８個人５団体をたたえ富山県警で伝達式を開催

13

12

条

充

康

２つ目は︑認知機能検査は︑紙に
代えて︑﹁タブレット端末﹂による
検査を行います︒昨年９月から︑運
転免許センターが導入しておられま
すが︑これにより︑検査時間の短縮
が図られるとともに︑検査が個別に
進行することから︑感染症予防対策
にもなると考えます︒
３つ目は︑﹁運転技能検査﹂の実
施です︒受検対象者は︑検査に合格
しなければ免許更新が出来ません︒
ただ︑いきなりの検査は不安が多い
と思われ︑費用がかかりますが︑検
査前に実地講習を受けてから受検す
る方法も計画しています︒
この他︑認知機能検査と高齢者講
習の両方を受ける場合︑２回の予約
方式から︑教習所への１回の予約で︑
同日に受講を可能とする方式に変更
し︑受講者の負担軽減も図ります︒
当協会では︑今後とも︑貴協会や
県警察等の関係機関・団体のご支援
を得ながら︑﹁運転の責任︑命の大
切さ︑運転の楽しさ﹂を皆様にお伝
えし︑地域の安全に貢献して参りま
す︒

会長 中

︵一社︶
富山県指定自動車教習所協会

DXを導入した改正道路交通法への諸対策

当協会は︑公安委員会指定の教習
所を会員とする団体です︒各教習所
は︑初心運転者の育成︑高齢者講習
等の各種講習︑そして︑子供から高
齢者までを対象とした交通安全教室
や広報活動を行い︑交通事故の絶滅
に邁進しています︒
会員教習所では︑例年 月から３
月︑就職・進学を控えた高校生で繁
忙期を迎えます︒本年は特に︑５月
日に改正道路交通法が施行され︑
﹁運転技能検査﹂が新設︑﹁認知機
能検査﹂︑﹁高齢者講習﹂が一部見
直しされることから︑業界として
DX︵デジタルトランスフォーメー
ション︶などを導入して︑対策を進
めています︒
その１つは︑運転免許センターや
貴協会と連携し︑三者を専用の光回
線で結び︑また︑ノートから︑パソ
コンによる受付・管理とします︒こ
れにより︑県下全体の高齢者講習等
の予約状況を共有し︑予約を受けた
ものの︑空きがないため予約を受け
られない場合でも︑他の教習所の空
き情報の提供を可能とします︒

−１−

〜（毎月1日・15日は交通安全県民の日）

無事故の輪

心でひろがる

ゆずりあう

〜

交通安全スローガン

富山県

発行者／公益財団法人富山県交通安全協会・交通安全活動推進センター
No.389 令和４年春号

（一財）全日本交通安全協会・警察庁共催

令和４年１月表彰

交通栄誉章「緑十字金・銀章」等表彰伝達式の開催
〜富山県から8個人・5団体が栄誉の受賞〜

表彰状を受け取る功労者＝富山県警本部

さる１月31日㈪午後２時より富山県警察本部９階大会議室において交通栄誉章「緑十字金・銀章」
などの表彰伝達式が開催され、地域の交通安全や安全運転の推進に貢献した個人及び団体がたたえら
れました。
例年は、秋篠宮皇嗣同妃両殿下のご臨席を仰ぎ交通安全に係わる各分野の関係者
2,000人余が東京都内に一堂に会し開催される「交通安全国民運動中央大会」本会議
の席上で賞状等の授与を行っていましたが、昨年に続き新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止を図るため今年も中止されたため、富山県警察杉本本
部長並びに（公財）富山県交通安全協会永原会長から受賞者の方々に対す
る表彰伝達が行われました。
表彰伝達されたのは、次の皆さんです。（敬称略順不同）

子どもはあなたを

交通栄誉章﹁緑十字金章﹂

−２−

交通安全功労者
石黒 良明︵富山中央︶
小林 寛次︵氷見市︶

〜手を上げる

交通栄誉章﹁緑十字銀章﹂

交通安全功労者
島地 重𠘑︵富山中央︶
谷井 一雄︵富山中央︶
横山 孝志︵富山中央︶
重原 一雄︵南砺市︶
優良安全運転管理者
新鞍 清孝︵富山中央︶
優良運転者
由井 久也︵黒東︶

交通安全優良団体

魚津市身体障害者デイサービスセンター
︵魚津市︶

交通安全優良事業所

有限会社角玄工業所︵高岡︶

交通安全優良学校

上市町立南加積小学校児童会︵上市区域︶

優良交通安全協会

富山中央交通安全協会︵富山中央︶

優良安全運転管理者協議会

黒部市安全運転管理者部会︵黒部市︶

交通安全年間スローガン（運転者・同乗者）

信じてる〜

令和3年中の富山県内の交通死亡事故の特徴
令和３年中の県内の交通事故の発生件数・負傷者数は平成13年以降21年連続で減少しましたが、交通事故
の死者数は、戦後最少となった令和２年の26人と比べて３人増加し29人となりました。
□

令和3年中の富山県の交通事故発生状況（概数）

区
分
人 身 事 故 件 数
死

□

者

令和 3 年
1,971 件

令和 2 年
1,992 件

増減数
−21 件

増減率
−1.1％

29 人

26 人

＋3 人

11.5％

数

高

齢

死

者

19 人

22 人

−3 人

−13.6％

負

傷

者

数

2,269 人

2,309 人

−40 人

−1.7％

物 件 事 故 件 数

27,791 件

25,894 件

＋1,897 件

7.3％

総 事 故 件 数

29,762 件

27,886 件

＋1,876 件

6.7％

交通死亡事故の特徴

⑴死者数に占める高齢者の割合が高い。（死者の年齢層）

65 才以上：19 人（65.5 ％）

死者数 29 人

その他：10 人（34.5 ％）

⑵高齢ドライバーによる事故が増加した。（高齢ドライバーによる事故件数の推移）

6件

令和 2 年中
令和 3 年中

9件

⑶「人対車両」の事故が最も多い（事故類型別死者数）
人×車 11 人
（37.9 ％）

死者数 29 人

車単独 7 人
（24.1 ％）

自転車×車 6 人
（20.7 ％）

車×車 4 人
（13.8 ％）

⑷「自転車対車両」の事故が増加した。（事故の累計型）

その他 1 人
（3.5 ％）

1件

令和 2 年中

6件

令和 3 年中

富山県では全死者に占める高齢者の割合が高い水準にあり、さらに横断歩道を横断中等の歩行中に亡くな
った方が11人と最も多いことなどから、運転手の皆さんは横断歩道に接近した時はもちろんのこと、そうで
ない場所でも横断しそうな歩行者がいないかどうかに注意を払い、早めの発見に努めるとともに、そうした
歩行者を発見したときは「横断しないだろう」と考えるのではなく「横断するかもしれない」と考えて、徐
行や一時停止をして歩行者を事故から守りましょう。また歩行者も信号機に従い横断することはもちろんの
こと、近くに横断歩道があるときは横断する意思を明確に表し安全を確認して渡るようにしてください。

（公財）富山県交通安全協会

富山県警察

〜スマホじゃない
−３−

見るのは前でしょ

令和４年

交通安全年間スローガン（歩行者・自転車）

15

春の全国交通安全運動の実施

間

10

広く県民に交通安全思想の普及・浸
透を図り︑県民一人ひとりが交通ルー
ルを守り︑相手に対する﹁思いやり・
ゆずり合い﹂の気持ちを持って交通マ
ナーを実践するなど交通事故の防止に
寄与することを目的として春の全国交
通安全運動が今年も実施されます︒

期

令和４年４月６日㈬〜４月 日㈮
︻全国指定日 交通事故死ゼロを目指す日︼
４月 日㈰

スローガン

ゆずりあう 心でひろがる 無事故の輪

子供と高齢者の交通安全の日

絶対にしない！させない！
飲酒運転根絶の日
横断歩道おもいやりの日
自転車安全利用の日
シートベルト・チャイルド
シート着用徹底の日

子供を始めとする歩行者の安全の確保
歩行者保護や飲酒運転根絶等の
安全運転意識の向上
自転車の交通ルール遵守の徹底と
安全確保

運動重点

①
②

③

活動重点日

日㈪
日㈬
日㈮

・４月６日㈬
・４月８日㈮

・４月
・４月
・４月
15 13 11

周りでしょ〜

各地区の交通
安 全 活 動 はこ
ちらからもご覧
になれます。

各地区の交通安全活動状況
これらの活動は皆様方からいただいた協力金・賛助金で行っています。
これからもご理解とご協力をお願いいたします。

◆高岡交通安全協会◆

◆立山町交通安全協会◆

◆黒東交通安全協会◆

福岡町特産の菅笠をかぶり、ショッピングモ
ールの来客者に対して、チラシ・グッズを配
布し「シートベルトの着用及びチャイルドシ
ート使用の徹底」を呼び掛けました。

立山町下段保育園で交通安全のつどいを開
催。県警音楽隊員から交通安全メッセージや演
奏を聴き「ゆずりあう 心で広がる 無事故
の輪」を斉唱し交通安全を呼び掛けました。

年末の交通安全県民運動最終日に、入善警
察署正面玄関横に手作りした門松を設置し
て、年末年始の交通事故防止を祈願しまし
た。

◆氷見市交通安全協会◆

◆富山中央交通安全協会◆

◆黒部市交通安全協会◆

藤ノ木こども園の園児による「交通安全
年賀状投函式」を行いました。簡易郵便
ポストに家族等の無事故を願って書いた
年賀状を一人ずつ投函しました。

ショッピングセンターにて「早めライト点灯
で無事故にトラ（寅）イ」と銘打って、来客者
にチラシや干支柄グッズを配布し、夕暮れ時
と夜間の交通事故防止を呼び掛けました。

◆富山南交通安全協会◆

◆魚津市交通センター◆

島尾自治公民館において、
ドライバーに手
作り「エコたわし」や啓発チラシ等を配布し、
やわやわ運転とエコ運転を呼び掛けました。

◆砺波市交通安全協会◆

砺波市出身の東京パラリンピック車椅子バ
スケの宮島選手を一日警察署長に委嘱し、
市内の３事業所を訪問して飲酒運転防止に
関するメッセージを伝達しました。

◆南砺市交通安全協会◆

「マナーup・チェックup・ライトup」を啓発
する為、
３up（アップ）をアップルにかけて
地元産りんごをドライバーに手渡し、夕暮れ
時と夜間の交通事故防止を呼び掛けました。

◆小矢部市交通安全協会◆

小矢部市民交流プラザにおいて、メルヘ
ンポリス（石動西部こども園年長園児）
による「飲酒運転追放演奏会」を実施し、
来場者に対し飲酒運転追放を訴えました。

交通安全年間スローガン（こども）

富山南警察署１階ロビーで交通安全クリス
マスツリーの点灯式を行いました。また、蜷
川保育園の園児たちが交通安全の願いを
込めたメッセージをツリーに取り付けました。

シルバードライビングスクールを実施。危険
予測等欠如による判断ミスやハンドル・ブレ
ーキ操作ミス、安全不確認等が事故に起因す
る事を再確認し、交通事故防止を図りました。

◆富山西交通安全協会◆

◆滑川市交通安全協会◆

交通安全フェスティバルを開催。八尾高校
郷土芸能部によるおわら風の盆の演舞や交
通安全教育車での体験訓練等を行い、交通
安全意識の高揚を図りました。

櫟原神社で交通安全祈願祭を執り行い令和
４年の無事故を祈願しました。併せて交通
安全お守りもご祈祷を受けました。お守り
は交通安全活動で配布します。

◆射水交通安全協会◆

◆上市区域交通安全協会◆

射水市立金山保育園において、腹話術、
模擬横断歩道マットを使っての横断練習
等の交通安全教室を実施しました。

〜とうげこう
−４−

よそみ

交差点付近において「早めのライト点
灯」と記されたのぼりやハンドＰＯＰを
手に、通行するドライバーに「夕暮れ時
の早めのライト点灯」を呼び掛けました。

おしゃべり

きけんがいっぱい〜

