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子供の交通安全子供の交通安全

赤信号 わたったうしろに 子供の目
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（毎月１日発行）

第31回交通安全フォトコンテスト優秀賞

「ピカピカ１年生 高く手をあげてわたろうね」
北九州市小倉南区 岩田 美穂さん
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ドライバーの皆さん

歩行者がいる時は、横断歩道の手前で一時停止

歩行者の皆さん

近くの横断歩道を渡りましょう
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春日地区交通安全協会▲

【お知らせ】「交通安全ふくおか」の発行月が変更になります｡

登下校 いつもの道こそ 要注意

３月は、子供たちにとっては卒業（園）式や修了式そして春休みなどの行事が続きます。特に４月に

新入校生となる子供たちの生活環境は、大きく変わります。

そこで、大切な子供たちを交通事故から守るため、この時期を利用して家庭で交通安全について話し

合いましょう。

歩行中の事故は…

道路横断中の事故や飛び出しが原因の事故が多い

自転車乗用中の事故は…

交差点での出会い頭の事故が多い

① 道路を横断する前に必ず立ち止まる

→飛び出し防止

② 左右の安全確認をする

③ 車が止まってから横断する

※横断歩道を渡りましょう。

近くに横断歩道がない場合は、左右の見通しの良い

場所を選びましょう。

〜渋滞車両や駐車車両の前後の横断は危険！〜

※信号機がある場合

・青色信号でも、横断する前に左右の安全確認をし

ましょう。

・黄色信号（歩行者用信号の青色点滅）は、横断を

始めてはいけません。

〜信号の変わり目の横断は危険！〜

� 自転車安全利用五則を守りましょう。

自転車安全利用五則

① 自転車は、車道が原則、歩道は例外

② 車道は左側を通行

③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④ 安全ルールを守る

�二人乗りの禁止 �飲酒運転の禁止

�並進の禁止

�夜間はライトを点灯

�信号を守る

�交差点での一時停止と安全確認 など

⑤ 子供はヘルメットを着用

� 点検整備された自転車に乗り、自転車保険に入り

ましょう。

年12回（毎月）発行していました「交通安全ふくおか」は、平成31年度から、4 月・7月・9月・12月・新年号の

年５回の発行となります。今後ともご愛読をよろしくお願いいたします。

この時期は、歓送迎会などで飲酒の機会が多くな

ります。

各地で、飲酒運転の撲滅キャンペーンが継続的に

実施されていますが、飲酒運転や飲酒運転による

交通事故は後を絶ちません。

▲福岡南交通安全協会

▲久留米市交通安全協会

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

子供の交通事故の特徴的傾向子供の交通事故の特徴的傾向子供の交通事故の特徴的傾向

車での外出時は、全員シートベルト（チャイル車での外出時は、全員シートベルト（チャイル車での外出時は、全員シートベルト（チャイル

ドシート）を着用ドシート）を着用ドシート）を着用

安全な歩行（道路の横断）安全な歩行（道路の横断）安全な歩行（道路の横断）

自転車の安全利用自転車の安全利用自転車の安全利用

飲酒運転の撲滅キャンペーン飲酒運転の撲滅キャンペーン

子供の交通安全子供の交通安全
～子供を交通事故から守りましょう～～子供を交通事故から守りましょう～
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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

四輪に 無事故を足して 待つ五輪





試験種類・区分 採用予定数 受付期間 第１次試験日

第
１
回
試
験

警察官Ａ

男性 96人

４月１日(月)

～

４月22日(月)

(１日目)

５月12日(日)

(２日目)

５月下旬〜６月中旬

※警察官Ｃについては、

受験者全員該当

※武道指導のみ１次試験

の全ての種目を１日目

に実施します。

女性 27人

武道指導 2人

警察官Ｃ

(専門捜査官)

経済 2人

語学(英語） 3人

語学(北京語） 2人

語学(韓国･朝鮮語) 3人

情報工学 3人

第
２
回
試
験

警察官Ａ

男性 46人

８月13日(火)

～

９月２日(月)

(１日目)
９月22日(日)

(２日目)
10月上旬〜10月下旬
※武道指導のみ１次試験
の全ての種目を１日目
に実施します。

女性 12人

武道指導 2人

警察官Ｂ
男性 117人

女性 31人

福岡県警察では、2019年度に警察官346人を２回に分けて募集します。

それぞれの試験日程等については、下記のとおりです。

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。

福岡県警サイト

【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

ホームページ https://www.police.pref.fukuoka.jp/saiyou/

福岡県警察官募集案内福岡県警察官募集案内2019年(平成31年)度2019年(平成31年)度

平成31年１月16日(水）、17日(木)の両日、東京都内において開催されました。

１日目は分科会が開かれ、「地域・家庭部会」において、本県の筑後市連合婦人会会長の

五十嵐多喜子さんが、「地域における交通安全活動の推進方策及び交通安全に果たす役割、

特に高齢者と幼児・子供の事故防止」について発表されました。

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。

大石 昇（筑後市）

柏原 清二（若松）

與田 保（城島三潴）

火箱江利子（豊前築上）

江藤 好之（飯塚地区）

猪口恵美子（みやま市）

川原 広喜（大川大木）

境 九夫（粕屋地区）

中村 孝徳（小郡三井）

大神 辰基（糸島市）

三戸雄治郎（福岡南）

山下 幸男（小倉北）

𠮷田 幸雄（朝倉地区）

林田 睦朗（春日地区）

安川 秀治（折尾）

田中 義則（大牟田）

優良運転者

養父 晟（宮若）

岩永 正治（筑紫）

日巻 國道（みやま市）

交通栄誉章「緑十字金章｣交通栄誉章「緑十字金章｣

久積 幸敏（春日地区）

中神 孝子（飯塚地区）

小早川早苗（戸畑）

大神 光（東福岡）

内山 邦彦（博多）

浦江 重之（若松）

森本 勝則（小倉北）

水野井津子（東福岡）

伊東 徹（早良・城南）

舌間 建喜（福岡中央）

交通栄誉章「緑十字銀章｣交通栄誉章「緑十字銀章｣

交通安全功労者

交通安全功労者 優良運転者

交通安全優良団体等表彰交通安全優良団体等表彰

�交通安全優良団体

筑後市連合婦人会（筑後市)

�交通安全優良事業所

春日･大野城･那珂川消防組合消防本部（春日)

福岡環境整備株式会社元岡営業所（西福岡)

株式会社エルテックス・ヨシダ（早良・城南)

�交通安全優良学校

福岡市立和白東小学校（東福岡)

北九州市立江川小学校（若松)

�優良交通安全協会

一般社団法人久留米市交通安全協会（久留米市)

八幡東交通安全協会（八幡東)

�優良安全運転管理協議会

八女地区安全運転運行管理者協議会（八女)

寄附・寄贈ありがとうございます

《県交通安全協会へ》

トヨタ部品福岡共販株式会社（筑紫野市)

社長 柴垣 正彦 様

チャイルドシート20台を寄贈されました。

地区交通安全協会で活用させていただきます。

《粕屋地区交通安全協会へ》

○株式会社「ロジパルエクスプレス」福岡営業所

所長 河原 勉 様

○自営業 豊原 喜久馬 様

「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。

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
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視閲式

交通安全指導員と女性ドライバー協議会の皆さん

イベント

青パトも広報啓発活動をサポート

交通安全パトロール出発式

皆さん、よろしくお願いします

◀ 豊前築上 ▶

キャンペーン

小雨が降るあいにくの天気でも

セーフティステーション

ゆとりをもって安全運転を

交通安全パレード（華頂幼稚園)

私たちが先頭です

キャンペーン

交通安全のぼり旗も準備ＯＫ

交通安全パレード

笹丘少年リーダー隊もハンドプレートを手に

キャンペーン

「思いやりの気も
●

ち
●

」を交通安全にも

保護誘導活動

みんなが渡り終えるまで目を離しません

無灯火自転車追放キャンペーン

ライトは点灯しますか

交通安全教室

ふっけい君と一緒に楽しくお勉強

◀ 筑後市 ▶ ◀ 川 崎 ▶

◀ 嘉麻市 ▶ ◀ 宮 若 ▶ ◀ 八幡東 ▶

◀ 早良・城南 ▶ ◀ 福岡中央 ▶ ◀ 飯塚地区 ▶

◀ 宗 像 ▶ ◀ 東福岡 ▶ ◀ 八 女 ▶









〜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)からのサービス

を受けることができ

ます。しぐまる


