
（一社）鹿児島県安全運転管理協議会機関紙令和元年 11月 （1）

　９月13日㈮午後３時から、鹿児島サンロイヤルホテル２階開聞の間において、
各地区の会長・青年部長・事務局長等98人のほか、来賓として三反園訓鹿児島県
知事、森博幸鹿児島市長の代理で千堂和弘危機管理局長、大塚尚県警察本部長の
ほか県警察からは県警本部交通部の所属長９人、鹿児島市内の警察署長３人等、
そのほか招待者等総勢142人の出席を得て開催されました。
　記念式典は、鎌田善政副会長の開会のことばで始まり、警察本部長から当協議
会に対する感謝状の贈呈があり、その後、長年県協議会の理事職等に携わり当協
議会の発展に寄与していただいた方々には警察本部長と県協議会会長の連名で、
また、地区協議会の会長等役員として貢献していただいた方々に対しては、池田
会長からそれぞれ感謝状が贈呈されました。
　鹿児島市長と警察本部長からの祝辞を頂いた後、当協議会と県警察の間で、ドライブレコーダのデー
タ等の提供に関する「締結式」が行われ、その後、㈱九州経済研究所の福留一郎氏による「鹿児島経済
の展望と課題について」題した特別講演が行われました。
　祝賀会の後には懇親会が開催され、県協議会の元会長や元事務局長等も参加され、昔話に華を咲かせ
ていらっしゃいました。
　翌14日㈯には、希望者20人による交通遺児たすけあいチャリティーゴルフを、日置市伊集院町の南九
州カントリークラブで開催し、その際得られた献金は11月22日㈮に鹿児島サンロイヤルホテルで開催さ
れる理事・監事等役員会で、池田会長から県交通被災者たすけあい協会に献金する予定です。

県協議会創立50周年記念式典の開催

池田会長挨拶 大塚警察本部長挨拶 三反園知事挨拶
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★　鹿児島県警察本部長感謝状
　・一般社団法人鹿児島県安全運転管理協議会

★　一般社団法人鹿児島県安全運転管理協議会・理事勤続功労者表彰
～鹿児島県警察本部長・一般社団法人鹿児島県安全運転管理協議会会長連名表彰～
・副会長　諏訪秀治（鹿児島中央地区）
・　〃　　鎌田善政（霧島地区）
・　〃　　鳥越澄夫（南さつま地区）
・理　事　古田義富（阿久根地区）
・　〃　　水口住康（鹿屋地区）
・　〃　　立石健藏（枕崎地区）
・　〃　　田中裕之（志布志地区）

★　地区安全運転管理協議会・会長勤続功労者表彰
～一般社団法人鹿児島県安全運転管理協議会会長表彰～
・鹿児島西地区安全運転管理協議会会長　　池田　安則
・日置地区安全運転管理協議会会長　　　　西郷　進一
・さつま地区安全運転管理協議会会長　　　朝隈　一誠
・伊佐地区安全運転管理協議会会長　　　　瓜生島　修
・種子島地区安全運転管理協議会会長　　　東　　正行
・奄美地区安全運転管理協議会会長　　　　有村　忠洋
・瀬戸内地区安全運転管理協議会会長　　　高田　幸三

チャリティーゴルフ福留一郎氏による特別講演

ドライブレコーダ協定締結式

創立50周年記念に伴う感謝状・表彰

協定書を手に大塚警察本部長と池田会長

千堂鹿児島市危機管理局
長挨拶

吉國交通部長から池田会長へ
本部長感謝状 
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　本年９月13日に県協議会創立50周年記念式典を挙行いたしましたが、この式典に先立ち、８月16日に鹿児島南地区
安全運転管理協議会会長川原信男氏が県協議会事務局を訪問され、私費で当協議会に対し、創立50周年を記念し寄付
金を贈呈されました。
　寄付金につきましては、式典費用として活用させていただきました。川原会長、ありがとうございました。

受賞者と大塚県警察本部長と吉國交通部長を囲んで記念撮影

県協議会創立50周年を記念し寄付金を贈呈
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　令和元年度全日本交通安全協会長表彰「交通栄誉章緑十字銅章」の被表彰者が次のとおり決定しました。
受賞された方々につきましては、誠におめでとうございます。
　今後とも安全運転管理等にご尽力され、事業所の繁栄に邁進されますことを御祈念致します。
【令和元年９月21日付・全日本交通安全協会長表彰（敬称略）】

★　交通安全功労賞 ★　優良安全運転管理者
　　・鹿児島中央地区　　　大津　　学 　　・鹿児島中央地区　　脇園幸一郎
　　・鹿児島南地区　　　　川原　信男 　　・　　　〃　　　　　東久保好弘
　　・指宿地区　　　　　　吉元　茂一 　　・鹿児島西地区　　　入角　　誠
　　・南九州地区　　　　　大坪　祥浩 　　・鹿児島南地区　　　井上　博孝
　　・種子島地区　　　　　錨　　忠宏 　　・指宿地区　　　　　大迫耕太郎
 　　・南九州地区　　　　上野　隆幸
 　　・いちき串木野地区　満留　昭子
 　　・薩摩川内地区　　　花田　洋三
 　　・志布志地区　　　　楠田　利浩
 　　・種子島地区　　　　中原　利久
 　　・奄美地区　　　　　大野　邦枝

　令和元年度の九州交通安全協会長表彰の被表彰者が次のとおり決定しました。
　受賞された方々につきましては、誠におめでとうございます。
　今後とも安全運転管理等にご尽力され、事業所の繁栄に邁進されますことを御祈念致します。
【令和元年８月５日付・九州交通安全協会長表彰（敬称略）】

★　交通安全功労者　　　　　　　　　　　★　優良安全運転管理者
　　・種子島地区　日髙和典　　　　　　　　　・鹿児島南地区　下川照実
　　・徳之島地区　松林一英　　　　　　　　　・曽於地区　　　津曲浩和
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鹿屋地区　　　村田芳治

★　優良事業所　　　　　　　　　　　　　★　瀬戸内地区安全運転管理協議会
　　・指宿地区　株式会社常盤建設　　　　　　・事務局長　春田直昭
　　・曽於地区　株式会社上集組

　10月16日に、来年１月22日東京の文京シビックホールで開催される本大会の席上で表彰される優良事業所と地区協
議会の決定通知が参りました。
　今後とも安全運転管理等にご尽力され、事業所の繁栄に邁進されますことを御祈念致します。

★　交通安全優良事業所  　　★　優良安全運転管理者協議会
　　屋久島地区　株式会社老舗恵命堂　　　　　横川地区　　横川地区安全運転管理協議会

九州交通安全協会長表彰

第60回全日本交通安全国民運動中央大会時表彰

全日本交通安全協会長表彰

表彰に輝く　表彰に輝く　人・事業所等人・事業所等
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実施期間

令和元年12月10日㈫～令和２年１月10日㈮
スローガン

年末年始　マナーアップで　事故防止

令和元年度
年末年始の交通事故防止運動

令和元年度
年末年始の交通事故防止運動

❶早朝、夕暮れ時、夜間の交通事故防止
～「３（サン）ライト運動」の展開～
❷高齢者の交通事故防止
～プラス１（ワン）運動の展開～
❸飲酒運転の根絶
～飲酒運転「８（やっ）せん」運動の展開～
❹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
～全席ベルト着用!!「します・させます運動」の展開～
❺自転車利用時の交通ルールの遵守とマナーの向上

夜光反射材
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～令和元年11月１日までに事務局に送付された活動結果報告に基づき作成しました。～

★　「中央安管情報」を発行
○　７月17日㈬「夏の交通事故防止運動」に伴い、飲酒運転防止や全席シートベルト着用推進を呼び掛けるチラシ
と共に、県下及び管内の交通事故発生状況や「夏の事故防止運動」、本年度の法定講習日程等に関する広報を掲載
し、会員全事業所に送付しました。
○　９月17日㈫「秋の全国交通安全運動」に伴い、「ながら運転、厳罰化！」の広報チラシと共に、県下及び管内の
交通事故発生状況や「秋の全国交通安全運動」、９月25日の事業主研修会、９月27日のドライビングチャレンジ
2019の開催についての広報を掲載し、会員全事業所に送付しました。

★　「夏の交通事故防止運動」街頭キャンぺーンを実施
７月26日㈮午後２時から東千石町「天神ぴらもーる」で、当協議会をはじめ市、警
察署、安協等と共同し、通行人に対して広報チラシや交通安全グッズ等を手渡し、交
通安全を呼び掛けました。

★　「中央警察署管内・児童の安全対策会議」に参加
８月７日㈬午後２時から、警察署において開催された、みだしの会議に当協議会も
参加し意見を述べました。
会議は全国的に児童が事件事故に巻き込まれる事案が発生している現状から、児童
の安全安心を確保すべく、登下校時の安全対策等を協議しました。

★　「秋の全国交通安全運動」街頭キャンぺーンを実施
９月24日㈫午後２時から金生町の山形屋１号館先アーケードで、当協議会をはじめ
市、警察署、安協等と共同し、通行人に対して広報チラシや交通安全グッズ等を手渡
し、交通安全を呼び掛けました。

★　「令和元年度事業主研修会」を開催
９月25日㈬午後１時15分から、「かごしま県民交流センター」で今回５回目となる、

みだしの研修会を中央警察署長を来賓に、協議会会員85事業所、91人が出席し実施し
ました。
特定行政書士の佐藤広明氏による「事業主のための外国人雇用の基礎知識」と題す
る特別講演を聴講した後、会場周辺で交通立哨や道路清掃のボランティア活動も行い
ました。
★　「ドライビングチャレンジ2019」を開催
９月27日㈮午後１時30分から、下田町にある吉野自動車学校において、安全運
転コンテストとサポートカー等の体験講習会を併せ、会員事業所から40人のほか、
安協等総勢120人が参加し、みだしの行事を開催しました。

★　夏の交通安全運動に伴う「うちわ」及び小冊子の作成  
本運動の広報と会員事業所の交通安全意識の高揚を目的に協議会名入り「うちわ」と「小
冊子」（過失相殺のケーススタディ）を作成し、会員事業所に配付しました。

★　「夏の交通事故防止運動」に伴い青年部で街頭キャンペーンを実施
７月21日から始まる「夏の交通事故防止運動」に先駈け、７月19日㈮午後４時から
警察署前で、青年部員12人と警察署員で、通行車両の運転者等に運動のチラシや「う
ちわ」等を手渡し、交通安全を呼び掛けました。
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★　「西安管ニュース７月号」を発行
７月23日付けで発行し、「夏の交通事故防止運動」に伴う青年部の街頭キャンペーンの様子や歩行者保護に関する

広報をしました。
★　「西安管ニュース８月号」を発行
８月６日付けで発行し、今年発生した安管事業所職員が関連した交通死亡事故の概要と、毎月法令講習会を実施
している事業所について紹介しました。

★　「秋の全国交通安全運動」に伴い広報チラシ等を作成
○　９月21日から実施される、みだしの運動に伴い、当協議会名入りの広報チラシや
「あおり運転しま洗（せん）タオル」等を購入し、９月20日青年部による街頭キャン
ペーンの際に配付しました。
○　当協議会青年部は、各季の交通安全運動に伴う街頭キャンペーンを実施していま
すが、キャンペーンの際、配付物を入れる袋を作ってはどうかとの意見があり、この度当協議会名が印刷された
ビニール袋1,000枚を購入しました。

★　「西安管ニュース９月号」を発行
９月24日付けで発行し、「秋の全国交通安全運動」に伴い９月20日㈮に、当協議会青年部が警察署前で実施した街

頭キャンペーンの様子や、同じく９月23日㈫に北部清掃工場先において実施した「旗波作戦」、９月13日㈮県安管創
立50周年記念式典への出席等について広報しました。
★　「西安管ニュース10月号」を発行
10月９日付けで発行し、曽於市で発生した安管事業所職員が関連した死亡事故を紹介し、事故防止を促すととも
に、「朝礼時の確実な指示」や「運転のプロとは」についてお願いしました。

★　｢夏の交通事故防止運動」期間中の取り組みを事業主や安全運転管理者に依頼
6月27日付けで事業主等に、同運動の期間、スローガン、運動重点等を通知し、期間中の「のぼり旗」の掲出をは
じめ、３ライト運動や全席シートベルト着用への取り組み、街頭キャンペーンへの参加を要請しました。

★　｢地区安管だより」を発行
○　７月１日付けで第２号を発行し、県下の交通死亡事故の概要、管内の交通事故と安管事業所関連事故の発生状
況や「歩行者を守る思いやり運転」について広報しました。
○　７月３日付けで第３号を発行し、県下で発生した安管事業所職員が関連した交通事故の発生について速報し、
安全運転を呼び掛けました。
○　８月５日付けで第５号を発行し、今年県内で発生した安管事業所職員が関連した交通死亡事故の概要を紹介し、
１当事故が１件、２当事故が３件であり、いずれも業務中に発生していることを広報しました。
○　８月７日付けで第６号を発行し、県下の交通死亡事故の発生状況と特徴、安管事業所関連事故の発生状況等を
掲載するとともに、本年12月１日施行予定の改正道路交通法、携帯電話などによる「ながら運転」の厳罰化につ
いて広報しました。
○　９月１日付けで第７号を発行し、７月末現在の県下の交通死亡事故の発生状況と特徴、安管事業所関連事故の
発生状況等を掲載するとともに、当地区安管関係の人身事故分析結果を広報しました。

★　「夏の交通事故防止運動」に伴う街頭キャンペーンを実施
７月19日㈮午後３時30分から「イオンモール鹿児島」の店内に
おいて、当協議会と安協、警察署員等約30人で、来店者に対し運
動のチラシ等を配付し、交通安全を呼び掛けました。
また、７月25日㈭には喜入町の国道226号沿いで、喜入町内の当
協議会員と安協喜入支部、警察署員等約60人で、通行車両の運転者等に運動チラシや
交通安全グッズ、「ひまわり種子」等を手渡し、交通安全を呼び掛けました。

★　「交通死亡事故現場診断」に参加
８月20日喜入前之浜町の国道で発生した交通死亡事故に伴う現場診断と検討会が開
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催され、関係機関団体等から25人が参加、当協議会からも小村副会長と事務局長も出席し、運転者対策等に関する
意見を述べました。
★　「秋の全国交通安全運動」に伴う街頭キャンぺーンの実施について
９月24日㈫午後２時30分から、西谷山１丁目５番地「たわわタウン」正面出入口付
近において、当協議会青年部11人をはじめ、警察署や安協等約30人が参加し、来店者
等にチラシや交通安全グッズを手渡し、沿道では「のぼり旗」を掲げ通行車両等に交
通安全を呼び掛ける街頭キャンぺーンを実施しました。

★　全日交通安全協会・緑十字銅賞等の表彰状を伝達
当協議会の会員事業所の中から、全日本交通安全協会・
緑十字銅章を「学校法人妙光学園たにやま幼稚園」の井上
博孝氏が、九州交通安全協会長表彰を「特殊環境開発㈱」
の下川照実氏が受賞されたことから、10月８日㈫に両事業
所を川原会長が訪れ、２人に表彰状を伝達しました。

★　「警察署開庁50周年記念式典」に出席
10月９日㈬午後４時から南警察署で催された、同署の50周年記念式典行事に、当協
議会長も招待され出席しました。
式典に先立ち、記念に建立された記念碑の除幕にも立ち会いました。

★　４月から９月の活動結果について
この期間中、当協議会での取り組みは
・４月17日指宿市教育委員会で、市内の新中学１年生に「夜光反射タスキ」を贈呈
・４月22日警察署において、本年度の安管モデル事業所に対する指定書交付
・５月11日からの「春の全国交通安全運動」に伴い街頭キャンペーン等を実施
・５月21日交通事故多発地点合同現場診断及び検討会に参加
・６月３日地区協議会役員会、27日総会を開催
・６月27日指宿シーサイドホテルで令和元年度地区総会を実施
・７月30日プラッセだいわ前の交差点で、「夏の交通事故防止運動」に伴い、青年部と女性部による街頭キャン
ぺーンを実施
・８月９日指宿市民会館で行われた本年度の安管講習への支援
・９月24日プラッセだいわ前の交差点で、「秋の全国交通安全運動」に伴い、青年部と女性部により街頭キャン
ぺーンを実施
等でした。

★　川辺祇園祭りで交通安全キャンペーンを実施
７月28日㈰午後４時から川辺町の川辺商店街で開催された「川辺祇園祭り」会場に
おいて、当協議会と交通安全協会、防犯協会の３者合同で、御輿パレードに参加し、
見物客等に、「夏の交通事故防止運動」のチラシや団扇を手渡し、同運動と交通安全を
広報しました。

★　南九州地区高校生クラブが実施した交通安全キャンペーンに啓発グッズを提供
８月３日㈯午前10時からJA南さつま本所前において、高校生クラブが交通安全の街頭キャンペーンを行いました

が、その際、通行車両の運転者等に手渡す啓発グッズとして、当協議会名と安協名の入った団扇を750枚提供し、当
協議会の認知度アップに繋がりました。
★　「秋の全国交通安全運動」期間中の取り組み
運動に伴い当協議会では、９月24日㈫午前７時10分から、南九州市役所前、JA川辺支所前、中村温泉病院前の３
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箇所で、警察署や市、安協等も参加し、いずれも約100人が参加し、出発式及び街頭
キャンペーンを実施しました。
また、９月30日㈪は午前７時10分から、「交通死亡事故ゼロを目指す日」に伴い「旗

の波作戦」が警察署前交差点で行われ、当協議会員のほか安協等約100人が参加し、通
行車両等に交通安全を呼び掛けました。

★　｢秋の全国交通安全運動」期間中の取り組みについて
○　９月20日㈮午後４時30分から南さつま市役所において、当協議会や市職員等約50人が参加し運動出発式が行わ
れ、その後、市役所前の交差点で参加者全員が「桃太郎旗」を持ち通行車両等に交通安全を呼び掛ける街頭キャ
ンぺーンを実施しました。
○　９月24日㈫午後２時から南さつま市加世田武田旧青果市場内において、当協議会員10人のほか、加世田常潤高
等学校の学生約20人による街頭キャンぺーンを実施し、通行車両の運転者等にチラシやジュースを手渡し、交通
安全を呼び掛けました。

★　｢ＪＡ農業祭」で交通安全啓発活動を実施
10月27日㈰南さつま市加世田高橋の加世田ドームで開催された、みだしの行事に当
協議会から８人、警察署から２人が参加し、子ども免許証の作成や白バイとの記念撮
影等のふれあい活動と共に、交通安全を呼び掛ける啓発活動を行いました。

★　｢点灯の日」に「早めのライト点灯」啓発活動を実施
10月10日㈭の「点灯の日」に併せ、協議会員８人と警察署から２人が参加し、警察
署前で手札やプラカードを掲げ、通行車両に「早めの点灯」を促す啓発活動を行いま
した。

★　飲酒運転撲滅キャンペーンを実施
７月19日㈮午後５時から、当協議会青年部員15人と市職員５人と警察署員５人の計
25人が参加し、毎年、青年部総会前に行っている恒例の飲酒運転撲滅キャンペーンを
実施しました。
３班に分かれて伊集院町内の飲食店約30店を訪問し、チラシ等を店主に手渡し、飲
酒運転の防止を呼び掛けました。

★　「秋の全国交通安全運動」期間中の取り組み
○　９月20日㈮午前８時30分から、日置市役所本庁中庭で開催された出発式に当協議
会も参加し、交通安全を誓いました。
○　９月21日㈯伊集院町の南九州カントリークラブで、交通被災者たすけあい協会へ
の寄付を目的に、毎年恒例のチャリティーゴルフを開催し会員の親睦を深めるとと
もに54,705円の募金が集まりました。
○　９月25日㈬午後５時からＪＲ伊集院駅で、青年部10人、市職員８人、警察署員10
人が参加し、運転中の携帯電話使用禁止を駅利用者等に呼
び掛けるチラシを手渡す、「ながら運転撲滅キャンペーン」
を実施しました。
○　９月27日㈮午後１時30分から、日吉町の県道37号で当協
議会青年部員10人のほか安協、警察署が参加し、通行車両
の運転者等にチラシやミカンを手渡し、交通安全を呼び掛ける街頭キャンぺーを行
いました。

★　「早めのライト点灯」キャンペーンを実施
10月10日㈮午後５時30分から警察署先の県道304号で、当協議会青年部が中心となり
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青年部員15人、警察署員22人、市職員20人の計57人で、「早めの点灯」と記したハンドプレートや横断幕で、運転者
にライト点灯を促す街頭キャンぺーンを行いました。

★　｢新入学（園）児の交通事故防止運動」に伴い「旗の波」活動を実施
４月８日㈪午前７時30分から、国道３号大原交差点において、当協議会員70人のほ
か安協、母の会、地区ＰＴＡ、警察署員等計120人が参加し、「のぼり旗」を掲出し通
行車両に交通安全を呼び掛けました。
★　交通事故防止キャンペーン「ばふ～ん作戦」を実施
４月17日㈬午後１時30分から国道３号で、協議会員20人のほか安協、母の会、警察
署員等計40人で、通行車両の運転者等に対して、「交通事故を蹴散らそう」との趣旨
で、浜競馬にちなんで「ばふ～ん饅頭」200個をチラシとともに手渡し、交通事故防止
を呼びかけました。
★　「春の全国交通安全運動」に伴い「旗の波」活動を実施
５月11日㈯午前７時30分から国道３号大原交差点において、当協議会員40人のほか
安協、母の会、地区ＰＴＡ、警察署員等計120人が参加し、「のぼり旗」を掲出し通行
車両に交通安全を呼び掛けました。
★　「夏の交通事故防止運動」に伴う街頭キャンぺーンを実施
７月22日㈪午後１時30分から国道３号において、当協議会青年部員15人のほか安協、
警察署員等30人が参加し、昼食後の「居眠り運転防止」と交通安全運動を呼び掛ける
ため、「目覚まし作戦」と銘打ちキャンペーンを実施、運転者にチラシや「遠くを見通
せる」の意味で竹輪や眠気覚ましのガムを手渡しました。

★　「秋の全国交通安全運動」に伴う街頭キャンぺーン等を実施
○　９月20日㈮午前７時30分から市役所先の国道３号で当
協議会青年部員や役員等35人のほか、安協、警察署等80
人が参加し、沿道で「のぼり旗」を掲げ交通事故防止を
呼び掛ける「旗の波作戦」を実施しました。
　　また、キャンぺーンに先駈け出発式も行われ、「緑十字
銅章」受賞者と運転免許の自主返納者に対する卒業証書伝達式がありました。
○　９月25日㈬午後１時30分から国道３号で、当協議会青年部員15人のほか安協等約
30人が参加し、運転者に特産品のさつま揚げや運動チラシを手渡し、「安全運転で帰
りましょう」と呼び掛けました。

★　「早めのライト点灯」キャンぺーンを実施
10月10日㈭午後５時30分から国道３号で、「点灯の日」にちなみ当協議会員10人や安協、
警察署等約30人が参加し通行車両にライト点灯を促す街頭キャンペーンを実施しました。

★　「夏の交通事故防止運動」の取り組み結果
○　７月22日㈪午後２時から国道３号小倉町岩崎交差点において、当協議会をはじめ安協等と共同し23人で、通行
車両約80台の運転者にチラシや交通安全グッズを手渡し、交通事故防止を呼びかける街頭キャンペーンを実施し
ました。
○　７月26日㈮午後７時から、夜の飲食店街での飲酒機会が増え、飲酒運転が懸念されることから、協議会員等18
人が飲食店を訪問、店主にチラシ等を手渡し「飲酒運転防止」を呼び掛ける飲酒運転根絶キャンペーンを実施し
ました。

★　「夏の交通事故防止運動」の取り組み結果
○　７月22日㈪午後２時から国道３号小倉町岩元交差点において、当協議会をはじめ安協等23人が参加し、通行車
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両の運転者等に運動チラシやボールペン等を手渡し、交通安全を呼び掛けました。
★　「秋の全国交通安全運動」の取り組み結果
○　運動期間中、2020年までに年間死者数ゼロ、発生件数を半減させ、日本一交通事故が少なく安全で交通マナー
の良い薩摩川内市を目指すという「大綱心の交通安全プロジェクト」にちなみ作成した「のぼり旗」を、警察署
周辺に掲揚し、市民の交通安全意識の高揚を図りました。
○　９月24日㈫午後３時30分から国道３号の小倉交差点で、当
協議会役員４人のほか関係機関団体が参加し総勢22人で、通
行車両の運転者等にチラシや啓発グッズを手渡し、交通安全
を呼び掛ける街頭キャンぺーンを行いました。

★　「３ライト点灯1,000人作戦」を実施
10月10日㈭午後４時30分から午後６時まで、「３ライト点

灯の日」に併せ、市内10箇所の沿道において、143事業所と
警察署から2,250人が参加し、手札やのぼり旗を掲げ、通行
車両に「早めのライト点灯」を促す街頭キャンペーンを行
いました。

★　交通遺児チャリティーゴルフコンペを開催
７月７日㈰さつま町求名の「さつまゴルフリゾート」で、本年度のコンペを開催、
13人が参加し23,814円の募金が集まり、後日、県交通被災者たすけあい協会に寄付致
しましたところ、感謝状を頂きました。

★　「秋の全国交通安全運動」期間中の取り組み
○　９月24日㈫午前７時30分から町内全域で、さつま町交通安全町民推進協議会の決
定に基づき「1,000人立哨」を行い、当協議会も会員事業所から約300人が参加し、宮
之城鉄道記念館をはじめ、宮之城総合運動公園、役場各支所前等で街頭立哨を行い、
通行車両等に交通安全を呼び掛けました。
○　９月26日㈭午後４時から船木公設市場前で、関係機関団体と共同し約30人で、通
行車両の運転者等にチラシや町内で生産された「梨」を手渡し、「交通事故ナシ」を
呼び掛けました。

★　「交通事故多発地点合同現場診断及び検討会」に参加
10月16日㈬午前10時から平川地区の国道504号と広域農道の交差点において実施さ
れた現場診断に当協議会も参加、検討会では信号機設置等の意見が出されました。

★　「秋の全国交通安全運動」の取り組みについて
○　９月26日㈭午後１時30分から国道３号警察署前において、当協議会をはじめ、安
協や鶴翔高校生等が参加し、同高校食品技術科の生徒手作りの「３年Ａ組ジャムな
クッキー」というお菓子を運転者等に手渡し、交通安全を呼び掛ける「アクネ・う
まいネ・安全だネ作戦」と称する街頭キャンペーンを実施しました。
○　９月26日㈭午前９時から阿久根市総合運動公園において、当協議会主催の「交通・
地域安全グラウンドゴルフ大会」が開催され、58チーム282人が参加しました。
　　競技の合間に交通安全講話やサポートカーの体験乗車も行われました。
○　９月27日㈮午後４時から「道の駅あくね」先国道３号において、当協議会をはじ
め関係機関団体等で通行車両の運転者等に、チラシや「ガランツ」を手渡し、交通
安全を呼び掛ける「ガランツ作戦」を実施しました。
○　９月28日㈯午後１時から長島町城川内運動場において、当協議会も協賛し「交通・
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地域安全グラウンドゴルフ大会」が開催され、32チーム160人が参加しました。
　　競技の合間にサポートカーの体験乗車も行われました。

★　安管事務局だより（７月11日付け）を発行
事務局だよりを発行し、５月末現在の交通事故発生状況、交通死亡事故の特徴、県下で発生した安管事業所職員
関連の死亡事故や管内でも死亡事故が多発していることを紹介し、緊張感を持って運転するなど安全運転を広報し
ました。

★　安管事務局だより（７月29日付け）を発行
事務局だよりを発行し、管内で２月から発生した今年の交通死亡事故６件の概要を紹介し、交通事故防止を広報
しました。

★　死亡事故多発に伴う「街頭監視（100人旗波立哨）」を実施
管内で交通死亡事故が多発したことから、警察署では「緊急
街頭監視100人旗波立哨」を計画し、当協議会にも参加要請が
あったため、８月１日㈭午前７時から、姶良市西餅田の国道10
号宮島北交差点において、当協議会23事業所35人のほか、警察
署長や姶良市長、姶良市交通安全対策推進協議会等約100人が参加し、「のぼり旗」を掲げ通行車両に交通事故防止
を呼びかけました。
★　安管事務局だより（８月19日付け）を発行
事務局だよりを発行し、７月末現在の県下と管内の安管選任事業所関連の事故発生状況、県下の死亡事故の特徴、
８月１日に実施した「街頭監視100人旗波立哨」への参加御礼等を広報しました。

★　「秋の全国交通安全運動」に伴う取り組みについて
９月20日㈮午後４時から警察署道場において、当協議会をはじめ、関係機関等約100
人が参加し、運動出発式を実施しました。
署長と姶良市長の挨拶の後、薫光幼稚園児30人が交通安全宣言を行い、白バイを先
頭に青パト隊が市内パトロールに出発しました。

★　「秋の全国交通安全運動」に伴う協議会青年部員による旗波立哨を実施
９月26日㈭午後５時から国道10号の森南交差点において、警察署員と当協議会青年部員

12人（10事業所）により、揃いのハッピを着用し「のぼり旗」を
手に持ち、通行車両等に交通安全を呼び掛ける街頭キャンぺーン
を実施しました。
終了後は、懇親会を兼ねた意見交換会を行い、青年部の絆を深めました。

★　安管事務局だより（９月26日付け）を発行
事務局だよりを発行し、８月末現在の県下と管内の安管選任事業所関連の事故発生状況、県下の死亡事故の特徴、

「秋の全国交通安全運動」に伴う出発式の模様と参加御礼等について広報しました。
★　安管事務局だより（10月３日付け）を発行
事務局だよりを発行し、９月29日に曽於市内で発生した安管事業所の職員が関連した交通死亡事故や、これから
年末に掛け、例年死亡事故が増加する傾向にあるため、より一層の事故防止対策について、また、９月26日に青年
部により実施した「旗波立哨」への参加御礼等についても広報しました。

★　「春の全国交通安全運動」に伴う取り組みについて
○　５月10日㈮午後５時から霧島市民会館前広場におい
て、当協議会をはじめ警察署や霧島市役所等、関係機関
団体約200人が参加し運動出発式が行われ、小学校児童に
安全な道路横断を促す「ストップマーク」が市町に贈ら
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れ、その後、付近の交差点等で、「セーフティーウェーブ作戦」と称し、参加者が「のぼり旗」を手に、通行車両
等に交通安全を呼び掛ける街頭立哨を行いました。
○　５月13日㈪午後２時30分から国分中央高校正門前において、当協議会青年部と同
校生徒による街頭キャンぺーンを実施しました。
　　キャンペーンでは、運動のチラシと同校の生徒が栽培した「トマト」を通行車両
の運転者等に手渡し、交通安全を呼び掛けました。

★　「交通事故多発地点等特別対策合同現場診断」への参加
６月５日㈬霧島市隼人町において実施された、みだしの診断に当協議会からも参加
し、検討会では注意喚起の看板設置や路面標示、当協議会々員事業所に対して、診断
結果と検討内容等について広報すること等の意見を述べました。

★　夏休み期間中の交通事故防止街頭キャンぺーンの実施
８月22日㈭午後４時から、霧島市国分山下町久満崎神社先県道上において、当協議
会青年部と上小川児童クラブ員等約40人が参加し、「私たちの通学路ゆっくり走って
ね！」と描かれた横断幕を掲げ、通行車両の運転者等に児童が手作りした「交通安全
お守り」やチラシ、ウエットティッシュ等を手渡し、交通安全を呼び掛けました。
★　「秋の全国交通安全運動」に伴う取り組みについて
○　９月20日㈮午後４時30分から、霧島市おまつり広場駐車場に
おいて、当協議会をはじめ、警察署や霧島市役所等、関係機関
団体等約200人が参加し、運動出発式が行われ、フラダンスのグ
ループによるダンスと「３世代による交通安全宣言」の後、付
近の交差点等で、「セーフティーウェーブ作戦」と称し、参加者
が「のぼり旗」を手に通行車両等に交通安全を呼び掛ける街頭立哨を行いました。
○　本運動の広報チラシのほか、管内の安管事業所職員が関連した交通事故の発生状況等を記載した霧島安管だよ
り９月号を作成し、会員事業所に配付しました。

★　モデル事業所の指定書交付式を実施
４月１日㈪午前９時から警察署において、本年度のモデル事業所に指定した曽於市
シルバー人材センターに対し、署長から指定書やパネル等の交付を行いました。

★　曽於地区安管だよりを発行（本年度発行分）
○　№２号（５月10日付け）
本年２件目となる高齢者関連の死亡事故が発生したことから、事故概要や安全管理上の留意点等を掲載し、交
通事故防止対策に努めるよう広報しました。
○　№３号（７月６日付け）
本年最初の安管事業所職員による死亡事故が発生したことから、事故概要や事故防止のポイントを掲載すると
ともに、「夏の交通事故防止運動」についても併せて広報しました。

○　№４号（８月５日付け）
本年３件目の交通死亡事故が発生したことから、その事故概要と、県下で発生した安管事業所職員が関連した
死亡事故を紹介し、安全管理と指導上の留意点について職員への指導をお願いしました。
○　№５号（９月７日発行）
本年５件目の安管事業所職員が関連した交通死亡事故が発生したことから、その事故概要と事故防止のポイン
ト、安全管理・指導上の留意点を掲載するとともに、秋の全国交通安全運動に関するお願いをしました。
○　№６号（９月20日発行）
県内の安管事業所職員が関連した交通死亡事故が２件連続発生し、また、１か月間に県内でも８件の高齢者が
死亡する事故が発生したことから、会員事業所に安全運転の指導を促す広報をしました。
○　№７号（10月１日発行）
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管内で安管事業所職員が関連した早朝出勤時の死亡事故が発生したため、事故概要とポイント、県内の交通情
勢等を掲載し、安全管理・指導上の留意点について、職員への指導徹底をお願いしました。

★　「春の全国交通安全・地域安全運動」出発式に参加
５月11日㈯午後３時から、道の駅おおすみ弥五郎伝説の里の弥五郎どん銅像前において
開催されたみだしの出発式に、当協議会長をはじめ会員49人及び安協や防犯協会員等計約
200人が参加し盛大に催されました。
会場ではＪＡそお鹿児島提供のスプレー菊を配付し、「キクばり運転」を呼び掛けまし

た。
★　「通常総会」と「事業主研修会」、ボランティア活動を実施
６月21日㈮午後２時から曽於建設会館において、警察署長と交通課長の御臨席を賜り、

地区協議会の通常総会を開催し、前年度の事業経過と収支決算、本年度の事業計画案と
収支予算案等が審議され、全会一致で可決承認されました。
通常総会終了後、事業主研修会を開催し協議会員61人が参加し交通課長による「安全
管理」についての講話を聴講しました。
事業主研修会の後、警察署の協力を得て県道63号において、交通安全プレートやの
ぼり旗を掲げ、通行車両等に交通事故防止を呼び掛けました。
★　「夏の交通事故防止運動」に伴う街頭キャンペーンを実施

７月22日㈪午後３時30分から曽於市大隅町中之内の国道269号で、協議会員26人等計34人によ
り、通行車両の運転者にチラシやジュース等を手渡し、安全運転と交通事故防止を呼び掛ける街
頭キャンペーンを実施しました。

★　「飲酒運転撲滅運動」を実施
７月22日㈪午後６時30分から曽於市末吉町内の飲食店を、青年女性部員８人等計18人が
２班に分かれ訪問、店主や来店者にチラシや啓発グッズを手渡し、飲酒運転撲滅を呼び掛
けました。

★　「青年女性部通常総会」とチャリティーボウリング大会を実施
８月２日㈮午後７時から都城市でみだしの総会を開催し、昨年度の活動経過と収支

決算、本年度の活動計画案と収支予算案を審議し、全て異議
なく承認されました。
総会後、交通遺児に対するチャリティーの一環として第13

回ボウリング大会を開催、会員28人のほか警察署からも13人が参加20,500円の募金が集ま
り、後日、県交通被災者たすけあい協会に寄付しました。

★　「第23回安管チャリティーゴルフ大会」を開催
９月７日㈯霧島市の高千穂カントリー倶楽部において、会員事業所等から38人が参
加し、チャリティーゴルフ大会を開催、38,000円の寄付金が集まりました。
後日、交通被災者たすけあい協会に、８月２日青年女性部で実施したチャリティー
ボウリング大会の寄付金と併せて寄付しました。

★　「秋の全国交通安全運動」に伴う街頭立哨を実施
９月20日㈮午前７時30分から、大隅町の警察署前、末吉町の曽於市図書館前、財部町の
道の駅きらら館前で、それぞれ街頭キャンぺーンを実施しました。
管内では交通事故が多発していることから、曽於市交通安全市民運動推進協議会の呼び
かけで、「市民曽於ぐるみ交通安全運動」と称して、当協議会会員55人を含め、総勢約750
人が沿道でプレートやのぼり旗を掲げ、通行車両等に交通安全を呼び掛けました。
★　「秋の全国地域安全運動」出発式に参加
10月11日㈮午後３時から曽於警察署において、当協議会員35人を含む総勢約200人が参加
し、みだしの運動出発式が開催されました。
出発式後は署前の国道269号で、出発式の参加者全員で交通安全を呼び掛ける街頭立哨を実
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施しました。

★　夏の交通事故防止運動に伴い街頭キャンペーンを実施
○　７月22日㈪午後３時から、肝属郡東串良町の岩弘交差点で当協議会員等約20人が参加し、
通行車両の運転者にチラシ等を手渡し、交通安全を呼び掛けました。
○　同日肝付町のマックスバリュー笠之原店駐車場では、当協議会員約20人や警察署の安全
安心大使「ハヤブサキング」も参加し、来店者にチラシや反射材を手渡し、交通安全を呼

び掛けました。
○　７月26日㈮、肝属郡肝付町国見トンネル高山側坑口付近で、当協議
会員等約30人が参加し、通行車両の運転者にチラシ等を手渡し、交通
安全を呼び掛けました。

★　秋の全国交通安全運動期間中の取り組みについて
○　９月20日㈮、午前７時から肝付町文化センター体育館で開催された高山地区の運
動出発式に、当協議会長を含む会員事業所、事務局が参加しました。
　　式では、肝付町出身の女子プロボクサーでＷＢＯ女子世界ライトフライ級チャン
ピオンの天海ツナミさんが１日警察署長に委嘱され、高山中学校の生徒代表に、当

協議会で購入した横断旗28本が贈呈され、後日町内の小中校に配られました。
　　また、同日午前８時30分からは、東串良町保健センター会議室でも東串良地区の出発式
が高山地区と同様に開催され、同地区の協議会員が多数参加しました。

横断旗は東串良中学校の生徒代表に13本贈呈され、後日町内の小中校に配られました。
○　１日警察署長に委嘱した世界チャンピオン天海ツナミさんの写真を利用した交通安
全ポスター２種類、同人のイラストを入れた「夜光反射材キーホルダー」を作成し広

報に活用しました。
○　９月27日㈮午後２時から肝付町役場内之浦総合支所前におい
て内之浦地区の、また、９月30日㈪午前11時から東串良町役場
前において東串良地区の街頭キャンペーンをそれぞれ実施し、「のぼり旗」を掲げるととも
に広報チラシを通行車両等に手渡し、交通安全を呼び掛けました。

★　「ライト点灯の日」の街頭キャンぺーンを実施
10月10日㈭午後４時から肝付町新富の国見トンネル高山側抗口付近の県道上におい
て、通行車両にチラシを手渡すとともに「のぼり旗」を掲げ、「ライト点灯」を呼び掛
けました。

★　「薔薇バラ駐車ストップ作戦（前向き駐車）」キャンペーンを実施
７月12日㈮午後５時から、プラッセだいわ駐車場で、当協議会役員７人、青年部８
人のほか安協、警察署員等計24人で、来店客約200人に対し「駐車する際は前向き駐車
をお願いします」と呼び掛け、チラシや飲み物等を手渡しました。
★　飲酒運転防止キャンペーンを実施
８月30日㈮午後５時30分から向江町交差点において、当協議会役員７人や青年部員13人
のほか警察署や安協等合計32人が参加し、広報チラシやジュースを通行車両の運転者等に
手渡し、飲酒運転防止を呼び掛ける街頭キャンペーンを行いました。

★　高須小学校交通少年団による街頭キャンペーンを実施
９月18日㈬午後２時40分から浜田三叉路交差点において、高須小学校交通少年団員12人
と同校関係者６人、警察署や当協議会員等28人で街頭キャンペーンを実施し、通行車両の
ドライバー約200人に児童直筆の手紙やジュース等を児童等が手渡し、交通安全を呼び掛け
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ました。
★　「秋の全国交通安全運動」出発式に参加
９月20日㈮午前９時から警察署武道館において、鹿屋市が主体となり出発式が実施され
鹿屋市長、副署長の挨拶の後、東原保育園児による、「かのやばらいろロックダンス」の披
露と交通安全宣言が行われました。

★　交通安全啓発用の看板を作成し設置
８月下旬に鹿屋市内の小学校では、当協議会も参加し通学路の安全点検が行われました
が、その際、見通しの悪い箇所があり交通事故の危険性が高かったことから、当協議会の
予算（約24万円）で、「危険子ども飛びだし注意」と「危険スピード落とせ」の広報看板を
それぞれ６枚を作成し、危険箇所に設置しました。

★　「第19回交通安全かかしコンテスト」を開催
「秋の全国交通安全運動」に伴い、本年も市内の８小学校が参加、かかしの制
作を通じ、児童等の交通安全意識の高揚を図ると共に、展示作品を通行者等が見
ることで、交通安全への関心と理解を深めてもらう目的で、「交通安全かかしコン
テスト」を開催し運動期間中、「道の駅たるみず」に展示しました。

★　「春の全国交通安全運動及び全国地域安全運動」に伴い出発式並びに街頭キャンペーンを実施
５月10日㈮午後５時から警察署駐車場において、南大隅町、錦江町の両町長のほか警察
署長、交通安全協会、防犯組合等関係機関団体から約100人が参加し、みだしの出発式と街
頭キャンペーンを行いました。
出発式では、当協議会と警察署の間で、ドライブレコーダの記録映像提供に関する協定
式も行われました。

★　「春の全国交通安全運動」に伴う街頭キャンペーンを実施
５月17日㈮午前10時から錦江町鳥浜の国道269号において、当協議会と警察署、交通安全

協会が共同し、約20人で通行車両の運転者等に広報チラシや乳酸飲料を手渡し、交通安全
を呼び掛ける街頭キャンペーンを実施しました。
★　「夏の交通事故防止運動」に伴う街頭キャンペーンを実施
○　７月19日㈮午前10時から南大隅町役場前において、南大隅町長のほか警察署長、当協
議会や交通安全協会南大隅支部員、防犯組合員等約30人が参加し、通行車両の運転者等

に広報チラシや乳酸飲料を手渡し、交通安全を呼び掛ける街頭
キャンペーンを実施しました。

○　７月30日㈫午前10時から錦江町鳥浜の国道269において、当協議
会と警察署、交通安全協会錦江支部員が共同し、約25人で通行車両の運転者等に広報チラ
シや乳酸飲料を手渡し、交通安全を呼び掛ける街頭キャンペーンを実施しました。

★　交通安全標語コンテストの表彰式を開催
当協議会では、電光掲示板による交通安全広報を行っていますが、これに流す標語を西
之表市立榕城小学校にお願いし、児童全員に参加賞を贈ると共に、優秀者６人に表彰状を
授与しました。

★　「早めのライト点灯」キャンペーンを実施
10月10日㈭「３ライト点灯の日」に併せ、警察署の免許窓口において、来訪者に啓発グッズ
を配付するキャンペーンを行いました。
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★　「交通安全ナイトスクール」を実施
10月21日㈪西之表市立住吉小学校では30人が参加し、また、10月25日㈮種子島自動車
学校では65人が参加し、安協主催の法令講習会に併せ、ライトの照射状況を体験するな
どのナイトスクールを行いました。

★　事業主研修会を開催
10月23日㈬午後２時から種子島自動車学校で、当協議会から38事業所58人が参加し、
事業主研修会を開催し、西之表消防署の方を講師に招き、救急対応等を学びました。

★　「飲酒運転根絶キャンペーン」を実施
７月24日㈬午後６時30分から、奄美市名瀬長浜町から金久町（屋仁川飲食店街）ま
での間の約1.5㎞を、当協議会青年部12人のほか安協職員や警察署員計23人が、「飲酒
運転根絶」の「のぼり旗」を掲げ徒歩でパレード、また、飲食店街では飲食店に直接
チラシを配り、飲酒運転根絶を訴えました。
★　「安管だより（23号）」を発行
７月30日付けで発行し、県内の上半期の交通事故発生状況と人身事故分析結果から見た死亡事故の特徴等を広報
し、交通事故防止を呼び掛け、また、本年度の法定講習についても広報し、受講を促しました。

★　安全運転管理者等法定講習の開催について
７月30日㈫・31日㈬の２日間、龍郷町体育文化センター「りゅうゆう館」で本年度の法
定講習が実施され、延べ249人が受講しました。

★　「夏の交通事故防止運動」期間中の取り組み結果について
運動期間中、当協議会では、管内一円に横断幕や「のぼり旗」を掲示して、運動の周知
を図ると共に、延べ約400人の協議会の事業所職員が参加し、「奄美安全運転見守り隊」の「の
ぼり旗」を掲げ、街頭監視活動を行い安全運転を呼び掛けました。

★　「安管だより（24号）」を発行
８月６日付けで発行し、今年県内で発生した安管事業所職員が関連した死亡事故について
紹介し、夏場の交通事故防止について健康管理も併せ配慮していただくよう広報しました。

★　「安管だより（25号）」を発行
９月９日付けで発行し、９月３日に与論町で発生した安管事業所職員が関連した死亡事故について紹介し、併せ
て９月21日から始まる「秋の全国交通安全運動」に伴い、９月20日に開催する同運動出発式への参加を呼び掛けま
した。

★　「安管だより（26号）」を発行
９月24日付けで発行し、９月７日（さつま町）と13日（出水市）に県内で発生した安管事業所職員が関連した交
通死亡について広報し、当協議会加入の全事業所に安全運転を促しました。

★　「秋の全国交通安全運動」期間中の取り組みについて
○　期間中、「のぼり旗」や横断幕の掲示、ＦＭラジオを利用した広報、事務局による広報車での広報、通学路での
街頭立哨と交通指導を実施しました。
　　また、協議会加入事業所の「奄美安全運転見守り隊」と奄美看護福祉専門学校生の「奄美天使隊」による「の
ぼり旗」を掲げての街頭立哨も行いました。
○　９月20日㈮午後２時30分から、名瀬運動公園サンドームで当協議会をはじめ、警
察署等関係機関団体約150人が参加し開催された出発式に参加しました。
　　各種表彰の後、小宿幼稚園児４人が１日警察署長に任命され、警察署のマスコッ
ト「カケル君」による交通講話の後、参加者に見送られ白バイの先導で広報車両の
パレード隊が出発しました。
○　９月24日㈫龍郷町で、翌25日㈬は大和村、30日㈪は住用村で、それぞれ街頭パレードやキャンペーンを実施し、
通行車両の運転者等に交通安全を呼び掛け、また、同じく30日㈪は「交通事故死ゼロを目指す日」であったため、
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併せて広報車による街頭広報も行いました。
★　「安管だより（27号）」を発行
10月１日付けで発行し、９月29日に曽於市で発生した、安管事業所職員が運転する軽四乗が、道路横断中の高齢
歩行者を撥ね死亡させた事故を広報し、交通事故防止を呼び掛けました。

★　「シートベルト着用啓発キャンペーン」を実施
10月４日㈮午後４時から大島郡龍郷町瀬留の国道58号で、当協議会青年部員10人の
ほか警察署員、町役場職員、安協等計24人で、通行車両の運転者等に全席シートベル
ト着用を呼び掛ける街頭キャンぺーンを行いました。

★　加計呂麻・薩川小学校で交通教室を開催
４月15日㈪加計呂麻島にある薩川小学校において、同校児童に対する交通安全教室
を開催し、正しい横断歩道の渡り方や自転車の乗り方等について、署交通課員と共に
指導しました。

★　令和元年度モデル事業所指定書交付式と法令講習会を実施
４月22日㈪、本年度の安管モデル事業所に指定した瀬戸内町役場において、署交通

課長が指定書の交付と幹部職員17人に対する法令講習を行いま
した。
★　高齢運転者に対する実技講習会を実施
５月17日㈮、南部大島自動車学校において、高齢者運転者17人が参加し、運転技術向上を

目的に、四輪車の実技講習会を開催しました。
★　安管事業所で法令講習会を実施
６月26日㈬、当地区の安管事業所である「寿老園」の職員15人に対し、署交通課員が安全運転を指導する法令講
習会を実施しました。

★　「夏の交通事故防止運動」に伴う活動結果
みだしの運動に伴い、７月26日㈮加計呂麻島の生間港入口交差点、７月28日㈰同じく瀬相港入口交差点において、
当協議会員と警察署駐在所員が共同し、街頭キャンペーンを実施し、子どもと高齢者の交通事故防止を呼びかけま
した。
また、運動期間中、児童生徒の通学路における朝の立哨活動、広報車や町の防災無線等による交通安全広報を行
いました。

★　令和元年度・安全運転管理者等法定講習会を実施
７月29日㈪「きゅらじま交流館」において、本年度の法定講習が行われ67人が受講、当協議会も受付や連絡等で
県協議会を支援しました。

★　令和元年度・協議会総会後、法令講習会を実施
８月６日㈫「きゅらじま交流館」において、本年度の当協議会総会を開催し、その後参
加者31人に対して法令講習会を行い、警察署長から管内の交通情勢や交通防止に関するお
話を伺いました。

★　高校の単車通学生に対する二輪車安全運転実技講習会を実施
８月23日㈮南部大島自動車学校において、県立古仁屋高校の単車通学生９人に対して安
全運転実技講習会を開催、自動車学校の指導員のほか、警察署交通課員や同校の教員も参
加し、安全運転に関する実技を学びました。

★　「秋の全国交通安全運動」期間中の取り組みについて
○　期間中、協会広報車やＦＭ瀬戸内を利用し、運動重点である「歩行中の子どもと
高齢者の交通事故防止」等を重点に広報するとともに、各地域において通行車両等
に交通安全を呼び掛ける街頭キャンぺーや街頭立哨を行いました。
○　９月27日㈮瀬戸内町嘉鉄の公民館では、住民約30人を対象に「参加体験型のナイ
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トスクール」を実施し、反射材の効果や飲酒運転の危険性等について学びました。

★　交通事故多発地点等合同現場診断に参加
７月３日㈬本年度の合同現場診断がＡコープ和泊店先交差点で、また、検討会が警察署会議室で行われ、当協議
会も参加しました。

★　令和元年度安全運転管理者等法定講習会を実施
７月16日㈫沖永良部地区「フローラル館」、７月18日㈭与論地区「あまみ農業協同組合与論事業本部」において、
本年度の法定講習が行われ、それぞれ82人と47人が受講、当協議会も受付や連絡等で県協議会を支援しました。

★　「夏の交通事故防止運動」に伴う活動結果
みだしの運動に伴い、７月22日㈪Ａコープ和泊店と同知名店に
おいて、来店者に対して交通安全と防犯を呼び掛ける街頭キャン
ペーンを実施しました。

★　高校生に対するライダースクールの実施
７月23日㈫と24日㈬の２日間、沖永良部自動車学校において、沖永良部高校の原付
免許取得者（初日は３年生74人・２日目は２年生82人）に対する原付の実技指導会「ラ
イダースクール」を開催し、当協議会も支援しました。

★　「秋の全国交通安全運動」期間中の取り組みについて
○　９月９日㈪和泊町役場、翌10日㈫知名町中央公民館において、当協議会をはじめ
関係機関団体等が参加し、「秋の全国交通安全運動」と今年度の下半期の交通安全対
策への取り組み等について協議しました。
○　９月20日㈮和泊町役場の多目的ホールにおいて、当協議会をはじめ関係機関団体
等約55人が参加し、運動の出発式が開催されました。
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県 事 務 局 か ら県 事 務 局 か ら

毎年、「年末年始の交通事故防止運動」の期間中、ＭＢＣラジオの生放送を利用し、地区協議会の事業所に、日頃
の交通安全に関する取り組みをお話しいただいています。今年もＭＢＣラジオの「モーニングスマイル」の番組で
生放送の予定です。
出演いただく事業所は、初日の12月９日(月)が警察本部交通企画課から、運動の重点や県下の交通情勢等につい
てお話しいただき、翌火曜日からは以下の事業所が出演します。
　○　12月10日(火)　薩摩川内地区　株式会社　薩摩水道
　○　12月11日(水)　指宿地区　　　社会福祉法人そてつ会　竹山苑
　○　12月12日(木)　鹿児島西地区　株式会社　新日本科学
　○　12月13日(金)　霧島地区　　　空港自動車学校
放送時間は
　　　　　　午前８時40分頃に約５分間
　　　　　　午前９時30分頃に約３分間
です。
皆さん、是非お聞きください。
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