
平成23年度

交通安全
｢山形路いつも心に思いやり｣

県民運動
実　施　要　綱

～人も車も自転車も交通ルールを守りましょう～

県民一人ひとりが交通事故の危険性を十分認識し､交通ルールの遵守と交通マナーア

ップの実践を推進することにより交通事故を防止し､安全で安心して暮らせる交通社会

の実現を目指す｡

最重点事項

高齢者の交通事故防止

○いつもの道でも油断せず｢いつでも.どこでも安全確認｣をしましよう 

○夕方からの外出は､｢見られて安全｣明るい服装で､ピカピカ光る夜光反射材を身に着けましょう 

○交通安全の声がけや見守る活動など､地域ぐるみで高齢者を交通事故から守りましょう 

重点事項

1飲酒運転の撲滅

○飲酒運転をrLしない､させない､許さない｣を徹底しましよう 

○家庭､職場､1地域から飲酒運転を絶対に出さない声がけを徹底しましよう 

2　子どもの交通事故防止

○大人が手本となり､子どもに正しい交通ルール､マナーを身につけさせましょう 

○子どもを見かけたら､その動きに注意しましよう- 

3　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

○乗員みんなの"命綱"､全ての座席で必ずシートベルトを着用しましよう 

○幼児を乗車させるときは､必ずチャイルドシートを正しく着用しましよ.ラ 

4　道路横断時.交差点における交通事故防止

歩行者 ��ｹ;刋�/���&h+X.h*H,h+x.�,h*ｸ,ﾚH訷.(ｯ�9�,Yk隕ﾘ,��&h+x.�8輊ｧh麌/�+X-ﾈ+X.h*B�○道路を横断するときは､｢いつでも.どこでも衰牟確認｣を徹底しましよう. 

○夜尭反射材等を活用し､-運転手に自分の存在を知らせましょう 
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て歩行者を安全に横断させましょう 

○子どもや高齢者を見かけたら､その行動に注意する■とともに､横断歩道以外の場所で 

も｢止まって､渡してあげる｣思いやり運転をしましよう 

○｢しっかり止まってはっきり確認｣を実践しましよう 

○前をよく見て運転に集申しましょう 
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けや見守る活動などを実践しましよう 

主唱　山形県交通安全対策協議会



区.分 偬I5��I�倬hﾘ��

家庭では ��ｸ彿��*�.�-ﾘ,Xﾏ�,ｨ8ｸ�ｸ8ｸ�荿,ﾉ�ｨ*ｨ*�,ﾉ�I���

○子どもや高齢者に対する安全な横断指導 
○道路横断時の意思表示と横断歩行者の保護意識向上の推進 
○衣類.靴.カバン等の夜光反射材の貼付及び夜光反射材付きの日用グッズの普及促進 
○全ての座席におけるシートベルト.チャイルドシート着用の徹底 
○家庭から飲酒運転を出さない声がけの推進 

地域では ��ｸﾏ�,ｨ���8ｻ8�亥�����ﾈﾋ�ﾅ鶫�)�8ｭHﾏ�zﾈﾅ笙9�,ﾈ､ｨﾜ8,�.h.佰�,ｨ���8ｻ8支,ﾉ�I���

○交通安全マップ作成等による子どもと高齢者の交通安全対策の推進 
○道路横断時の意思表示と横断歩行者の保護意識向上の推進 
○高齢者世帯の訪問指導､直接貼付活動等による夜光反射材の活用促進 
○全ての座席におけるシートベルト.チャイルドシート着用の徹底 
○地域から飲酒運転を出さない気運の醸成促進 
○あいさつ､交通安全の一言声がけなど､地域ぐるみで子どもと高齢者を守る運動の推進 

学校では ��ｹ,ｨｧx鳧,ﾈﾏ�,ｨ���8轌;�,�.h.佰�,ｨ8ｸ�ｸ8ｸ�荿,ﾉ4�.ｨ�ｸ��&h鳧,ﾈ�8輅Uﾈ麌,ﾉ4�.｢�○自転車乗用の交通安全指導の推進､自転車の点検整備の推進と自転車保険の加入促進 
○通学路等の交通危険箇所の点検による安全対策の推進○夜光反射材の活用促進 

職場では ��ｹ�X�ｨ*�.�-ﾘ,Xﾏ�,ｨ8ｸ�ｸ8ｸ�荿,ﾉ4�.ｨ�ｺ(+X,�*�.���/�ﾊ�,H暮5ﾚ8,ﾉ~8ﾗ2�

○｢みんなで声だし安全確認｣､｢目で確認!大きな声で安全確認!｣運動の推進 
○横断歩行者の保護意識向上の推進 
○全ての座席におけるシートベルト.チャイルドシート着用の徹底 
○職場から飲酒運転を出さない声がけの推進○ハンドルキーパー運動の推進 
○運転中の携帯電話は｢電源オフ､ドライブモードで安全運転｣の実践の徹底 

運動名 弍ｨｭB�

新入学児童(園児)の交通事故防止強調旬間 滴ﾈ緤?｢��R���Hﾈ��Y?｢粟�茶��?ｨｭB��

春の交通安全県民運動 店ﾈ���?｢��R���Xﾈ�#�?｢粟�茶��?ｨｭB��

飲酒運転撲滅強化旬間 塗ﾈ��?｢��R���hﾈ���?｢粟�茶��?ｨｭB��
〝明るいやまがた〟夏の安全県民運動 度ﾈ�#�?｢盈ｘ��以�#�?｢�7鋳��5�ﾈ隴B��

秋の交通安全県民運動 祷ﾈ�#�?｢��R���佇�3�?｢粟�茶��?ｨｭB��

高齢者の交通事故防止推進強化月間 ���ﾈ��Y?｢�7著����ﾈ��I?｢以竰��5�ﾈ隴B��

(夜光反射材直接貼付活動キャンペーン) ���ﾈ��Y?｢�7著����ﾈ�#I?｢以竰���?ｨｭB��

年末の交通安全県民運動 ��(ﾈ��?｢盈ｘ���(ﾈ���?｢�7鋳���?ｨｭB��

歩行者保護意識向上ミニキャンペーン �8ﾈ��Y?｢盈ｘ��8ﾈ��y?｢�7鋳�9?ｨｭB��

交通安全の日(街頭指導強化の日) 毎月1日､ 15日(土･日･祝日と重なる場合は翌日)

山形県
山形県;簸会
山形県教育委員会
山形県警察
市町村
国土交通省山形河川国道事務所
国土交通省酒田河川国道事務所
山形労働局
山形地方裁判所
山形地方検察庁
東北運輸局山形運輸支局
東日本旅客鉄道株式会社山形支店
東日本高速道路株式会社山形管理事務所
東日本高速道路株式会社鶴岡工事事務所
山形県市長会
山形県町村会
山形県交通安全協会
山形県安全運転管理者協議会連合会
山形県交通安全母の会連合会
山形県踏切道事故防止対策委員会
山形県暴走族対策会議
山形県弁護士会
山形県医師会
日本赤十字社山形県支部
山形県消防協会
山形県婦人連盟
山形県老人クラブ連合会
山形県労働基準協会連合会
山形県社会福祉協議会
山形県身体障害者福祉協会

山形県身体障害者交通安全友の会
国際ロータリー第0800地区
ライオンズクラブ国際協会332--E地区

日本青年会法所山形ブロック協壊会
山形県連合青年団
山形県警親会連合会
山形県警備業協会
山形県PTA連合会
山形県高等学校PTA連合会
山形県連合′ト学校長会
山形県中学校長会
山形県高等学校長会
山形県特別支援学校長会
山形県私立中学高等学校協会
山形県私立幼稚園協会
山形県保育協法会
山形県指定自動車教習所協会
自動車安全運転センター山形県事務所
自動車事故対策枚構山形支所
山形県自動車整備振興会
山形県自家用自動車協会
山形県軽自動車協会
山形県自動車販売店協会
山形県中古自動車販売協会
山形県自動車団体連合会
日本自動車連盟山形支部
軽自動車検査協会山形事務所
山形県二輪車安全普及協会
山形県自転車軽自動車商協同組合
山形県石油商業組合

山形県バス協会
山形県トラック協会
山形県ハイヤー協会
山形個人タクシー協同組合
山形県レンタカー協会
山形県サイクリング協会
山形県農英協同組合中央会
全国共済農業協同組合連合会山形県本部
山形県商工会漣所連合会
山形県商工会連合会
山形県中′ト企業団体中央会
山形中小企業協同組合
山形県農機協会
山形県建設業協会
山形県骨材工業組合
山形県建材業協会
山形県木材産業協同組合
山形県左官工業組合
山形県道路利用者会魚
山形県旅館生活衛生同業組合
山形県麺類飲食衛生同業組合
山形県料理飲食業生活衛生同業組合
山形県賭商生活衛生同業組合
山形県小売酒販組合連合会
山形県酒造組合
山形県高速道路交通安全協議会
山形県鉄道防犯連絡協議会連合会
山形県自動車販売店交通安全対策推進協議会
山形県地域交通安全活動推進委員協譲会
各報道榛関

(以上　90機関･団体)



高齢者の交通事故を
防止するために

平成22年の交通事故発生状況

平成22年 兌ﾙ�ﾃ#�D��増減 

発生件数(件) 途ﾃ3�2�7.593 蔦#���

死者数(人) 鉄��50 ���

負傷音数(人) 湯ﾃ3C2�9,590 蔦#Cr�

昨年は､発生件数､負傷者数とも前年より減少し
ましたが死者数については1名増加しました｡

主な特徴としては
○　高齢者の死者数が増加(対前年比25. 0%増)
○　高弟者の歩行中死者の8割以上が道路横断中
○　高齢ドライバー(第1当事者)による死者が
増加(死者15人､対前年比36.哨増)

などが挙げられます｡

県内交連事故死者数(過去5年間)
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全てのドライバーの皆さんへ

○　運転する際は｢しっかり前を見て｣運転しましょう｡
ぼんやり.塩見､漫然運転は事故のもとです｡

※　平成22年中の交通死亡事故で､自動車運転手の違反
(原図)で最も多かったものは｢前方不注意｣です｡

○　横断歩道は歩行者優先です｡
運転者は､横断歩道や自転車横断帯では､歩行者や自転車が

横断中､又は横断しようとしている時は､歩行者等の通行を妨
げてはいけません｡

※　横断歩道の直前で停止し､歩行者等を安全に横断させるこ
とは､運転者の義積です｡
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夜光反射材(用品)の着用!

○　靴に｢反射シール｣を貼ったり､夜光反射材を使用した傘､帽子等を身に付けましょう｡
○　夕方からの買物には､夜光反射材を使用した買物袋(rエコJlツゲ｣等)を使いましょう｡

高齢歩行者の事故死者数は､午後5時
から午前0時までの間に1 2人と多い｡

夕方､夜間から外出する際は､明る
い色の服装を心かけ､夜光反射材を
着用しましょう｡

道路横断時の左右の安全確認! 

○道鞍を横断するときは､信号機や横断歩道を利用しましよう｡また､横断するときは 
左右の安全をよく確かめましょう.特に.左方の安全確盟をしっかり行いましょう｡ 

○車は遠いものです.｢まだ大丈夫｣は｢もう危ない!｣. 
余裕を持って横断しましよう｡ 

○家の近くでも気を緩めず､しっかり安全を確かめましょう｡ 
○手や横断旗で｢道路を渡ります｣という意思表示を明確にしましよう. 

亡ヽ 

高悪霊芸芸言文の11人様態慧潔:*!2確 
3人 

_宅､鑑映Sが故圭一､モー-.､辻､_~~竃蛸.-..二一二二;=1適意＼.≡_蕊._.悪賢ムー.. 
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愈慧誓雪を要害誓車に至亨:* 

幸を運転する隙の注意 ○車を運転する際は､前をよく見て運転しましよう. ○体調が悪いときはすぐに運転を中止しましょう. ○運転する際は必ずシートベルトを辞めましょう｡ 白����

高齢運転者棲鼓 
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後部座席もシートベルトを忘れずに �*�,H暮5ﾘ+X-ﾈ+X.h*B��
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