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スマホより 横断歩道の 僕を見て
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春の
交通安全
県民運動

春の
交通安全
県民運動

実施期間 4/6月▶15水
交通事故死ゼロを目指す日　4/10金

福岡県交通安全協会
マスコットキャラクター

「しぐまる」

福岡県交通安全協会
マスコットキャラクター

「しぐまる」

運動の重点と主な実施事項
子供を始めとする
　　歩行者の安全の確保

■夕暮れ時や夜間に外出するときは、反射材用品や
明るい服装を着用しましょう。
■道路横断の方法や安全確認等正しい交通ルール・
マナーを徹底しましょう。
■交通事故を誘発する「歩きスマホ」はやめましょう。

高齢運転者等の
　　　安全運転の励行

■夕暮れ時は、早めのライト点灯とハイビームを
効果的に活用しましょう。
■運転中に携帯電話を使用する等の「ながら運転」
はやめましょう。
■高齢運転者は、身体機能の変化に応じて、体調・
天候等を考えた安全運転に努めましょう。

自転車の安全利用の推進
■交通ルール（自転車安全利用五則）を守りましょう。
■自転車を運転中に携帯電話を使用する等の「なが
ら運転」はやめましょう。
■自転車保険に加入しましょう。

飲酒運転の撲滅
■飲酒運転は犯罪です。
　飲酒運転は「絶対しない、させない、許さない。
そして、見逃さない。」ことを徹底しましょう。
■企業や店は、飲酒運転撲滅宣言企業（店）に登録
しましょう。

皆さんも自分にできることを
実践しましょう‼
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あおるより ゆずるあなたが かっこいい

次の問題の には、数字が入ります。各問の数字を

合計してください。それが答えです。

❶郵便番号は 桁です。

❷東京オリンピック2020で実施されるラグビーは 人制です。

❸原動機付自転車の運転免許の受験資格は 歳以上です。

❹携帯電話を手に保持して画像を注視した場合の交通違反点数は、

点です。

❺踏切及びその手前 メートル以内は、追越し禁止場所です。

【応募方法】

各問の数字の合計をハガキに書いて送ってください。

住所、郵便番号、氏名、年齢、職業、電話番号も

忘れずに。

締切りは、令和２年５月31日です。正解者の中から

抽選で100人の方に、図書カードを差し上げます。

当選者の発表は、図書カードの発送をもって代えさせ

ていただきます。

〒812-0044 福岡市博多区千代１丁目25番15号

福岡県交通安全協会

TEL 092-641-8880

交 通 安 全 ク イ交 通 安 全 ク イ ズ交 通 安 全 ク イ ズ

問題問題

送り先送り先

募集しています募集しています募集しています
福岡県交通安全協会では、いろいろなコンテストを開催しています。

皆さんの応募をお待ちしております！

詳細は、福岡県交通安全協会もしくは最寄りの地区交通安全協会にお尋ねください｡

また、福岡県交通安全協会のホームページにも掲載しています｡

第33回 交通安全フォトコンテスト

応募作品のテーマ

交通モラル・マナーの向上及び交通事故防止に関するもの

応募期間 令和２年２月３日〜７月10日

第71回 小・中学生交通安全図画・作文コンクール

応募作品のテーマ 交通安全にちなんだ作品

応募期間 令和２年４月１日〜７月３日

入賞者には

賞状や賞品を贈呈

入賞者には

賞状や賞品を

贈呈

｢自転車安全運転
基礎知識テスト｣の実施

テストの内容

自転車に関する交通ルールや道路標識など

20問の三者択一式

応募期間 令和２年４月１日〜５月29日

正解者の中から抽選で自転車や図書カードなどの賞品を贈呈

福岡県交通安全協会の主な交通安全活動の紹介福岡県交通安全協会の主な交通安全活動の紹介 令和２年

子供・高齢者の交通安全対策子供・高齢者の交通安全対策

�交通安全教育班による交通安全教室の実施

�明るい色の服装や反射材の着用促進

ドライバーの交通安全対策ドライバーの交通安全対策

�横断歩道マナーアップ運動

の推進

�高齢ドライバー教室

【県自動車学校で開催】

�二輪車安全運転福岡県大会

の実施 《６月》

自転車の交通安全対策自転車の交通安全対策

�交通安全子供自転車福岡県大会の実施《７月》

�自転車安全教育指導者研修会の実施《10月》

�自転車保険の加入推進、自転車安全整備

（TSマーク）の普及推進

飲酒運転の撲滅飲酒運転の撲滅

�飲酒運転撲滅宣言登録促進事業の

推進

�ハンドルキーパー運動の推進

�飲酒運転撲滅キャンペーンの実施

そ の 他そ の 他
�四季の交通安全県民運動の推進

《４･７･９･12月》

�交通安全県民大会の開催《11月》

�交通安全広報啓発活動の実施

�交通安全教育用 DVD ／チャイルド

シートの無料貸出

交通安全協会の交通安全活動に、ご理解とご協力をお願いいたします｡
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交通安全国民運動中央大会交通安全国民運動中央大会
令和２年１月21日(火)、22日(水）の両日、東京都内において開催されま

した。

１日目の分科会では、「交通安全教育部会」において、本県

交通安全協会の職員で福岡県自動車学校に勤務する東野吉泰

さんが、「福岡県における二輪車安全運転指導員の活動」につ

いて発表しました。

２日目は、秋篠宮・同妃殿下ご臨席のもと交通安全功労者

等に対する表彰が行われました。


















見過ごすな 信じて挙げた 小さな手

令和２年度令和２年度令和２年度

福岡県警察官募集案内福岡県警察官募集案内福岡県警察官募集案内

福岡県警察では、令和２年度第１回警察官採用

試験を実施します。

詳しくは、福岡県警察本部警務課採用センター

までお問い合わせいただくか、受験案内をご覧く

ださい。

※インターネットからの受験申込が可能になりました！

受験申込期間

４月１日(水)〜４月22日(水)

※インターネット申込は４月20日(月)まで

問い合わせ先

福岡県警察本部警務課採用センター

TEL 092-622-0700

福岡県警察採用
ホームページ

LINE@ID
hax9404k

おめでとうございます
本県の受章（賞）者の皆さんをご紹介します｡

敬称略（ ）は地区安協・地区安管名

全日本交通安全協会長表彰全日本交通安全協会長表彰
(団体等)(団体等)

✿交通安全優良団体

吉川工業株式会社 安全衛生環境室

（八幡東)

✿交通安全優良事業所

有限会社山広商会（博多)

株式会社筑後自動車専門学院（筑後)

株式会社片岡建設（宗像)

✿交通安全優良学校

福岡市立壱岐小学校（西福岡)

宗像市立玄海小学校（宗像)

✿優良交通安全協会

宗像交通安全協会（宗像)

飯塚地区交通安全協会（飯塚地区)

✿優良安全運転管理協議会

柳川市安全運転管理者協議会（柳川市)

交通栄誉章「緑十字金章｣交通栄誉章「緑十字金章｣

✿交通安全功労者 藤明 尚幸（博多) 裏辻 良彦（福岡南)

✿優良運転者 甲斐 廣（折尾) 野上 秀雄（東福岡)

迫 幸雄（行橋)

豊澤ラク子（八幡東) 秋好 美利（小倉北) 白水 幸子（東福岡)

檜垣 清隆（小倉南) 白尾 靖邦（久留米市) 小塚 義輝（粕屋地区)

野村 信孝（早良･城南) 井口 義太（早良･城南) 佐々木和紀（戸畑)

✿交通安全功労者

✿安全運転管理者 藤井 信義（筑紫)

鶴 弘（門司) 井手 一夫（小郡三井地区) 松本 博之（福岡南)

中村 政司（大川大木) 朱雀 良照（糸島市) 井上 俊雄（折尾)

久米 久佳（直方地区) 坂田 雅量（嘉麻市) 福田 數登（福岡中央)

小西清治郎（浮羽地区) 本田 千秋（戸畑) 福田 健次（小倉南)

森 孝子（博多) 釜堀真利子（朝倉地区)

✿優良運転者

交通栄誉章「緑十字銀章｣交通栄誉章「緑十字銀章｣
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〜交通安全協会に入会しましょう〜

窓口で納めていただいた会費は、あなた

の住所地の地区交通安全協会に送付され、

その地域の交通事故の防止や飲酒運転の

撲滅などに役立たせていただいております。

モバイルサイトのご案内
ＱＲコードを

読み取ると

モバイルサイトに

アクセスできます。

www.fukuoka-ankyo.jp

会員の特典制度

交通安全協会に入会すると九州

全域の協賛店（買い

物・宿泊・レジャー

等) の サ ー ビ ス を

受けることができ

ます。
しぐまる

交通安全見守り活動

タクシー会社の従業員の皆さんも

◀ 西福岡 ▶

交通安全指導

交通安全母親クラブ ｢瀬々らぎ会｣の皆さん

◀ 折 尾 ▶

夜間の自転車街頭指導

ライトの点灯や反射材の活用を

◀ 福岡中央 ▶

交通安全パレード（八田支部)

地域の皆さんが一つになって

◀ 東福岡 ▶

交通マナーアップキャンペーン

高校生の爽やかな声が響きます

◀ 大牟田 ▶

交通安全キャンペーン

園児の横断歩道の渡り方をお手本に

◀ 久留米市 ▶

セーフティーステーション

ミーティングで全員の意思統一を

◀ 八 女 ▶

年金支給日キャンペーン

交通安全と防犯指導を

◀ 門 司 ▶

セーフティーステーション

活動中の事故防止にも配意して

◀ 城島三潴 ▶

交通安全キャンペーン

買い物客にも声かけ

◀ 小郡三井地区 ▶

街頭キャンペーン

横断歩道でも安全確認を忘れずに

◀ 早良・城南 ▶

交通安全キャンペーン

警友会の皆さんもお�いの服で

◀ 朝倉地区 ▶

交通安全キャンペーン (飯塚聖母幼稚園)

｢安全をもちかえる」の�を配布

◀ 飯塚地区 ▶

ドライビング・スクール

自分の運転を見直す機会に

◀ 宗 像 ▶

交通安全キャンペーン

家族の皆さんにもお話しください

◀ 豊前築上 ▶

青パト出動

交通安全広報活動へ

◀ 宮 若 ▶

｢交通安全活動に役立ててください」と金一封を寄附されました

※紙面の関係で写真は割愛させていただきます｡寄附・寄贈ありがとうございます寄附・寄贈ありがとうございます

寄

附
《若松交通安全協会【陽菜ちゃん基金】へ協賛金》

若松区自治総連合会 会長 平野 建様

福岡県トラック協会若松分会 分会長 石田 博義様

《西福岡交通安全協会へ》

㈱パラダイス スーパーDʼステーション

福重店 店長 春日 薫様

《粕屋地区交通安全協会へ》

筑豊振興株式会社 統括部長 山本 嘉彦様

株式会社 ｢ロジパルエクスプレス｣福岡営業所 所長 若杉 友也様

寄

贈

《福岡県交通安全協会へ》

トヨタ部品福岡共販株式会社 社長 柴垣 正彦様

チャイルドシート20台を寄贈

《行橋交通安全協会へ》

北九州第一交通株式会社 京築営業所長 西村 正博様

ジュニアシート10台を寄贈

《春日地区・筑紫交通安全協会へ》

JA 筑紫 組合長 白水 清博様

反射材付手袋、交通安全啓発用文具セットを寄贈


