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創立50周年を経て
新たな安管事故抑止目標の
達成を目指して。

一般社団法人
山形県安全運転管理者協会長
鈴 木 隆一

会員の皆様あけましておめでとうございます。
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
一昨年来のコロナ禍の中、万全の感染予防対策
を講じつつ事業所の交通事故防止活動と地域の安
全安心活動に多大なご尽力を賜りました会員の皆
様、警察ご当局、関係機関・団体の皆様に衷心よ
り敬意と謝意を表する次第であります。
また、これらの活動に加え県協会創立 50 周年
の関連事業に対してご支援、ご協力を賜りました
関係者の皆様に改めて感謝を申し上げます。
ただ、昨年６月挙行した記念式典につきまして
は、本来なら多数のご来賓、会員の皆様をお迎え
し盛大に開催するところ、式典規模を大幅に縮小
しての開催となったことでお迎えできなかった皆
様に対し、深くお詫びを申し上げます。
さて、昨年の県全体の交通事故発生状況につき
ましては、
発生件数（3,184 件）
、
負傷者数（3,760 人）
、
24 時間死者数（24 人）ともに対前年比で減少しま
した。
一方、安全運転管理者選任事業所の従業員が第
一当事者となった交通事故につきましても、発生
件数 702 件（対前年比－74 件）、負傷者数 818 人（同
－117 人）、24 時間死者数が６人（同 -５人）と減
少しております。
しかし、あってはならない飲酒運転による交通
事故が１件（対前年比 -３件）発生し、無免許運
転事故１件 ( 第二当事者、免許有効期限切れ ) が
発覚するなど、引き続き飲酒運転そのものをゼロ
にするための指導の強化と年 1 回、自動車運転免
許証の有効期限を確認する等の対策を継続して実
施する必要があると考えております。
安管事故は、平成 20 年に記録した 1,697 件のピー
クを境に減少傾向となりましたが、その後下げ止
まり感が強くなったため、創立 50 周年まで 1,000
件以下に抑止する目標を掲げ対策を強化したとこ

ろ、各地区安全運転管理者（連絡）協議会及び各
事業所の安全運転管理者等の皆様のご努力と関係
機関・団体の皆様のご協力によって令和元年に達
成（877 件）することが出来ました。
その後も減少傾向を維持しておりますが、創立
50 周年を経た今日、今後の新たな安管事故の抑止
目標として、創立以来の最小発生件数である 451
件以下（昭和 50 年）を掲げて取組の強化を図って参
ります。
皆様には引き続き、安全運転管理者選任事業所
における交通事故防止のため、新たな抑止目標の
達成に向けご努力を賜りますことを重ねてお願い
申し上げます。
こうした中、当協会の昨年１年間の事業につき
ましては、まず、昨年３月、県の一般競争入札に
より業務委託を受けた安全運転管理者等法定講習
業務は、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡
大傾向にあったため警察本部との協議を重ね、感
染予防に配意した新たな講習会場の選定、講習実
施回数を増やすことによる１会場当たりの受講人
数制限対策等のほか、会場の換気、受講者の検温・
手指消毒・マスク着用等、万全の感染予防対策を
講じて開始致しました。
昨年 12 月までの受講率は 91.4％となっており、
警察本部交通企画課、各警察署、各地区協議会の
ご指導とご協力に衷心より感謝を申し上げる次第
であります。
次に、県協会の主要行事として、
「第 10 回青年
部交流会」
「第 45 回自動車安全運転競技大会」の中
止を余儀なくされましたが、
「第 42 回交通事故防止
コンクール」
「無事故無違反チャレンジ 100」
「ブロッ
ク別研修会」等の開催により所期の目的を果たすこ
とができたものと考えております。
また、効果的な安全運転管理支援対策としての交
通安全教育用ＤＶＤの貸出し状況は、貸出件数 176
件と２年連続で低い貸し出し結果となりました。
貸出件数減少の主な要因は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大によるものと思われますが、
効果的な安全運転管理の推進に寄与するため引き
続き、利用拡大に向けた積極的な広報と送料の一
部負担等の支援を継続して参ります。
次に、各地区協議会において若年ドライバーによ
る交通事故防止対策として開催している新入社員
等研修会の参加者に対して三角停止板等の提供を
行いました。
第 45 回自動車安全運転競技大会は、各地区で
の選手選考、訓練等が困難な状況となり中止を余
儀なくされましたが、本大会は、加盟事業所の従
業員の運転技術の向上と安全運転意識の高揚、将
来の安管組織のリーダー育成等に資する大切な伝
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統ある競技大会であり、地区大会の開催、参加者
等に対する支援を継続し、引き続き本大会を開催
して参ります。
また、昨年道路交通法施行規則の一部が改正さ
れ、飲酒運転を撲滅するための新たな取り組みとし
て今年４月からは、酒気帯びの有無の目視確認、確
認内容の記録と１年間の保存、10 月からはアルコー
ル検知器を用いての酒気帯びの有無の確認と確認
内容の記録保存が義務づけられることとなります。
こうした新たな施策の完全実施に向けた対策を
強化しつつ、本年も的確に各事業の推進を図り当
協会の設立目的である、安全運転管理者皆様の能
力・資質の向上のほか、加盟事業所従業員皆様の
交通事故防止意識の高揚を図って参ります。

「今年も交通安全」

山形県警察本部長
佐藤 正顕

新年あけましておめでとうございます。
一般社団法人山形県安全運転管理者協会の皆様
におかれましては、佳き年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
貴協会におかれましては、警察業務各般にわた
り深い御理解と御協力を賜るとともに、事業所に
おける交通事故防止や山形県における交通安全活
動の中心的存在として御活躍されていることに対
し、心より感謝と御礼を申し上げます。
また、昨年は貴協会が創立50周年の節目を迎え
られましたことに対しましても、この場をお借り
して御祝申し上げます。
貴協会の前身である「山形県安全運転管理者協
議会連合会」が設立された昭和46年当時は、全国
的に交通死亡事故が多発し山形県内の交通事故死
者数も最多の204人を数えるなど「交通戦争」と
呼ばれる時代でした。
それから50年が経過し、交通事故死者数が令和
２年は30人、昨年は12月１日現在で20人にまで
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今後もウイズコロナという課題に対して立ち向
かいながらの活動となりますが、今年の干支寅は
これまでの経験を活かして果敢に前進し、新たな
象徴が始まる年とも言われております。
県安管創立 50 周年を経て、これからも忍耐強く
歩みを進めながら新たな安管事故抑止目標の達成
を新たな象徴とし、「安全なくして利益なし 安全
なくして繁栄なし」の基本理念を堅持しつつ安全
運転管理の更なる充実を図って参る所存です。
年頭に当たり会員皆様のご健勝と加盟事業所の
ご繁栄を祈念し、新年のご挨拶とさせていただき
ます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

減少しました。
貴協会は、新型コロナウイルス感染症拡大によ
り様々なイベントの開催に制約があるなかにおい
ても、「安全なくして利益なし 安全なくして繁
栄なし」のスロ－ガンのもと、感染症予防対策に
万全を期した上で、各季交通安全県民運動等にお
ける「安管ドライバー四つの確認行動」（①横断
歩道では、歩行者がいることを確認、②一時停止
場所では、しっかり止まってはっきり確認、③乗
車したら、全席シートベルト着装状況を確認、④
十分な車間距離を確保）遵守の啓発、交通事故が
増加する秋から初冬にかけて各地区ごとに安全運
転を競う「交通事故防止コンクール」、事業所従
業員が５人１組のチームを組み100日間の無事故
無違反を目指す「無事故無違反チャレンジ100」
など工夫を凝らした取組を推進されました。
最近における交通死亡事故の減少は、貴協会の
取組なくしては達成できなかったことであり、そ
の御尽力に心より敬意を表する次第であります。
さて、ＪＡＦ（日本自動車連盟）が例年実施し
ている「信号機のない横断歩道における一時停止
率」の調査によると、山形県の停止率は平成30年
が7.6％であったものが、令和元年は20.4％、令和
２年は24.8％、そして昨年は42.5％と年々上昇し
ており、横断歩行者保護意識が徐々に県民に浸透
していると認められます。
しかしながら、依然として約６割が停止してい
ない状況にあることから、県警察では、道路横断
時の交通事故を減少させるため、引き続き
・道路を横断する時は、手を挙げるなどしてしっ
かり横断の意思表示をする

・車が止まったら、御辞儀などで感謝の気持ちを
伝える
を実践する「交通安全ありがとう運動」を推進し
てまいります。
この運動では、ドライバー側には、自分の行動
が他人から感謝されることで、引き続き交通ルー
ルを守る優しい運転を続けることが期待されます。
また園児や児童等の歩行者側には、横断歩道で車
が停止するのが当たり前の優しい交通社会の中で
育つことで、将来、交通ルールを守る優しいドラ
イバーに成長することが期待されます。

もとより、交通事故防止は一朝一夕に効果が出
るものではなく、地道な活動を継続的に進めなけ
れば達成できるものではありません。皆様方をは
じめとする交通関係機関・団体と一体となった取
組が必要不可欠でありますので、今後とも各種交
通事故防止活動に御理解と御協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
末筆ながら、貴協会の益々の御発展と会員皆様
方の御健勝と御多幸を心よりご祈念申し上げ、新
年の挨拶とさせていただきます。

各地区協議会長の年頭のごあいさつ

山形地区
安全運転管理者協議会
会 長
田村 道雄
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本年も、会員事業所の皆様と連携しながら「ス
マートライトＰＭ４運動」
「横断歩行者ＳＴＯＰ運
動」「イエローＳＴＯＰスマート宣言」等の運動を
推進し、警察・交通関係団体との連携により交通
事故の無い地域社会づくりを展開して参ります。
皆様のご支援ご協力を宜しくお願い致します。

上山地区
安全運転管理者協議会
会 長
堺 健一郎
新年明けましておめでとうございます。
昨年は、会員の皆様には多大なご尽力を頂き誠
にありがとうございました。本年も「交通死亡事
故ゼロ」を目標に、会員一同一致団結して事故防
止活動に取り組んで参ります。皆様にとって交通
事故のないすばらしい１年でありますよう御祈念
申し上げます。

天童地区
安全運転管理者協議会
会 長
加藤 昌宏
新年明けましておめでとうございます。
本年も「飲酒運転根絶」
「高齢者の交通事故防止」
「交通死亡事故ゼロ」
「スマートドライバー運動」
「交通安全ありがとう運動」を推進し、管内はも
ちろん県内の事故防止の為会員・青年部が一丸と
なり活動してまいります。皆様のご支援ご協力を
お願い申し上げます。

寒河江西村山地区
安全運転管理者協議会
会 長
田 裕一
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
お陰様を持ちまして当協議会は、今年「52周年
目」を迎えました。コロナが収束した暁には、盛
大な記念式典を開催しますので、奮ってご参加く
ださい。本年も交通事故の無い寒河江西村山地区
の実現に貢献して参りますので、ご支援ご協力の
ほど宜しくお願い致します。
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各地区会長の年頭のごあいさつ

村山地区
安全運転管理者協議会
会 長
岡田
誠
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本年も交通死亡事故ゼロを目指し「交通ルール
の遵守」
「横断歩行者・高齢者の交通事故防止」
「飲
酒運転の撲滅」など、交通安全機関・団体との連
携により、安全で安心な地域社会を築き上げる活
動をしてまいりますので、皆様のご支援ご協力を
お願い申し上げます。

尾花沢地区
安全運転管理者協議会
会 長
星川
篤
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は、新型コロナの影響が根強い中、多くの
皆様方からの温かい御支援と御協力をいだだき誠
にありがとうございました。本年も、
「交通安全あ
りがとう運動の拡大」
「交通事故ゼロ」
「飲酒運転の
撲滅」を中心とした活動を展開して参ります。皆
様の御支援と御協力をお願い致します。

最上地区
安全運転管理者連絡協議会
会 長
吉田 秀夫
あけましておめでとうございます。
昨年はコロナ禍の影響もあり、活動が制限され
ましたが、当地区では新庄警察署と共に、
「光って
安心夜光反射材普及大作戦」を推進しています。
本年も会員事業所は勿論のこと、山形県から一件
でも交通事故が減ることを祈り活動して参ります。
本年もよろしくお願い致します。
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庄内地区
安全運転管理者連絡協議会
会 長
梅木 正文
あけましておめでとうございます。
昨年はコロナの中、大半の行事が中止になりま
したが、そのような中でも、管内の事故は減少し
ています。しかし、飲酒運転は横ばい状態にある
ため、庄内総合高校生徒デザインの飲酒運転防止
の啓発ステッカーを配布しました。本年も悲惨な
事故が一つでも減るよう活動して参ります。

酒田地区
安全運転管理者協議会
会 長
上林 直樹
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年はコロナ禍のため多くの活動が制限されま
したが、本年は「飲酒運転根絶」
「交通死亡事故ゼ
ロ」
「歩行者にやさしい安全運転」など、気持ちも
新たに「60周年」に向かって活動を推進していく
所存ですので、皆様のご支援とご協力をよろしく
お願い申し上げます。

鶴岡地区
安全運転管理者協議会
会 長
難波 眞一
明けましておめでとうございます。
昨年は、全国及び県内の交通事故は減少傾向に
あり、管内の死亡事故も大幅に減少しました。新
しい年を迎え、新たな気持ちで「交通事故防止」
と「飲酒運転撲滅」に向け関係機関団体が一丸と
なって取り組んで参ります。皆様のご支援とご協
力を賜りますよう宜しくお願い致します。

各地区会長の年頭のごあいさつ

長井地区
安全運転管理者連絡協議会
会 長
髙橋 勇喜知
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、皆様方からの温かいご支援・ご協力
をいただき、誠にありがとうございました。本年
も当協議会一同、地域の「交通死亡事故ゼロ」に
トライして参りますので、一層のご支援、ご協力
をお願い申し上げます。

米沢地区
安全運転管理者連絡協議会
会 長
武田 良宏
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は、交通事故の発生件数・負傷者数は大き
く減少しました。また、本年は本協議会の創立50
周年を迎えます。引き続き交通死亡事故0継続を
目指し、関係機関・団体のご指導を仰ぎながら、
会員事業所の皆様と活動して参りますので、本年
も皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。

小国地区
安全運転管理者協議会
会 長
安部 昌晴
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本年も会員の皆様と一致団結して各種交通安全
活動に取り組み「企業からの交通死亡事故ゼロ」を
目指すとともに、小国町の夕方、夜間の歩行者事故
を防止するため夜行反射材の利用促進を図る「お
ぐにピッカピカ運動」に取り組んで参ります。皆
様のご支援ご協力をお願いいたします。

南陽地区
安全運転管理者連絡協議会
会 長
伊藤 明浩
明けましておめでとうございます。
本年も、横断歩行者保護の意識を浸透させるた
め「交通安全ありがとう運動」を推進し、交差点
での横断歩行中の事故防止を図り、地域と企業か
らの交通死亡事故ゼロを目指し、会員・青年部が
一致団結をして活動してまいります。皆様のご支
援ご協力をお願い致します。
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〇 令和２年度第３回理事会（令和３年３月12日（金）パレスグランデール）

優良地区表彰

優良地区表彰

6

長井地区（県連名）

米沢地区（県協会長）

優良地区表彰

優良地区表彰

天童地区（県連名）

南陽地区（県協会長）

事故防止コンクール表彰(最優秀) 尾花沢地区（県協会長）

事故防止コンクール表彰(優秀) 長井地区（県協会長）

事故防止コンクール表彰(優秀) 天童地区（県協会長）

チャレンジ100表彰(最優秀) 寒河江西村山地区（県協会長）
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チャレンジ100表彰(優秀)

小国地区（県協会長）

チャレンジ100表彰(優秀)

山形地区（県協会長）

〇 県安管創立50周年記念式典（令和３年６月４日（金）パレスグランデール）

式典会場の状況

式典会場の状況

難波副会長開会挨拶

交通犠牲者に対する黙祷

鈴木会長式辞

警察本部長祝辞（髙橋交通部長代読）
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〇 県安管創立50周年記念式典（つづき）

8

山形県知事祝辞（奥山防災くらし安心部長代読）

ご来賓の皆様

警察本部長感謝状受賞

優良役員表彰（県連名） 代表武田副会長

優良役員表彰

優良役員表彰

県協会長感謝状（山形県自動車公益センター）

星川副会長閉会挨拶
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各地区（連絡）協議会の
活動トピックス
各地区 ( 連絡 ) 協議会の日頃の活動の中から当協会事務局に報告があった主な活動を紹介します。

「令和３年度青年部研修」の開催
11月12日（金）午前10時から午後１時までの間、
「パ
レスグランデール」において、「令和３年度青年部研
修」を開催しました。鈴木交通係長から、①交通事故
の発生状況 ②秋以降の交通事故防止 ③飲酒運転の
撲滅について ④交通事故発生時の対応等の講話、
「動画ＫＹＴ（危険予測シミュレータ）による運転時
の危険予測能力を高める体験型の研修」を実施し、安
全運転管理の意識高揚を図りました。

「交通安全ありがとう運動
マグネット」の贈呈
上山地区交通安全協会とタイアップして、
上山警察署オリジナルのマグネットシートを
作成して上山市教育委員会に贈呈し、地域ぐ
るみで交通安全活動に取り組んでいます。贈
呈したマグネットは、上山市内のスクールバ
スに掲示しています。

「自動車安全運転競技
大会地区大会」の開催
９月22日、天童自動車学校において、天童地区
安全運転管理者協議会主催の第33回自動車安全運
転競技大会を開催した。参加者の知識、技術の向上
と指定コースの走行、縦列駐車等の実技試験を実施
し、優勝者から３位までの男女に対して表彰を行っ
た。
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508名が受験
『学科試験大会』を初開催
コロナに負けない安全運転管理の推進をスローガ
ンに、中止となった自動車安全運転競技大会の代替
として「学科試験大会」と「ドライブレコーダー記録
映像審査会」を初開催しました。22事業所508名が
参加し、会員事業所従業員の交通法規の習熟と交通
安全意識の高揚を図りました。

「各季交通安全県民運動」の取組み
新型コロナウィルス感染拡大のため、
「春の交通安全県
民運動出発式」
「明るいやまがた夏の安全県民運動」
「秋の
交通安全県民運動」の出発式が縮小して実施され、当協
議会会長が出席し、式終了後、パトカーによるパトロール
広報により、交通事故防止啓発を行いました。また、協議
会会員に対しポスター配布等を行い、各事業所独自に交
通事故防止の取組みを行いました。

「尾花沢地区交通安全
見守りかかし作戦」の実施
当地区では、尾花沢市内の西原地区住民が展開してきた
「かかし」を地区内に設置しての地域づくり活動を基に、か
かし作りを主宰する当地区会員が警察署員とともに交通安
全かかしを作成し、幹線道路等の交通頻繁な交差点にかか
し２体を設置しました。かかしの設置によって設置箇所はも
とより、設置路線における重大交通事故が抑止され、ドライ
バーや歩行者への注意喚起と安全意識高揚を図りました。

「光って安心 夜光反射材普及大作戦」の実施
令和３年10月、真室川町内で道路を横断していた高齢女
性の交通死亡事故が発生しました。当会では、同種事故を
防止するためにリストバンド型の夜光反射材を購入し、高
齢歩行者に対して「光って安心 夜光反射材普及大作戦」
を実施しました。
「以前、タスキ型をもらったが、恥ずか
しくて」
「これ（リストバンド型）だと着けやすくて良い
」といった声があり、今後も飲酒運転撲滅活動と共に推進
してまいります。

10
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庄内

飲酒運転撲滅
マグネットシート及び
交通安全カード制作
庄内総合高校、庄内警察署と共同で、飲
酒運転撲滅に向けた取り組みとしてマグネ
ットシート及び交通安全カードを制作し、
庄内町安管連加入企業に配布した。

「オリジナル交通安全啓発
ポスター」の作成
酒田地区は、他の交通関係団体と協力してオリジナルの交
通安全啓発ポスターを作成しました。山形県警で取り組む「
交通安全ありがとう運動」「ひまわりの絆プロジェクト」周
知のため、横断歩道を横断するひまわりの歩行者が停車した
ひまわりのドライバーにお辞儀する光景が描かれ、酒田市・
遊佐町の全小中学校に配付しました。このような微笑ましい
光景が日常となるように願っています。

酒田警察署・酒田地区地域交通安全活動推進委員協議会
酒田地区交通安全協会・酒田地区安全運転管理者協議会

「歩行者保護キャンペーン」の実施
鶴岡地区では、平成27年度より歩行者の交通
事故防止活動として「歩行者保護（ほこほご）キ
ャンペーン」を実施しております。鶴岡警察署と
会員事業所が協力して「鶴岡安全歩行者保護推
進事業所」を委嘱し、車両後部に専用ステッカー
を貼付して運転時の更なる歩行者保護への安全
意識を高めています。現在、約100事業所で推進
しており、今後更なる拡大を図り、「歩行者の交
通事故ゼロ」を目指して参ります。

「安全運転宣言事業所認定書交付式」の開催
長井地区では、加盟事業所の交通事故防止を目的と
して、加盟事業所による安全運転宣言を行っています。
令和３年９月８日、長井警察署において、安全運転宣
言事業所に対する認定書の交付式を開催し、代表者の
安全運転宣言後、当協議会会長及び長井警察署長から
認定書の交付を行いました。安全運転宣言事業所の車
両には「安全運転宣言車」ステッカーを貼付し、従業
員の交通事故防止意識高揚を図っています。
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「緊急現場点検」の実施
５月16日、町内大字増岡にある増岡踏切で発生した
軽自動車と列車の交通死亡事故を受け、５月20日、交
通事故現場において交通安全機関・団体やJR東日本、
地元住民らとともに、緊急現場点検が行われ、交通事
故防止に関して活発な意見交換がなされました。また、
緊急現場点検に先駆けて、町内ショッピングセンターで
踏切事故をはじめとした交通事故防止の広報活動を実
施しました。

「交通安全研修会」の開催
６月９日、新入社員等を対象とした、
交通安全研修会として、南陽警察署駐車
場の特設テントで、会長・事業主会長・
署長のメッセージ、交通課長の交通講話、
癒されぬ輪禍と運転免許を大切にという
冊子、そして記念品（県協会）を参加事
業所に配布した。

「米沢地区安管連安全運転競技大会」の開催
７月２日（金）米沢ドライビングスクールにお
いて、第39回自動車安全運転競技大会を開催し、
運転者の交通安全意識と運転技術の向上を図り、
各事業所での交通事故ゼロを目指しました。県大
会は、残念ながらコロナ禍の影響により中止とな
りましたが、当地区では継続した交通事故防止活
動を推進しています。本年は、県大会が開催され
ることを期待しております。
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令和３年受賞(章)者紹介
おめでとうございます
１

全国表彰

◎

交通栄誉章緑十字金章（警察庁長官・全日
本交通安全協会長連名表彰～1月27日）
・ 岡田 誠（県理事・村山会長）
◎ 交通栄誉章緑十字銀章（警察庁長官・全日
本交通安全協会長連名表彰～1月27日）
・ 石井 正弘（鶴岡）
◎ 交通安全優良事業所（全日本交通安全協会
長表彰～1月27日）
・ ㈱黒坂商店（寒河江西村山）
◎ 優良安全運転管理者協議会（全日本交通安
全協会長表彰～1月27日）
・ 小国地区安全運転管理者協議会
◎ 交通栄誉章緑十字銅章（優良安全運転管理
者）
（全日本交通安全協会長表彰～９月21日）
伊藤 昭彦 山形ガス管工㈱（山形）
中村 武宏 タマパック㈱（上山）
佐竹 良一 佐竹商事㈱（寒河江西村山）
長澤 賢一 大地ライフサポート㈱ (最上)
梅木 正文 十和建設㈱ (県理事・庄内会長)
池田 正弘 ㈲池商車体 (酒田）
五十嵐 伸 鶴岡建設㈱（鶴岡）
髙橋勇喜知 ㈱高橋設備 (県理事・長井会長)
伊藤 明浩 ㈲ミナモト（県理事・南陽会長)
鈴木 秀樹 ㈱殖産工務所 (米沢)

２ 東北管区警察局長、東北交通安全協会長表彰
◎

優良地区安全運転管理者協議会（東北管区
警察局長・東北交通安全協会長連名表彰～６
月３日）
・ 長井地区安全運転管理者連絡協議会
◎ 優良職員（東北交通安全協会長表彰～６月
３日）
・ 髙橋 知世（最上）
◎ 交通安全功労者（東北管区警察局長・東北
交通安全協会長連名表彰～９月21日）
・ 佐藤 欣治（県監事・寒河江西村山副会長）
◎ 優良交通安全事業所（東北管区警察局長・
東北交通安全協会長連名表彰～９月21日）
・ ㈲天童アド工芸（天童）
・ 川田建設㈱（最上）

３ 山形県知事、山形県警察本部長、山形県安全
運転管理者協会長表彰
◎ 令和２年優良地区協議会（山形県警察本部長・
山形県安全運転管理者協会長連名表彰～３月12日）

・ 長井地区安全運転管理者連絡協議会
・ 天童地区安全運転管理者協議会
◎ 令和２年優良地区協議会（山形県安全運転
管理者協会長表彰～３月12日）
・ 米沢地区安全運転管理者連絡協議会
・ 南陽地区安全運転管理者連絡協議会
◎ 第41回交通事故防止コンクール（山形県安
全運転管理者協会長表彰～３月12日）
・ 最優秀地区
尾花沢地区安全運転管理者協議会
・ 優秀地区
長井地区安全運転管理者連絡協議会
天童地区安全運転管理者協議会
◎ 令和２年度「無事故無違反チャレンジ100」
（山形県安全運転管理者協会長表彰～３月12日）
・ 最優秀地区
寒河江西村山地区安全運転管理者協議会
・ 優秀地区
小国地区安全運転管理者協議会
山形地区安全運転管理者協議会
◎ 優良運転者（山形県警察本部長・山形県安
全運転管理者協会長連名表彰～６月17日）
・ 安部 清美 米沢日石㈱（米沢）ほか64人
◎ 永年勤続安全運転管理者（山形県安全運転
管理者協会長表彰～６月17日）
・ 丹野 学 東北企業㈱（山形）ほか67人
◎ 交通安全功労者（山形県知事表彰～10月25日）
・ 安孫子 清志 泰昌建設 ㈱ (山形)
・ 伊藤 泰志 ㈱ミツワ企業（上山)
・ 山口 裕司 ㈱滝の湯ホテル（天童)
・ 細矢 隆宣 ㈲細矢正之助商店 (寒河江西村山)
・ 藤原
忠 神室工業㈱ (最上)
・ 後藤 洋一 ㈱みなと（酒田）
・ 石谷 裕士 ㈱渡会電気土木（鶴岡）
・ 坂野 房芳 那須建設㈱（長井）
・ 髙橋 幸治 フコク物流㈱山形営業所 (南陽)
・ 渡部 喜幸 米沢ヤクルト販売㈱（米沢)
◎ 優良安全運転管理者（山形県警察本部長・
山形県安全運転管理者協会長連名表彰～10月
25日）
・ 難波
貴 庄内環境整備㈱（鶴岡）ほか44人
◎ 交通安全優良事業所（山形県警察本部長・
山形県安全運転管理者協会長連名表彰～10月
25日）
・ 林建設工業㈱（酒田）ほか９事業所
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令和４年度 安全運転管理者等講習予定表（初回講習分）

※講習日程は変更になる場合があります。不明な点は、山形県安全運転管理者協会に確認するか協会の
ホームページをご覧下さい。
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令和４年使用 交通安全年間スローガン
一般部門 A

運転者（同乗者を含む）へ呼びかけるもの

■ 内閣総理大臣賞＜最優秀作＞
手を上げる 子どもはあなたを 信じてる
■ 内閣府特命担当大臣賞＜優秀作＞
ゆるさない ハンドル・スマホの 二刀流
■ 警察庁長官賞＜優秀作＞
知らせ合う 早めのライトと 反射材
■ 佳作（全日本交通安全協会会長賞）
● 通学路 速度を落とす 思いやり
● おじいちゃん 今度は僕が 乗せる番
● 乗るのなら しっかりお酒と ディスタンス
● 「締めました！」 乗る人みんなの 合言葉

一般部門 B

歩行者・自転車利用者へ呼びかけるもの

■ 内閣総理大臣賞＜最優秀作＞
スマホじゃない 見るのは前でしょ

周りでしょ

■ 内閣府特命担当大臣賞＜優秀作＞
自転車の すり抜け 飛び出し 事故のもと
■ 警察庁長官賞＜優秀作＞
自転車も ルールを守る

ドライバー

■ 佳作（全日本交通安全協会会長賞）
● イヤホンで ふさぐな町の 声と音
● 反射材 主役になります 暗い道
● 確認の 甘さが苦い 事故を呼ぶ

こども部門 小・中学生へ交通安全を呼びかけるもの
■ 内閣総理大臣賞＜最優秀作＞
とうげこう よそみ おしゃべり きけんがいっぱい
■ 内閣府特命担当大臣賞＜優秀作＞
反射材 光って目立って 金メダル
■ 文部科学大臣奨励賞＜優秀作＞
あぶないよ 青でもきちんと みぎひだり
■ 警察庁長官賞＜優秀作＞
手を上げて 運転手さんに ごあいさつ
■ 佳作（全日本交通安全協会会長賞）
● しんごうが まばたきはじめた はい！とまれ！
● くらいとき じぶんをアピール ぴっかぴか
● ヘルメット かぶるだけでも 救える命
以上のスローガンは、昭和40年から毎年（一財）全日本交通安全協会が毎日新聞と共催で募集しているものです。
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交通事故防止教材のＤＶＤ〜貸出中（無料）
事業所において従業員を対象とした交通事故防止教養の教材として
「法定講習」
で使用したものと同じＤＶＤを貸し
出しています。
会員様の使用料は無料で、
送料の半額を県協会が負担します。
申込みは電話で貸出中でないことを確認
の上、
借用申込書
（HPからダウンロードできます。
）
に記入しFAXで行ってください。

【飲酒運転防止に関するもの】
● 飲酒運転の報い「破滅への道 」
（27分） ● 二つの崩れた家族（33分）

● 飲酒運転悲劇の連環（27分）

● 飲酒運転根絶宣言（22分）

● 飲酒運転の禁止（15分）

● 飲酒運転 許されない犯罪（23分）

● 絶対にダメ！飲酒運転(21分)

● 終わりなき悔恨〜飲酒運転の果てに〜（28分）

● 切り裂かれた未来〜飲酒運転の代償〜（26分）

飲酒運転でひき逃げ、死亡事故を起こしてしまったドラ
イバーの心の軌跡、訪れる家庭崩壊までのストーリー。
企業の責任と取り組みを収録しています。

再現ドラマを交え、
アルコールの影響と危
険性を分かりやすく解説。

飲酒が車を凶器に変えた、「どうして、
飲酒運
転なんかしたのよ」
飲酒運転の罰則が強化されたことなどを内
容とする道交法改正の解説版です。
飲酒運転により事故を起こした運転手とその家族、
被害者家族の悲劇を描いたドラマ。千原せいじ主演。

飲酒運転による交通事故を起こしたドライバ
ーとその家族の悲劇の連環が描かれています。

飲酒運転で死亡事故を起こした会社員が引
き起こす波紋。
友人、
飲食店主の責任も描く。
飲酒運転により死亡事故を起こした加害者とその
家族の苦しみ、
勤務する会社の責任を描いています。

● もう、誰もあなたを信じない(28分)

飲酒運転の加害者の立場から、飲酒運転の代償がいかに
大きく取り返しのつかないものかを実感できるドラマです。

● ドライブレコーダーは見た（21分）

危険を予測して大切な命を守る運転を収
録しています。

● ドライバー心理から考える安全運転〜ドライブレコーダーは見た〜（15分）
ドライブレコーダーの事故映像と再現映像をもとに、
ド
ライバー心理に着目した危険回避の方法を探ります。

【交通事故防止に関するもの】
● ドライブレコーダーが
「その時」
を記録（11分）

● 一秒のミス

● 事故を起こさないための運転行動〜ドライブレコーダー映像から考える〜（20分）

● 明日はあなたかもしれない（23分）

ドライブレコーダーが捉えた交通事故の瞬間
を再現し、
危険予測の重要性を訴えます。

ドライブレコーダーに記録された５つの事故事例から、
予想される危険、
危険回避の方法等を説明しています。

心のミス（19分）

ドライブレコーダーが拾った事故を指導者が
危険予測と安全確認について指導します。
交通事故の個人の責任、企業の責任「社会的・道義
的責任」
「法的責任」等を分かりやすく解説。

● 従業員の交通事故と企業リスク（22分） ● 交通事故ゼロへの決意！
（24分）

● 命にスペアはないことを（22分）

● ある死亡事故の報告（24分）

● 奪われた夢（24分）

● 時速100km の衝撃!（13分）

● 奪われた命（26分）

● 償いの十字架（27分）

● 注意一秒怪我一生（26分）

従業員が事故を起こし、事故後の対応のまずさから事業
所の信用失墜にまで至るリスクを描いたものです。

交通事故で家族を失った人々の悲しみと苦
しみを重厚なドラマで描いたものです。
漫然運転が招いた事故･･･悲劇の始まり〜
余りに大きな代償が待っていました。

交通事故の企業責任、
事故を起こした従業員とその
同僚による再発防止に取り組む姿をドラマ化したもの。
交通事故の大きな代償を取り上げ、
その防止
対策を解説しています。

一度は事故被害者の立場に立ちながら教訓を生
かせず自ら死亡事故を起こしてしまう主人公。

事故現場から見た防止対策を解説してい
ます。
後部座席シートベルト非着用の危険を実車実
験映像を通して訴えています。
４人の事故体験を記録したDVDです。

● パパは風になった（30分）

前方不注意の車からはねられ死亡した夫、そして残された妻
子の姿を描いたドラマ。
（「おしん」の小林綾子さん主演）

● めざそうZERO（23分）

● 運転中自然災害が〜①一般道路編（27分）

● 冬道の危険を知る（18分）

● 冬道事故を防ぐ
（20分）

● 冬道運転あなたは大丈夫？〜冬道の事故防止ポイント〜（16分）

● 夜間･雨天時に潜む危険（21分）

● なくせ!ヒューマンエラー（29分）

●「思いやり運転」のすすめ（26分）

● 安全への道（25分）

● 01 ・ 02運動（21分）

● トラックの危険予測（18分）

● シェア･スマイル（8分）

● 運転者の心得と義務（25分）

● セーフティエコドライブ（18分）

● 安全運転の基礎知識（計60分）

● 交通KYTを活用し危険予知能力を高める（18分）

● 交通KYTを活用し危険予知能力を高める（Part2）
（14分）

● あおり運転厳罰化（17分）

● 夢を奪ったハンドル（26分）

出勤・退勤時を含む従業員の交通事故防止
をドラマ形式に映像化したものです。

雪道や凍結路面を安全に走行するための
いろいろな注意事項が収録されております。

夜間、雨天、降雪など悪条件下特有の危険要
因を明らかにして事故防止を考えるDVDです。

交通事故の危険を回避する知恵を収録して
います。

東京スマートドライバーが作成したショートフ
ィルム。
ドライブシーンを13チャプターに分割し運転の基礎知識を
教えます。3〜7分で構成され、
連続再生も可能です。

あおり運転の要件や厳しくなった罰則をわか
りやすく解説しています。

地震・雨・雪道での危険回避方策を収録したもの
です。

【安全運転に関するもの】
雪や凍結した冬道でのスリップ事故、
吹雪等視界不良に
よる事故を起こさないポイントを示します。

ドライバーの怒り、焦り、急ぎ、慣れ、甘え等がど
う事故に結びつくのか、事例紹介で解説。
安全車間距離である２秒間を保持するため、
運動の必要性をビデオで説明したものです。

運転に伴う義務と責任、
安全運転の知識をわ
かりやすく解説しています。
動画による危険予知トレーニングを通した危険
の早期発見を図る教材です。

冬道への備えと、様々な気象状況、路面状況等
の変化への対処方法を紹介しています。

交通社会は皆が助け合い支え合っているもの、これ
が「思いやり運転」で築かれることを解説しています。

トラックの運転の交差点左折、
進路変更等主
な場面の危険予測を解説しています。
日本自動車連盟（JAF）が作成したセーフティエコド
ライブに関するわかりやすい解説のDVDです。
動画による危険予知トレーニングを通した危険
の早期発見を図る教材です。
（14場面収録）

飲酒、居眠り、ながら運転の悲劇を訴えています。

【申込先】 〒990−0024 山形市あさひ町18−25 山形県建設会館内

一般社団法人山形県安全運転管理者協会
電話 023−633−2716 FAX 023−633−2741 E-mail:info@yamagataken-ankan.or.jp
(郵送料の発送分は県協会が負担いたします)
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