
しさには敵わない様子です。
 しかし親は、子供達が親
の手から離れるまでに「車
の恐ろしさ」を教えなけれ
ばならないので、何度も言
い聞かせました。そのうち、
お友達の一人が車にすごく
気をつけるようになり、１
歳の次男を誘導してくれる
姿を目にしました。
次世代を担う子供たちを
悲惨な交通事故から守るこ
とは親はもちろん、社会全
体の責任でもあります。子
供の特性を理解し、子供達
に危険の予測と回避を理解
させることは根気のいる仕
事だと気づかされました。
命の大切さや他者への思
いやりも学べる交通安全教
育、交通安全推進員として
母として学びながら地域の
住民に伝えていきたいです。
交通安全推進員を務めさ
せていただくことが決まっ
た今年４月。３年前の東日
本大震災を思い出し「想定
外をなくし地域の交通事故
を防ぐんだ！」と決心し、
今日まで事務局長をはじめ、
皆様のご指導ご鞭撻の元
「交通安全」と向き合って
きました。
私には５歳と１歳の息子
がおり、子育ての中で、交
通事故の危険を感じる場面
が多々あります。夏休みは
子供達を連れ、毎日のよう
に近くの祖父の家に遊びに
行っていました。実家は道
路沿いにあり、道路をはさ
んで遊び友達がいます。お

交通安全推進員の

オホーツク地区交通安全推進協議会
地域から悲惨な交通事故をなくそうと、
秋の全国交通安全運動に先駆けて「平成
26年秋の全国交通安全運動総決起集会」
をオホーツク総合振興局・道警北見方面
本部主催、オホーツク地区交通安全推進
協議会共催で、９月19日、網走市エコー
センターで管内の交通安全関係団体など
関係者120人が参加し開催しました。
主催者挨拶の後、大空町寿老人クラブ
連合会 森進会長が、「高齢者のリーダー
として、地域の高齢者が交通事故の犠牲
にならないよう、交通安全に対する理解
を深め、地域への交通安全の輪を広げて
いきます。」と力強く交通安全宣言を行
い、その後、当管内出身でテレビ・ラジ
オ等で幅広く活躍している、講談師 神
田 山陽 様から交通安全にまつわる講話
をいただき、家庭、学校、職場、地域な
どを通じて、交通安全意識を高め、考え、
行動することが大切であることを確認し
ました。
この後、参加者全員で街頭啓発を行い
ました。


地道な活動の継続

平成26年秋の全国交通安全運動

総決起集会

交通安全推進委員に就い
てはや２年が過ぎ、地域の高
齢者との親睦と肥満解消の
ためパークゴルフを楽しんで
います。
学 校 教 育に携 わったもの
として、安全教育は「交通安
全指導」及び「地震・火災を
想定した避難訓練」どちら
も自他の命の大切さを考 え
ると共に自分の命 を自分で
守るための行 動が取れるよ
うに指導してきました。
「交
通安全青空教室」では、地域
の子ども達の生活圏で実 際
の通学 路を使用して「 道路
横断の安全確認」や「自転車
の正しい乗り方」を関係機関
の連携のもと実施し、適時そ
の場で指導してきました。
自 治 会でも、春 と秋の２
回、
「交通安全テント作戦」
と銘 うって地域の幼 児から
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地域交通安全実践活動ニュース

事故のない 明るい未来は 君の手で

..................................... 千歳市
石狩地区����������������������������������������������������������
檜山地区
乙部町

渡島地区�������������������������������������������������������
オホーツク地区......................... 小清水町
長万部町

乙部町つくし保育園の園児が７月16日、ドライバーの皆さ
んに安全運転を呼びかけました。渡されたプレゼントは、園児
が一生懸命作ったお守りと、乙部町に縁のある森久子さん（函
館市在住・95歳）が交通安全への願いを込めて毎年作成し贈
呈されている爪楊枝入れです。
子どもからお年寄りまで、みんなの思いが込められた街頭啓
発でした。

８月１日、国道５号線ドライブイン街において、「セーフテ
ィロード IN 道南」を実施しました。これは、函館方面管内に
おいて連続発生した二輪車事故に伴い、二輪車の流入が増加
する時期に合わせ、管内２市19町村が一斉にオリジナル交通
安全フラッグを配付して、ライダーに交通事故防止を呼びかけ
るのもです。この日は、町のキャラクターまんべくんも参加し
て、交通安全指導員とともに交通事故防止の呼びかけをしまし
た。

オホーツク地区������������������������������������������������� 清里町

留萌地区���������������������������������������������������������� 増毛町

清里町では例年、清里保育所、やまと幼稚園、斜里警察署、
交通安全活動推進委員会と連携し交通安全街頭啓発活動を実施
しています。
今年は、子どもたちと清里町のゆるキャラ「きよっぴ」で、ド
ライバーに啓発資材を手渡し交通安全の呼びかけを行いました。
子どもたちとドライバーは、街頭啓発活動を通して交通安全
の大切さを学びました。

増毛町では、夏の交通安全運動期間の７月18日に、町交通
安全協会や同協会女性部会、町交通指導員など14名で「交通
安全サクランボ作戦」を実施しました。
当日は、女性部会から増毛町特産のサクランボと交通安全パ
ンフレットなどを運転者（約100名）に「安全運転でお願いし
ます」と手渡し、交通安全を呼びかけました。

平成26年10月号
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