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通安全通安全交通安全

第34回交通安全フォトコンテスト　最優秀作品
｢見てますか？ 大きく上げた手と黄色のカバー｣

佐賀県神埼郡　宮地　久二さん

令和４年福岡県交通安全協会の主な交通安全活動計画

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。

四季の
交通安全県民運動の実施

各種大会の開催 飲酒運転の撲滅活動

自転車安全利用の推進 その他の活動

４月 ７月 ９月 12月

春、夏、秋、年末の４回

６月 二輪車安全運転福岡県大会

６月 交通安全子供自転車福岡県大会

11月 交通安全県民大会

４月 飲酒運転撲滅推進員委嘱状
交付式・研修会

通年 飲酒運転撲滅宣言
登録促進事業の実施

５月 自転車月間

10月 自転車安全教育指導者講習会

通年 自転車保険の加入、
自転車の安全整備（TSマーク）の推進

通年 子ども・高齢者対象の交通安全教室の実施

通年 青パトによる広報啓発活動の実施

随時 各種コンクール、コンテスト等の実施

通年 交通安全教育用DVD／チャイルドシートの無料貸出

の春春

通学路 速度を落とす 思いやり
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の春
運動
期間

交通事故死ゼロを目指す日

運動の重点と主な実施事項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確保
～横断歩道マナーアップ運動～

子供を始めとする歩行者の安全確保
～横断歩道マナーアップ運動～

歩行者保護等の安全運転意識の向上歩行者保護等の安全運転意識の向上

●横断する時は、止まって、見て、合図を出し、車
が停止するのを待って、渡りましょう。
●近くに横断歩道がある時は、必ず横断歩道を利用
しましょう。
●歩きスマホはやめましょう。

●横断歩道に横断者がいる時は、一時停止して横断
者を優先させましょう。
●高齢運転者は、身体機能の変化に応じた安全運転
を心掛けましょう。
●妨害運転（あおり運転）は犯罪です。
　「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転
に努めましょう。

自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保
●「自転車安全利用五則」を守りましょう。
●自転車保険に加入しましょう。
●夕暮れ時は、早めにライトを点灯し、反射材用品
等を着装しましょう。

飲酒運転の撲滅飲酒運転の撲滅

●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。
●飲酒運転を見掛けたら必ず110番通報しましょう。
●飲酒運転撲滅宣言企業（宣誓の店）に登録し、
【ハンドルキーパー運動】を推進しましょう。

の
交通安全
県民運動

自転車
安全利用
五則

❶自転車は車道が原則、歩道は例外
❷車道は左側を通行
❸歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
❹安全ルールを守る
❺子どもはヘルメットを着用

４月６日水から
４月15日金までの10日間
４月６日水から
４月15日金までの10日間

４月10日日４月10日日

佐賀県との

合同交通安全キャンペーン
佐賀県との

合同交通安全キャンペーン
12月18日

両県警察・高速道路交通安全協議会主催
於：九州自動車道基山SA上り
両県警察・高速道路交通安全協議会主催
於：九州自動車道基山SA上り

乗るのなら しっかりお酒と ディスタンス

お知らせ 皆さんから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35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４年２月１日〜６月30日

第74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４年４月１日〜７月１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

第56回

自転車クイズ（ルールとマナー)

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４年４月１日〜６月30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
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自転車も ルールを守る ドライバー

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 48人

３月24日(木)

～

４月14日(木)

【１日目】

５月８日(日)

【２日目】

５月下旬

～

６月上旬

女性 25人

武道指導 4人

警察官Ｂ
早期採用男性 10人

早期採用女性 10人

警察官Ｃ

語学(英語） 2人

語学(北京語） 2人

語学(韓国･朝鮮語) 2人

情報工学 3人

福岡県警察の令和４年度第１回警察官採用試験

の日程等については、下記のとおりです。

詳しくは、下記までお問い合わせいただくか、

福岡県警察採用サイトをご覧ください。

【問合せ先】 福岡県警察本部警務課採用センター

TEL 092−622−0700
福岡県警察採用サイト

採用試験に関する

情報を配信中

LINE Twitter

寄附

「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

《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 所長 常磐 兼成様

寄贈

《福岡県交通安全協会へ》

トヨタモビリティパーツ株式会社
九州北部統括支社

統括支社長 柴垣 正彦様

チャイルドシート20台

《筑紫交通安全協会へ》

JA 筑紫

組合長 白水 清博様

交通事故防止関係資機材

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

全日本交通安全協会長表彰全日本交通安全協会長表彰

✿交通安全優良団体

北九州市立企救丘小学校

ボランティアわかば会 （小倉南)

✿交通安全優良事業所

有明技研株式会社（柳川市)

株式会社石橋商会（早良･城南)

医療法人泯江堂油山病院（早良･城南)

✿優良交通安全協会

一般財団法人福岡県交通安全協会（九州)

一般社団法人行橋交通安全協会（行橋)

✿優良安全運転管理者協議会

福岡県安全運転管理協議会（九州)

東福岡安全運転管理協議会（東福岡)

警察庁長官・全日本交通安全協会長 連名表彰警察庁長官・全日本交通安全協会長 連名表彰

交通栄誉章「緑十字金章｣

中村 義孝（東福岡) 永田 正登（筑後市) 中村 直也（博多)

平嶋 末一（みやま市) 眞鍋 政行（筑紫) 三木 和信（福岡中央)

田中 欽一（福岡南) 辰本誠一郎（小倉南) 石丸 巖（東福岡)

✿交通安全功労者

月足 初見（八女) 池田 忠政（春日地区) 吉岡 薫（西福岡)

大村 直（柳川市) 島村 文生（直方地区) 矢川 勘彌（早良･城南)

東島 靖久（福岡南) 上村 武則（行橋) 柴田 純（久留米市)

池田 実（折尾) 吉村 憲二（八幡東) 下川 正文（八女)

日野 幸一（朝倉地区) 浦松 德一（行橋)

✿優良運転者

三角 正弘（博多) 瀬尾 亮二（西福岡)

✿交通安全功労者

山田 芳光（小郡三井地区) 山下 亨（早良･城南) 河野 信行（八幡西)

✿優良運転者

令和４年度令和４年度 福岡県警察官募集案内福岡県警察官募集案内

交通栄誉章「緑十字銀章｣

おめでとうございます 令和３年度交通栄誉章等の受賞者（団体）を
ご紹介します｡

敬称略（　）は地区安協・地区安管名福岡県から29人８団体が受賞

交通安全優良団体等表彰

藤川 伸也（柳川市)

✿優良安全運転管理者
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飲酒運転撲滅キャンペーン

飲酒運転ゼロを目指して

◀ 福岡中央 ▶

交通安全キャンペーン

陽気なサザエさんがいつもお手伝い

◀ 早良・城南 ▶

交通防犯教室（岩戸北小学校)

｢安全｣を守ってくれる地域の皆さん達

◀ 春日地区 ▶

出陣式

交通安全協会の青パトも整列

◀ 宗 像 ▶

交通安全祈願祭

地域の交通安全を願って

◀ 朝倉地区 ▶

交通安全キャンペーン（華頂幼稚園)

園児たちも上手に整列して参加

◀ 八幡東 ▶

年末の出陣式

会長の挨拶に耳を傾ける参加者

◀ 折 尾 ▶

自転車マナーアップキャンペーン

指導員から指導を受ける学生

◀ 戸 畑 ▶

交通安全県民運動推進会議

コロナ禍での活動制限を踏まえて検討

◀ 行 橋 ▶

セーフティステーション

本日の活動要領を再確認

◀ 嘉麻市 ▶

自転車教室（金田義務教育学校)

乗車前の点検も忘れないように

◀ 田 川 ▶

保護誘導活動

子どもたちと一緒に横断

◀ 川 崎 ▶

シルバー・ドライビングスクール

指導員同乗の運転に緊張

◀ 筑後市 ▶

自転車教室（上妻小学校)

ブレーキを上手にかけ一時停止

◀ 八 女 ▶

交通安全看板（二ツ河小学校)

みんなで力を合わせて作成

◀ 柳 川 ▶

交通安全キャンペーン(ひがしやまあいじえん)

カッコいいね チビッコお巡りさん達

◀ みやま市 ▶

▶チャイルドシート

の無料貸出し制度

があります。

九州・中国地区の▶九州・中国地区の

協賛店（約 6,300協賛店（約 6,300

店舗）店舗）で割引などの特典があります。
しぐまる

交通安全協会に入会をお願いします交通安全協会に入会をお願いします

会費の使途

入会金は、あなたの住所地の交通安全活動に

役立てられています。

会員の特典制度

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

交通安全協会の活動

▶幼稚園・小学校等での交通安全教室

▶高齢者の方の交通安全教室

▶新一年生へのランドセルカバー等の贈呈

などの活動を行っています｡協賛店が増えました‼

協賛店が増えました‼


