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夏の交通事故防止県民運動
実 施 期 間

8月1日（金）から8月10日（日）までの10日間

ス ロ ー ガ ン

「ゆずりあい　そのやさしさも　おもてなし」
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① 暑さなどによる過労運転の防止
② 夏休み中の子どもの交通事故防止 
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
④ 飲酒運転の根絶

運
動
の
重
点

県内から交通事故をなくすために……

北から南から
各地区交通安全協会活動の紹介

交通安全協会へのご入会をお願いします

交通安全協会は、
地域の皆様方の交通安全思想の普及と高揚を図り、
岩手県から悲惨な交通事故をなくすことを目指し、▲

街頭での交通安全の呼びかけ▲

チャイルドシート、交通安全DVD等の貸出し▲

交通事故の無料相談▲

反射材・チラシの配布活動▲

交通安全教育資器材の貸出し

▲

参加体験型交通安全講習会▲

優良運転者、交通安全功労者の表彰
など各種の交通安全活動を行っております。
交通安全協会の活動は、会員皆様方の会費によって支えられ
ております。交通安全協会の活動にご理解をいただき

ご入会をお待ちしております。

【盛　岡】
高齢者反射材貼付活動（6/17）

【北岩手】
母の会による反射材配布活動（4/15）

【紫　波】
集中路線対策60作戦「メインルート作戦」（6/15）

【東磐井】
三世代ふれあい交通安全教室（5/31）

【気　仙】
黄色い羽根配布、死亡事故ゼロを目指す日（4/10）

【遠　野】
死亡事故ゼロを目指す日（4/10）

【釜　石】
事故ゼロ!! 釜石ドーナツ作戦（4/10）

【宮　古】
自転車乗り方講習会（4/9）

【二　戸】
シミュレーターによる自転車教室（4/11）

【江　刺】
春の交通安全運動出発式（4/6）

【一　関】
ボーダーレス作戦開会式（4/9）
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平成26年度一般社団法人岩手県交通安全協

会の定時総会を6月5日（木）盛岡市中央通「エ

スポワールいわて」において、知事代理の風

早環境生活部長、田中県警察本部長等、多

数の来賓の出席の下、開催しました。

療養中の菅原会長に代わり、千葉副会長が、

「県民に最も近いところで、子どもと高齢者

の交通事故防止、飲酒運転の根絶などの交

通安全対策を積極的に推進して参りたい」と

の決意を述べました。

議事として、平成25年度事業報告及び同収

支決算、平成26年度事業計画及び同収支予

算などの審議が行われ、全議案が承認され

ました。

平成26年度　定時総会開催

平成26年6月27日（金）当協会において、平成26年度の連絡協議

会委員会を開催いたしました。

会議において、本年の重点項目である

①ライトの早め点灯・反射材用品の活用

②スピードダウンの徹底

③全ての座席シートベルト・チャイルドシート着用

④飲酒運転根絶

⑤自転車の安全利用の推進

について警察署と連携し、計画的に取り組むこととしております。

また、昨年に引き続き推進委員が「県下一斉に活動する日」を、高

齢者の交通事故防止県民運動の初日である「10月17日（金）」に設

定し、活動の強化を図っていくこととしております。

なお、推進委員222名を対象にブロック研修会を4会場（千厩・宮

古・北上・盛岡）でそれぞれ開催しました。

優良交通安全協会 優良職員

岩手県警察本部長・
岩手県交通安全協会長連名表彰

交通安全協会紫波支部
交通安全協会釜石支部

岩手県交通安全協会長表彰

北岩手支部　上　妻　清　二
二 戸 支 部　大　欠　まり子
県　安　協　生　平　　　隆

第47回 交通安全子供自転車岩手県大会

個人の部

優　勝…後藤　里歩（玉里小6年）
準優勝…千葉　悠真（新沼小6年）
第３位…菊地　星花（同上）
第４位…菅野　春菜（玉里小6年）
第５位…及川　玲奈（新沼小6年）

第47回交通安全子供自転車岩手県大会は、

去る6月9日（月）盛岡市青山の県営運動公園

内の交通公園において、県内から4校計40名

が参加して開催されました。

本年は大会前後が雨にもかかわらず、開催時

間中は絶妙な天候に恵まれ、その影響をほと

んど受けることなく、多数の父兄や児童の応

援を受けて元気よく競技が行われました。

道路走行を想定した安全走行競技をはじめ、技能走行、学科の3種類で競われた結果、

奥州市立玉里小学校Aチームが優勝し、来る8月6日に東京ビッグサイトで開催される

全国大会への出場権を獲得しました。

同校の全国大会でのご健闘をお祈りいたします。

大会結果は次のとおりです。

団体の部

優　勝…奥州市立玉里小学校Aチーム
準優勝…一関市立新沼小学校Aチーム
第３位…奥州市立玉里小学校Bチーム

第46回 二輪車安全運転岩手県大会
二輪車の安全運転技能を競い、ルールやマナーの向上と二輪車事故の防止を目指す第

46回二輪車安全運転岩手県大会は、7月6日（日）盛岡市玉山区の自動車運転免許試験

場において、県内各地から16名のライダーが参加して開催されました。

大会では、女性クラス、一般Aクラス、一般Bクラスの競技が行われ、参加した選手は、

交通ルールに従った一時停止や進路変更、右・左折などの交通安全技能を競う「法規走

行」と一本橋走行、急制動などのテクニックを競う「技能走行」に取り組みました。

各クラスの優勝者は、次のとおりでした。

岩手県地域交通安全活動推進委員連絡協議会委員会の開催

シニアドライバーズスクール

第1回 グッドライダーミーティング開催
5月18日（日）盛岡市玉山区の自動車運転免許試験場において、県二輪車普及安全協会の共催で開催をしました。

当日は、全日本交通安全協会認定の特別指導員14名の指導の下、43名のライダーが基本走行や急ブレーキなど応用走行に汗を流しました。

最後に、参加者個々の技術に応じた指導が行われたことから、「今後の、オートバイの安全運転の参考になった。」と参加者から好評でした。

本年度は、ほかに（9/28（日））同運転免許試験場において開催されます。

参加に関する問い合わせは、県交通安全協会事務局まで（019-652-4597）

開催日時 平成26年8月30日（土）
開催場所 自動車運転免許試験場
参加資格 （1）50歳以上の方（上手・下手や男女を問いません）
 （2）運転経歴1年以上のドライバー（任意保険加入必要）

講習内容 交差点の安全な右折ポイント、
 急ブレーキ等についての実技体験
募集人員 20名

日本自動車連盟（JAF）岩手県支部と共催で次のとおり開催されます。

詳しくは県交通安全協会事務局（TEL.019-652-45）にお問い合わせください。

表
彰

6月18日（水）ホテルメトロポリタン盛岡本館で開催された平成26年度東北交通安全協会総会において、次の団体と個

人が表彰されました。おめでとうございます。

（東北管区警察局長・東北交通安全協会長連名表彰）

北岩手交通安全協会

優良地区交通安全協会 優良職員

（東北管区警察局長・東北交通安全協会長連名表彰）

水沢地区安全運転管理者部会

優良地区安全運転管理者組織

（東北交通安全協会長表彰）

盛岡支部　安田　和行
水沢支部　槻木富美江
宮古支部　鈴木　勝郎

■一般Bクラス（400ccを超えるもの） 梶川　恒雄さん（奥州市）

■一般Aクラス（125ccを超え400cc以下） 吉田　　充さん（盛岡市）

■女性クラス（50cc） 小笠原良子さん（盛岡市）

各クラスの成績優秀者が、8月2・3日鈴鹿サーキットで開催される第47回二輪車安全運転全国大会に出場します。

なお、今回は残念ながら高校生等クラス（19歳以下）のエントリーがありませんでした。
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平成26年度一般社団法人岩手県交通安全協

会の定時総会を6月5日（木）盛岡市中央通「エ

スポワールいわて」において、知事代理の風

早環境生活部長、田中県警察本部長等、多

数の来賓の出席の下、開催しました。

療養中の菅原会長に代わり、千葉副会長が、

「県民に最も近いところで、子どもと高齢者

の交通事故防止、飲酒運転の根絶などの交

通安全対策を積極的に推進して参りたい」と

の決意を述べました。

議事として、平成25年度事業報告及び同収

支決算、平成26年度事業計画及び同収支予

算などの審議が行われ、全議案が承認され

ました。

平成26年度　定時総会開催

平成26年6月27日（金）当協会において、平成26年度の連絡協議

会委員会を開催いたしました。

会議において、本年の重点項目である

①ライトの早め点灯・反射材用品の活用

②スピードダウンの徹底

③全ての座席シートベルト・チャイルドシート着用

④飲酒運転根絶

⑤自転車の安全利用の推進

について警察署と連携し、計画的に取り組むこととしております。

また、昨年に引き続き推進委員が「県下一斉に活動する日」を、高

齢者の交通事故防止県民運動の初日である「10月17日（金）」に設

定し、活動の強化を図っていくこととしております。

なお、推進委員222名を対象にブロック研修会を4会場（千厩・宮

古・北上・盛岡）でそれぞれ開催しました。

優良交通安全協会 優良職員

岩手県警察本部長・
岩手県交通安全協会長連名表彰

交通安全協会紫波支部
交通安全協会釜石支部

岩手県交通安全協会長表彰

北岩手支部　上　妻　清　二
二 戸 支 部　大　欠　まり子
県　安　協　生　平　　　隆

第47回 交通安全子供自転車岩手県大会

個人の部

優　勝…後藤　里歩（玉里小6年）
準優勝…千葉　悠真（新沼小6年）
第３位…菊地　星花（同上）
第４位…菅野　春菜（玉里小6年）
第５位…及川　玲奈（新沼小6年）

第47回交通安全子供自転車岩手県大会は、

去る6月9日（月）盛岡市青山の県営運動公園

内の交通公園において、県内から4校計40名

が参加して開催されました。

本年は大会前後が雨にもかかわらず、開催時

間中は絶妙な天候に恵まれ、その影響をほと

んど受けることなく、多数の父兄や児童の応

援を受けて元気よく競技が行われました。

道路走行を想定した安全走行競技をはじめ、技能走行、学科の3種類で競われた結果、

奥州市立玉里小学校Aチームが優勝し、来る8月6日に東京ビッグサイトで開催される

全国大会への出場権を獲得しました。

同校の全国大会でのご健闘をお祈りいたします。

大会結果は次のとおりです。

団体の部

優　勝…奥州市立玉里小学校Aチーム
準優勝…一関市立新沼小学校Aチーム
第３位…奥州市立玉里小学校Bチーム

第46回 二輪車安全運転岩手県大会
二輪車の安全運転技能を競い、ルールやマナーの向上と二輪車事故の防止を目指す第

46回二輪車安全運転岩手県大会は、7月6日（日）盛岡市玉山区の自動車運転免許試験

場において、県内各地から16名のライダーが参加して開催されました。

大会では、女性クラス、一般Aクラス、一般Bクラスの競技が行われ、参加した選手は、

交通ルールに従った一時停止や進路変更、右・左折などの交通安全技能を競う「法規走

行」と一本橋走行、急制動などのテクニックを競う「技能走行」に取り組みました。

各クラスの優勝者は、次のとおりでした。

岩手県地域交通安全活動推進委員連絡協議会委員会の開催

シニアドライバーズスクール

第1回 グッドライダーミーティング開催
5月18日（日）盛岡市玉山区の自動車運転免許試験場において、県二輪車普及安全協会の共催で開催をしました。

当日は、全日本交通安全協会認定の特別指導員14名の指導の下、43名のライダーが基本走行や急ブレーキなど応用走行に汗を流しました。

最後に、参加者個々の技術に応じた指導が行われたことから、「今後の、オートバイの安全運転の参考になった。」と参加者から好評でした。

本年度は、ほかに（9/28（日））同運転免許試験場において開催されます。

参加に関する問い合わせは、県交通安全協会事務局まで（019-652-4597）

開催日時 平成26年8月30日（土）
開催場所 自動車運転免許試験場
参加資格 （1）50歳以上の方（上手・下手や男女を問いません）
 （2）運転経歴1年以上のドライバー（任意保険加入必要）

講習内容 交差点の安全な右折ポイント、
 急ブレーキ等についての実技体験
募集人員 20名

日本自動車連盟（JAF）岩手県支部と共催で次のとおり開催されます。

詳しくは県交通安全協会事務局（TEL.019-652-45）にお問い合わせください。

表
彰

6月18日（水）ホテルメトロポリタン盛岡本館で開催された平成26年度東北交通安全協会総会において、次の団体と個

人が表彰されました。おめでとうございます。

（東北管区警察局長・東北交通安全協会長連名表彰）

北岩手交通安全協会

優良地区交通安全協会 優良職員

（東北管区警察局長・東北交通安全協会長連名表彰）

水沢地区安全運転管理者部会

優良地区安全運転管理者組織

（東北交通安全協会長表彰）

盛岡支部　安田　和行
水沢支部　槻木富美江
宮古支部　鈴木　勝郎

■一般Bクラス（400ccを超えるもの） 梶川　恒雄さん（奥州市）

■一般Aクラス（125ccを超え400cc以下） 吉田　　充さん（盛岡市）

■女性クラス（50cc） 小笠原良子さん（盛岡市）

各クラスの成績優秀者が、8月2・3日鈴鹿サーキットで開催される第47回二輪車安全運転全国大会に出場します。

なお、今回は残念ながら高校生等クラス（19歳以下）のエントリーがありませんでした。
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① 暑さなどによる過労運転の防止
② 夏休み中の子どもの交通事故防止 
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
④ 飲酒運転の根絶

運
動
の
重
点

県内から交通事故をなくすために……

北から南から
各地区交通安全協会活動の紹介

交通安全協会へのご入会をお願いします

交通安全協会は、
地域の皆様方の交通安全思想の普及と高揚を図り、
岩手県から悲惨な交通事故をなくすことを目指し、▲

街頭での交通安全の呼びかけ▲

チャイルドシート、交通安全DVD等の貸出し▲

交通事故の無料相談▲

反射材・チラシの配布活動▲

交通安全教育資器材の貸出し

▲

参加体験型交通安全講習会▲

優良運転者、交通安全功労者の表彰
など各種の交通安全活動を行っております。
交通安全協会の活動は、会員皆様方の会費によって支えられ
ております。交通安全協会の活動にご理解をいただき

ご入会をお待ちしております。

【盛　岡】
高齢者反射材貼付活動（6/17）

【北岩手】
母の会による反射材配布活動（4/15）

【紫　波】
集中路線対策60作戦「メインルート作戦」（6/15）

【東磐井】
三世代ふれあい交通安全教室（5/31）

【気　仙】
黄色い羽根配布、死亡事故ゼロを目指す日（4/10）

【遠　野】
死亡事故ゼロを目指す日（4/10）

【釜　石】
事故ゼロ!! 釜石ドーナツ作戦（4/10）

【宮　古】
自転車乗り方講習会（4/9）

【二　戸】
シミュレーターによる自転車教室（4/11）

【江　刺】
春の交通安全運動出発式（4/6）

【一　関】
ボーダーレス作戦開会式（4/9）
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