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一般財団法人山梨県交通安全協会
山梨県交通安全活動推進センター

平 成 ３ ０年 度 事業 計 画
平成２９年 中の県 内における交 通事故 は
発 生 件数

４ ，１９ ５件（前年比

－１ ２７件）

死 者 数（ ２４時 間）

３ ７人（前年比

＋

２人）

同

１ １人（前年比

＋

１人）

上（ ３０ 日 ）

負 傷 者数

５ ，４２ １人（前年比

－１ ８７人）

であり、交通 事故発 生件数及び負 傷者数 は前年を下回 ったも のの、死者数 は２人
増加し、特に 、６５ 歳以上の高齢 者の死 者数は、１８ 人で全 死者数の４８ ．６パ
ーセント、約 半数を 占める等引き 続き高 齢者に対する 交通事 故防止のため の支援
策、対策を継 続して 推進する必要 があり ます。
また、昨年 の 飲酒 運転事故件数 は、６ ３件 （前年比 ＋１０ 件） で運転免 許保有
者１０万人あ たりの 飲酒事故件数 は６． ５９件 で、全 国 平均 の２．８２件 を大幅
に 上 回 っ て全 国ワー スト１と 大変 不名誉 な状況にあり ます。
また、全交 通事故 の形態別では 追突・ 出合頭の事故 が全体 の約７割を占 め、そ
の 事 故 原因も 前方不 注意、安全不 確認、 動静不注視等 運転者 の僅かな不注 意によ
るものが全体 の約８ 割 を占めてい ます。
このような 厳しい 交通情勢に対 応する ため政府は「 平成３ ２ 年を目途に 交通事
故死者数を２ ，５０ ０人以下に半 減させ 、世界一安全 な道路 交通を実現さ せるこ
と 」と し、山 梨県で は 「 第１０次 山梨県 交通安全計画 」を策 定、 最終年度 の平成
３２年度には、交通 事故発生件数 ４，４ ００件以下、交 通事 故死者数３０ 人以下 、
飲酒運転の根 絶、全 席シートベル ト、チ ャイルドシー ト着用 率１００パー セント
を 達 成 す るこ とと し ています。
このような中で､

安全で安心な交通社会を確立するためには高齢者と子供の

安全対策、自 転車の 交通秩序の確 立、飲 酒運転根絶に 対する 社会気運の醸 成、歩
行者、特に高 齢者の 夜間事故防止 のため の反射材の活 用促進 等、総合的な 交通事
故防止対策を 強力に 推進する必要 があり ます。
山梨県交通 安全協 会は、山梨県 公安委 員会から道路 交通法 に基づき「山 梨県交
通安全活動推 進セン ター」の指定 を受け 法に 規定され ている 交通安全広報 ・啓発
活動や交通安 全教育 など幅広い交 通安全 対策活動を推 進して いるところで あり、
当協会として は、県 警察をはじめ とする 関係機関の指 導のも とに、交通関 係団体
及び県内各地 区交通 安全協会と緊 密に連 携し、事業の 重点を
１

飲酒運転 の根絶

２

高齢者 と子供 の安全な通行 の確保 と高齢者の交 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

二輪車 の交通 事故防止

５

早めの ライト 点灯・上向き ライト 活用の徹底と 反射材 使用の推進

６

自転車 の安全 適正利用の推 進

として、次の 各事業 を積極的かつ 効果的 に推進し、交 通事故 発生件数の総 量を抑
止する中で、 交通死 亡事故減少を 主眼と した対策を展 開し、 民間の交通安 全活動
推進団体の中 核とし ての責任を果 たすこ とといたしま す。

実施事業（公益事業）の部
第１

交 通安全 の普及 ・啓発 活動事 業

１

交 通道徳 の普及 と高揚
関係機 関・団 体と連携協力 して、 次に掲げる各 種交通 安全運動の実 施と広

報媒体の活 用によ り、県民の交 通安全 意識の普及及 び高揚 を図ることに より、
地域におけ る交通 事故を防止し 、安全 な交通社会を 実現す ることとする 。
○

春の 全国交 通安全運動
※

交 通事故 死ゼロを目指 す日

４月

６日

～

４月 １５日

４ 月１０ 日

○

春の 連休時 における交通 安全運 動

４月 ２８日

～

５月

○

夏の 交通事 故防止県民運 動

７月 ２１日

～

８月 ２０日

○

秋の 全国交 通安全運動

９月 ２１日

～

９月 ３０日

※

交 通事故 死ゼロを目指 す日

○

年末 の交通 事故防止県 民 運動

○

６日

９ 月３０ 日
１２月

１日

～

１２月 ３１日

高齢 者の交 通死亡事故防 止運動 (通年 )

１月

１日

～

１２月 ３１日

○

山梨 県飲酒 運転絶滅運動

１月

１日

～

１２月 ３１日

○

「飲 酒運転 しない・させ ない山 梨

１２月

１日

～

１月 ３１日

４月

１日

～

３月 ３１日

キャン ペーン 」運動
○

全席 シート ベルト・チャ イルド シ
ート着 用徹底 期間 (通年 )

○

全席 シート ベルト・チャ イルド シ

７月 、８月 (２月間 )

ート着 用重点 期間
○

全席 シート ベルト・チャ イルド シ

毎月 １４日

ート着 用推進 の日
○

二輪 車交通 事故防止運動 (通年 )

１月

１日

～

１２月 ３１日

○

交通 安全一 市町村一運動 (通年 )

４月

○

交通 安全推 進県民大会

１月 (予定 )

２

１日

～

３月 ３１日

広 報・啓 発活動
各種交 通安全 対策を効果的 に実施 するため、次 の広報 ・啓発活動を 積極的
に推進す る。

(1)

広報 媒体を使 用して の広報 、啓発 活動
ア

ラ ジオ放 送を活用し、 道路交 通等を利用す る幅広 い年齢層を対 象に交
通安 全意識 の高揚と交通 事故防 止を図る。

イ

県民に 各交通 安全運動の周 知を図 るため、地 元紙及び 中央紙へ掲載 す
る。

ウ

交 通事故 実態に対応す る交通 安全推進事項 を重点 にラジオ、新 聞等の
マス コミを 活用した広報 を実施 し、交通安全 に対す る啓蒙活動を 推進す
る。

エ

県下の 高校、大学付近２５ ヶ所の バス停留所に 正しい 自転車安全利 用
を啓発す るポス ターを掲出す る。

オ

ＴＳマ ーク普 及、啓発の ための広 告や自転車販 売店と 協力してポス タ
ー、チラ シを作 成、配布する 。
また、自転車 事故の 実態を踏まえ 、利用 者ニーズに応 じ保険 情報等の
提供を図る。

カ

ケ ーブル テレビ局の道 路「ラ イブカメラ」 による 県下の幹線道 路の渋
滞情 報の提 供と併せ、交 通安全 標語による交 通安全 広報を実施す る。

(2)

協会 広報紙に よる広 報、啓 発活動
当協 会の広 報紙「交 通安全情 報 やまなし 」を年４ 回 発行 (１回４ 万部 )し 、
県下市 町村の 回覧板により 全戸回 覧し、交通安 全意識 の高揚を図る 。
また、同広報 紙に掲 載する写真に ついて は、広く公募 し、県 民の関心の
盛り上げを図 る。

(3)

キャ ンペーン 等の場 での情 報提供 活動
ア

交 通事故 防止及び交通 安全思 想の普及のた め、各 種の交通安全 運動・
キャ ンペー ン等の機会に 県警察 、関係機関と 連携し て広く県民に 対し、
交通 安全情 報を提供する 。

イ

交通事 故の発 生状況、危 険箇所を 調査・分析し、機関 紙・タウン情報
紙などを 通じて 広く危険箇所 の周知 を図る。

ウ

当 協会の ホームページ 、 E メ ールにより、 交通安 全広 報、交通 安全活

動等 の情報 を提供する。
(4)

ポス ター、資 料等の 作成、 配布
ア

交 通安全 思想の普及・ 高揚を 図るため、ポ スター 、パンフレッ ト、リ
ーフ レット を作成等し配 布する 。

イ

交通マ ナーと ルールを認識 させ、併せて自転車 事故の 防止を図るた め
県下 の小学 校４年生に対 し、全 日本交通安全 協会作 成の「自転車 安全教
室」 （約５ ，０００冊） を配布 する。

(5)

イベ ント等の 場にお ける広 報、啓 発活動
ア

「 県民の 日」等の大規 模なイ ベントや 祭典 、ヴァ ンフォーレ甲 府のホ
ーム 開催試 合、甲府国際 オープ ンテニス等、 多くの 県民が参加す る場に
おけ る広報 を実施して、 交通安 全意識の徹底 を図る 。

イ

自転車 の交通 事故防止、マナ ーの 向上のため、子 供を 対象とした自 転
車大会等 を開催 する。

３

交 通安全 キャン ペーン 、イベ ント等 の実施

(1)

自転 車安全利 用の推 進とＴ Ｓマー クの普 及
自転車による事故が社会問題化していることから、自転車の安全運転
５則の徹底を図るため、街頭指導や街頭キャンペーンを実施し、 併せて
自転車利用者と被害者の救済を目的とした「ＴＳマーク」の普及・啓発
に努め る。
また 、利用 者のニーズを 踏まえ 、必要に応じ て保険 商品の情報提 供も図
る。

(2)

飲酒 運転の根 絶運動
ハン ドルキ ーパー運動を 積極的 に展開するた め
・

広く県 民への周知徹 底（広 報）

・

関係団 体などの参加 への呼 びかけ（参加 ）

・

酒類を 提供する飲食 店等へ の協力の確保 （実践 ）

を重点 に新聞 、テレビ等の マスメ ディアを効果 的に活 用した広報活 動を強
力 に推 進する 。
また 、 (一 社 )山梨県食 品衛生 協会等と協同 し、飲 酒運転根絶の ための ポ
スター を配布 等して啓蒙、 広報活 動を実施する 。
(3)

シー トベルト ・チャ イルド シート の正し い着用 の推進
ア

交 通事故 発生時におけ る被害 の防止・軽減 のため 、「シートベ ルト着
用ス テップ アップ運動」 を実施 し、全席着用 の推進 を図る。

イ

チャイル ドシー トの無償貸出 事業を 通じチャイル ドシー トの正しい
着用の推進を 図る。

(4)

反 射材の 普及・ 啓発
ア

反 射材着 装の効果等 の 周知を 図るため反射 材展示 会、講習会等 を開催
する 。

イ

夜 間外出 時における交 通事故 を防止するた め、マ スメディアを 活用し
た広 報を実 施するととも に、反 射材効果体験 テント 等の資機材を 有効活
用し 、各 種 イベントや街 頭活動 時に反射材の 必要性 、効果に ついて周 知、
徹底 を図る 。

ウ

反 射材を 自ら身につけ る意識 の定着ため 、キャ ラ クター、マスコッ ト、
自発光式等着用したくなる反射材の普及に努める。

(5)

高齢 者に対す る反射 財配布 活動
高齢 者 の夜 間における交 通事故 抑止のため、 地区交 通安全協会、 老人ク
ラブ連 合会等 との連携によ り、反 射材等を幅広 く配布 して、重要性 を認識
させ普 及、促 進を図る。

(6)

交通 事故多発 時にお ける街 頭活動
交通 事故多 発時における 、交通 事故防止対策 のため 、県警、関係 機関、
団体及 び各地 区安協と連携 し、県 下全域におい て街頭 キャンペーン を実施
す る。

(7)

イベ ントを活 用して の資料 等の配 布活動
県民 の日等 の各種イベン ト、街 頭活動におい て、反 射材及び交通 安全資
料を配 布して 、活用の促進 を図る 。

４
(1)

交 通安全 教育・ 訓練の 推進
高齢 者に対す る教育 ・訓練
高齢 者交通 安全グラウン ドゴル フ大会の際に おける 講習会の開催 時に横
断歩行トレー ナー等 を使った参加 、体験 、実践型の交 通安全 教育を推進す
る。

(2)

子供 に対する 教育・ 訓練
子供 の交通 事故は危険認 知、ル ール・マナー の欠如 から発生して いるこ
とから 、発達 段階に応じ家 庭やＰ ＴＡ等の団体 等と連 携して、体験 型の教
育・訓 練を実 施する。

(3)

自転 車利用者 に対す る 教育 ・訓練
自転 車利用 者のルール・ マナー が問題視され 、自転 車の安全利用 が叫ば

れてい る現状 から、小・中・高校 生を対象に 、自転車 安全教室等を 開催し 、
併せて 自転車 の点検整備を 実施す る。
(4)

二輪 車に対す る教育 ・訓練
ア

年 間を通 じて、県下の 各高校 に二輪車安全 運転指 導員等を派遣 し、高
校生 を対象 とした参加型 の教育 ・訓練を実施 する。

イ

高 校生を 指導する教員 に対し 、集団での実 技指導 及び講習を実 施し、
教育 者の技 術の向上によ る高校 生の事 故防止 を図る 。

ウ

高 校生の 二輪車使用に よる交 通事故防止を 図るた め、山梨県警 ・県教
育委 員会な どと連携し、 交通事 故の現状・対 策等の 会議を開催す る。

(5)

資器 材を活用 した教 育・訓 練
ア

自 転車事 故の防止を図 るため 、若者や小・ 中・高 校生を対象に 「自転
車シ ミュレ ーター」の活 用を図 る。

イ

交 通安全 ＤＶＤ、酔っ ぱらい 体験ゴーグル 等の交 通安全資器材 の貸出
しを 行うな ど交通安全教 育を支 援する。

(6)

その 他教育・ 訓練
ア

甲 府刑務 所受刑者の内 、仮釈 放予定者に対 する交 通安全講習を 行い、
社会復帰を支 援する 。

イ

企業、団 体等で 実施する交通 安全講 習会へ要請に 基づい て講師を派遣
し、 交通安 全教育を支援 する。

ウ

各 自治体 、団体、企業 等と連 携し、高齢者 、運転 者等対象ごと の運転
適性 検査を 実施し、結果 に基づ く安全教育を 推進す る。

エ

教 育、訓 練の効果を高 めるた め、二輪車安 全運転 指導員講習会 を開催
する ととも に全日本交通 安全協 会が主催する 審査会 への参加及び 中央研
修所 への 指 導員・講師を 派遣し て、その能力 向上を 図る。

５
(1)

交 通安全 のため の支援 事業の 推進
チャ イルドシ ートの 無償貸 出
チャ イルド シート着用の 徹底を 図るため、 好 評を得 ている 本協会 、各支
所で無償貸出 する支 援事業を 継続 ・ 推進 する。

(2)

高齢 運転者に 対する 運転経 歴証明 書発行 助成 の 終了と 記念品 の贈呈
高齢 運転者 （６５才以上 ） の交 通事故防止 対 策とし て 、平成２４ 年から
５年以上にわ たり取 組 んできた運 転免許 証 を自主返納 した際 、「運転経歴
証明書」の交 付を受 ける場合の手 数料等 助成事業につ いて、 一定の成果が
得られ所期の 目的を 達成した為、 平成３ ０年６月末を もって 終了、７月１

日からは記念 品を贈 呈し、交通事 故防止 の啓発を 図っ ていく 。
(3)

新入 学児童に 対する 交通安 全グッ ズの配 布
地区 交通安 全協会を通じ 、県下 の全新入学児 童に対 し、交通安全 グッ
ズ・反 射バッ グを配布する 。

６

各種 委員会 の活動 の活発 化と指 導の強 化
(1)

地域 交通安全 活動推 進委員 に対す る研修 会等の 開催
地域 におけ る交通安全活 動のリ ーダーとして 活動す る「地域交通 安全活
動推進 委員」 に対し、活動 の充実 と的確な運営 を図る ための研修会 等を開
催する 。

(2)

各種 委員会の 会議等 の開催
二輪 車、自 転車事故防止 のため 関係機関、団 体で構 成している「 山梨県
二輪車 安全運 転推進委員会 」、「 山梨県自転車 安全教 育推進委員会 」の会
議等を 開催し 、委員会の活 発化を 図る。

７

交 通安全 のため の各種 大会の 開催
広く県 民が参 加し、交通安 全に対 する意識を高 揚する ため、次の大 会を開
催 す る。

(1)

二輪 車安全 運転山梨県大 会

（実 施を含め 検討 中 ）

(2)

交通 安全子 供自転車山梨 県大会

（７ 月１４日）

(3)

中学 生交通 安全弁論大会

（１ ０月の予定 ）

(4)

高齢 者交通 安全グラウン ドゴル フ大会

（１ １月 ９日）

(5)

交通 安全推 進県民大会

（１ 月の予定）

８

交 通安全 功労者 等の表 彰

(1)

交通 栄誉章 「緑十字金章 、銀章 、銅章」の表 彰上申

(2)

関東 管区警 察局長、関東 交通安 全協会連合会 会長連 名表彰上申

(3)

山梨 県警察 本部長、山梨 県交通 安全協会長表 彰

(4)

地区 交通安 全協会女性部 、支部 表彰及び二輪 車安全 運転推進委員 会指導
員 表彰

第２
１
(1)

交 通安全 関連団 体支援 事業
各 地区交 通安全 協会へ の協力 ・支援
交通 安全活 動の企画、立 案、経 理等委託事務 の支援

(2)

地区 交通安 全協会への助 成

(3)

女性 部の充 実強化のため の支援

(4)

地区 交通安 全協会の交通 安全活 動への資器材 の貸与 、ポ スター等 の広報
資料を 配布す る協力、支援

２

他機 関・団 体が行 う交通 安全活 動への 協力・ 支援

(1)

視覚 障害者 の安全確保の ため、 全日本交通安 全協会 の支援を得て 「視覚
障害者 用交通 信号機付加装 置」の 設置

(2)

各種 団体等 への交通安全 活動へ の支援
ア

山 梨県安 全運転管理者 協議会 が開催する「 安全運 転コンクール 」

イ

高 速道路 交通安全協議 会の活 動

ウ

山 梨県交 通安全母の会 連合会 の活動

エ

被 害者支 援センターや まなし の活動

オ

山 梨県暴 力追放運動推 進セン ターの活動

カ

山 梨県自 転車軽自動車 商協同 組合の活動

キ

山 梨県主 催の「セーフ ティー ドライブ・チ ャレン ジ１２３」へ の支援

ク

報 道機関 ＵＴＹ、ＮＮ Ｓ、Ｆ Ｍフジ、ＹＢ Ｓ等の 交通安全キャ ンペー
ンの 後援

第３

交 通安全 活動推 進セン ター等 の活動 と事業
道 路 交通 法第１ ０８条の３１ に基づ き、交通安全 活動推 進センターと して、

道路における 交通の 安全と円滑に 寄与す ることを目的 に、次 の活動を推進 する。
１

適正な 交通の 方法、交 通事 故防止 その他道路に おける 交通の安全に 関する
事項につ いての 広報活動

２

適正な 交通の 方法、交通事 故防止 その他道路に おける 交通の安全に ついて
の啓発活 動

３

交通事 故に関 する相談に応 じるこ と。

４

運転適 性指導

５

道路に おける 交通の安全と 円滑に 資するための 民間の 自主的な組織 活動を
助けるこ と。

６

地域交 通安全 活動推進委員 に対す る研修

７

地域交 通安全 活動推進委員 協議会 の事務につい て連絡 調整を行う等 その任
務遂行を 助ける こと。

８

道路使 用許可 申請に基づく 道路又 は交通 の状況 につい ての調査

９

パーキ ングチ ケット発給設 備の管 理

第４

そ の他支 援事業

１

各地区 交通安 全協会会員が 、交通 安全活動中に 死傷等 した場合の傷 害保険
事業、交 通災害 見舞金制度の 支援を 行う。

２

会員へ の支援
免許取 得時・ 更新時におけ る郵便 振込制度や山 梨自動 車学校卒業生 に対す
る当協会 加入助 成制度を継続 し、一 般会員の加入 促進を 図り、交通安 全活動
のより一 層の活 発化を推進す るため 、会員に対し 次の支 援を行う。

(1)

弁護 士によ る交通事故無 料法律 相談

(2)

交通 事故見 舞金の交付

(3)

運転 免許証 ケースの進呈

(4)

交通 安全セ ーフティドラ イブマ ップの進呈

(5)

運転 免許証 の自主返納者 に対す る経歴証明書 申請手 数料助成

（ 6） Ｅメー ル会員 への加入
なお、会員が真に必要とする支援について、随時改善していく。

そ の 他 事業 （収 益 事 業 ）の 部
本会の目的 を達成 するために、 次の事 業を推進する 。
第１
１

交 通安全 講習事 業
各種講 習に関 する取り組み

(1)

県公 安委員 会、県警察か ら委託 を受けた免許 関係等 に関する以下 の業
務を実 施する 。

(2)

ア

運 転免許 更新時講習（ 優良、 一般、違反、 初回）

イ

停 止処分 者講習（短期 、中期 、長期、取消 ）

ウ

違 反者講 習

エ

高 齢者講 習

オ

初 心運転 者講習

カ

運 転免許 を受けようと する者 に対する講習 （応急 救護措置講習 等）

キ

安 全運転 管理者講習

ク

そ の他、 新規運転免許 取得者 に対する講習
県下 の交通 事故発生状況 を調査 ・分析し、当 協会で 作成している 「交通

安全情 報やま なし」を各種 の講習 に活用する と ともに 、併せて当該 資料を
県民、 企業等 に対する講習 や研修 にも活用する 。
第２

山 梨自動 車学校 の経営 に関す る事業

１

全車種 の運転 技能及び学科 教習を 実施する。

２

受託事 業の実 施
県公安 委員会 、県警察等か ら受託 や指定を受け た、普 通車、二輪車 、応急
救護措置 、違反 者（実車）、 初心運 転者講習及び 仮運転 免許に関する 事務を
適切に実 施する 。

３

各種コ ンクー ル等への協力
山梨県 安全運 転管理者協議 会等が 主催する安全 運転コ ンクールへ協 力し、
教習コー スの開 放、教習車両 の貸出 及び技能指導 を実施 する。

４

県警察 試験コ ースの適切な 民間開 放業務の推進
山梨自 動車学 校が管理等の 委託を 受けている県 警察の 試験コースは 、土・
日・祝日 に民間 へ開放されて いるこ とから山梨自 動車学 校では、開放 の趣旨
と県民の 利便を 踏まえた適切 な運営 を推進する。

第３

運 転免許 関係事 務事業

１

運転免 許証更 新通知業務

２

高齢者 講習通 知業務

３

運転免 許証更 新申請書複写 等の業 務

４

警察署 運転免 許窓口業務

５

免許写 真撮影 業務

６

免許証 郵送業 務

第４

そ の他収 益事業

１

収入証 紙の販 売

２

交通安 全資機 材、交通安全 グッズ の販売

３

切手販 売、自 動販売機の取 り扱い

４

土地賃 貸

