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秋の全国交通安全運動

毎月15日は
道民
交通安全の日

●統一行動日（セーフティコール）／9月21日（火）
●交通事故死ゼロを目指す日／9月30日（木）

洞爺湖町から望む洞爺湖と中島

運動の重点とドライバー等の実践ポイント
重点２

重点１

子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
【歩行者の皆さんは…】

横断歩道や信号機のある交差点
が近くにあるときは、その横断歩
道などで横断しましょう。
横 断する前、横 断 中も、左 右の
安全をよく確認しましょう。

夕暮れ時と夜間の事故防止と
歩行者等の保護など安全運転意識の向上
●対向車や先行車がいない場合は、ハイビームを使用しまし
ょう。歩行者や自転車の発見が遅れがちになるため、交
差点では安全をしっかり確認しましょう。
●信号機のない横断歩道では、歩行者優先を守りましょう。
【高齢ドライバーの皆さんは…】

体調が不安なときは運転を控えるなど、無理のない運転を心がけましょう。

重点４

重点３

自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
交差点での一時停止、安全確認
を徹底するとともに、自転車を追
い越 すときは、安 全な間 隔を確
保しましょう。

飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
●飲酒運転は悪質で重大な犯罪であることを認識し、二日
酔い運転を含め、飲酒運転は絶対にやめましょう。
●思いやりとゆずり合いの
気 持ちを持ち、あおり運
転など危険な運転はやめ
ましょう。

【自転車利用者の皆さんは…】

自転車も車両として交通ルールを守らな
ければならないことを認識しましょう。
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夜間の歩行者事故を
防ぎましょう！

■「対歩行者」事故の昼夜別発生状況

※北海道・2019年以前の3年間の平均概数、自動車・原付の事故
※（公財）交通事故総合分析センターの統計データによる

人身事故

死亡事故の3割以上が「対歩行者」事故、
その7割以上が「夜間」
に発生…

昼間

55%
昼間

死亡事故

28%

夜間

45%
夜間

72%

■ロービームとハイビームの見え方の違い

ドライバーの皆さんへ

■ヘッドライトのロービームとハイビームを
こまめに切り替えて、歩行者の早期発見に努める

ロービーム
照射距離：
約40メートル

★車のヘッドライトをハイビームにすると、100メートル前方の道路
上にある障害物を確認できる程度になるため、ロービームに比べて
横断歩行者を発見しやすくなります。

★交通量の多い市街地を通行しているときや、対向車と行き違うと
き、ほかの車の直後を通行しているとき以外は、ハイビームでの走

ハイビーム
照射距離：
約100メートル

行を基本とし、道路交通状況に応じてロービームとハイビームをこ
まめに切り替えて、歩行者の早期発見に努めましょう。

■ライトの光が行き届かない暗がりに目配りする

●右側からの横断歩行者との事故が多発…

★特に比較的幅員の広い道路では、ライトの光が十分に行き届かない

道路右側部分の暗がりから出てくる横断歩行者を発見しにくくなり

ます。前方右側の暗がりにもしっかり目配りし、横断歩行者をでき
るだけ早めに発見するように努めましょう。

★また、右折時や左折時は、ライトがあらかじめ進行方向全体を照射

することができず、安全確認が困難になります。右折時は右側方、
左折時は左側方の暗がりに目を凝らし、横断歩行者の有無をしっか
り確かめましょう。

歩行者の皆さんへ
■左から近づいてくる
車があるときは、
通りすぎるまで待つ

■右からの車が通りすぎても
すぐには渡らず、
左からくる車の有無も確認する
★走り去った車の
直後からの横断が危険！

★道路の中央を越えた
「横断後半」
、
左からくる車が危険！
反射材なし

反射材を
活用！

反射材あり

◀車のドライバーからは、
横断してくる歩行者が
よく見えていません。
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◀車 の ラ イト を 反 射 し、
歩 行 者の存 在をしっか
りアピールします。

ながら運転の禁止
B-2 夕暮れ時と夜間における交通事故防止

反射材用品、ライトの点灯

お知らせ

B-3 自転車の安全利用

乗車用ヘルメットの着用、車道は左側を通
行、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行など

■令和４年使用「交通安全年間スローガン」の募集
●締め切り 令和3年9月30日（消印有効）

【こども部門】
（中学生以下のみ応募可）

▶子供たちに交通安全を呼びかけるもの

●重点テーマ 【一般部門】
（どなたでも応募可）

▶運転者（同乗者を含む）に呼びかけるもの

●応募方法 はがき1枚にスローガン1点（句読点はつけない）／
作品は自作、未発表のものに限る／応募部門、重点
テーマの番号、氏名、生年月日、職業（学校名・学
年）
、住所、電話番号を明記
※高校生以下は学校所在地と電話番号を併記

A-1 交通ルールの遵守と交通マナーの向上

横断歩道等における歩行者保護、運転中の
スマートフォン等の使用禁止など

A-2 飲酒運転の根絶

【学校・企業・団体で一括応募する場合】

A-3 後部座席を含めた全ての座席におけるシート

1作品ごとに所属（学校名・学年または企業・団体
名）
、所属先の住所と電話番号、代表者名（教諭な
ど）の記載があれば、応募者個人の住所・電話番号
の記載は不要

ベルトとチャイルドシートの正しい着用

A-4 前照灯の早めの点灯

A-5 高齢運転者の交通事故防止

▶歩行者・自転車利用者に呼びかけるもの

●送 り 先 〒100‑8051 東京都千代田区一ツ橋1‑1‑1

B-1 交通ルールの遵守と交通マナーの向上

毎日企画サービス内「交通安全年間スローガン」事務局

横断歩道等における交通ルールの遵守など
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

賛助会員のご紹介
北海道交通安全協会の活動に賛同し、賛助会
員としてご協力いただいている団体を順次ご紹介
しています。
（令和3年6月7日現在、80団体）
※なお、賛助会員の募集は、随時行っております。詳しくは、
道安協 ☎011--737--8700までお問い合わせください。
札幌市中央区 （公社）北海道トラック協会
札幌市中央区 （一社）北海道ハイヤー協会
札幌市中央区 （一社）北海道バス協会
札幌市中央区

全国共済農業協同組合連合会北海道本部

札幌市中央区

ネッツトヨタ道都㈱

札幌市中央区

㈱LNJ商事

札幌市中央区

札幌第一興産㈱

札幌市東区
札幌市東区

北海道ガス㈱
（一社）日本自動車販売協会連合会札幌支部

札幌市東区

札幌中古自動車販売協会

札幌市東区

㈱スズキ二輪北海道営業所

札幌市西区

山藤三陽印刷㈱

札幌市北区

ダイハツ北海道販売㈱

●発

表

令和3年11月下旬の毎日新聞紙上など

夕暮れ時・夜間の
交通事故防止に

●大人用

「反射マスク」
を
ご活用ください!
これからの時期は、夕暮れが早まり、例年、薄暮
時間帯から夜間に歩行者被害の重大な交通事故が発
生しています。
北海道交通安全協会オリジナルの『光って安全・安
心「反射マスク」』は、車のライトに強く反射し、着用
した歩行者がドライバーから一目瞭然です
夕暮れ時・夜間に買い物や散歩等でお出かけの際
は、「反射マスク」を着用して交通事故と新型コロナ
ウイルス感染症から身を守りましょう。

●こども用

※「大人用」は成人向け、「女性・子供兼用」は小学校高学年〜女
性（小さめ）向け、「こども用」は幼稚園〜小学校低学年向けの
サイズです。寸法など詳細はお問い合わせください。

■3枚組

1,000円（税込、送料別途）
※異なるサイズの組み合わせも可能です。
1枚

350円（税込、送料別途）

札幌市豊平区

㈱ヤナセ札幌東北営業本部札幌支店

★電話またはFAXでお申し込み
（ご注文）
ください。

札幌市豊平区

札幌トヨペット㈱

東京都中野区

㈱カワサキモータースジャパン

北海道交通安全協会 活動業務課
申し込み・
問い合わせ先 ☎011‑737‑8701 FAX011‑737‑8705

年間スローガン

●女性・子供兼用

ストップ・ザ・交通事故
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〜めざせ 安全で安心な北海道〜

地区活動
状況の紹介

地区の活動は会員の皆さんの会費や
賛助金などで行っています。
ご協力をお願いします。

▲江別／森林キャンプ場の利用者に啓発用
うちわを手渡し、飲酒運転根絶をアピール

▲岩見沢／
「飲酒運転根絶の日」に繁華街の
飲食店に対する訪問啓発を実施

▲室蘭／夏の運動期間中、国道37号沿い
で旗の波をつくり、安全運転を呼びかけ

▲苫小牧／夏の運動初日、苫小牧市役所前
の国道36号沿いで旗の波啓発を実施

▲函館中央／国道278号と道道との交差点
付近の沿道で事故防止を呼びかけ

▲旭川中央／関係機関・団体とともに「飲
酒運転根絶の日上川地区決起大会」を開催

▲厚岸／夏の運動初日、国道44号沿いで
飲酒運転根絶やスピードダウンを呼びかけ

▲帯広／事業所従業員が国道236号沿いで
安全旗を掲げ、安全運転を呼びかけ

▲北見方面／国道39号の駐車帯前の沿道
で横断幕などを掲げて夏の運動をアピール

▲網走／夏の運動期間中、管内の幹線道路
沿いの各所で旗の波啓発を実施

▲美幌／津別町の国道240号の「道の駅」 ▲紋別／夏の運動初日、国道238号のバイ
で、観光客など利用者に啓発グッズを配布 パス沿いでセーフティコールを実施

交通安全協会インフォメーション
★交通安全協会は、悲惨な交通事故をなくし、安全で安心な交通社
会を実現することを目指して設立された団体です。次の各種活動
を幅広く推進しています。
●各期の交通事故防止運動の実施
●各種交通安全教室の開催

●交通安全の広報・啓発活動
●優良運転者等の表彰

※会員証の提示で協力店での割引・優待の特典が受けられます。
（詳細は、当協会ホームページ・ロードマップに掲載しています）

〜安協への加入をお待ちしております〜

あなたもご入会いただき、地域の交通安全運動にご協力ください。
●入会申し込みは、札幌運転免許試験場、中央・厚別優良
運転者免許更新センター及び各方面交通安全協会（運転
免許試験場）のサービスコーナー、または各地区交通安
全協会で受け付けています。納入いただいた会費は、あ
なたの地域の交通安全活動を進める大きな力になってい
ます。
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