平成29年度 事業計画

（基本姿勢）
栃木県交通安全協会は、交通ルールに関する教育及び普及啓発事業等を通じて 、
栃木県内における交通安全道徳の向上、交通事故の防止等に努め、もって、道路にお
ける交通の安全と円滑の確保に寄与することを目的として、平成 29年の交通事故
死者数の抑止目標を90人以下とする「平成29年度栃木県交通安全県民運動計画」
（栃木県交通安全対策協議会策定）に基づき、交通安全諸対策を関係機関、団体と
連携して積極的かつ効果的に推進する。
第１章

交通安全対策

第１

交通安全対策推進重点事項
平成28年中の交通事故は、発生件数、負傷者数ともに 13年連続で減少し、
死者数は、昭和27年以降64年ぶりに80人を下回り76人であった。また、人口10

万人当たりの死者数は全国第25位という状況にあり、高齢死者数は減少したが、全体
に占める割合が増加し、全死者の５割以上を占めている。
高齢者の状態別死者数では、歩行中と自動車乗車中のものが多いことから、
当協会としては、本年度も引き続き、子どもや高齢者の交通事故防止、飲酒運転等悪
質・危険運転の根絶、シートベルト着用等を重点とした交通安全対策を推進する。
１

子どもや高齢者の交通事故防止対策

(1)

｢子どもや高齢者に優しい３Ｓ(スリーエス)運動」の浸透・拡大及び毎月

３日（休日のときはその前後）の「子供や高齢者を交通事故から守る日」の
啓発活動を推進する。
(2)

｢スピードダウン運動」を継続的かつ強力に呼び掛け、交通安全意識の
向上を図る。

(3)

高齢者に対する自転車シミュレーターを活用した参加・体験・実践型の
交通安全教室や自転車利用中の被害軽減等を図るため、自転車用ヘルメット
の普及促進活動を推進する。

(4)

申請による運転免許証返納制度や運転経歴証明書についての広報な ど、

高齢運転者の支援を推進する。
(

5

)

加齢に伴う身体機能の変化を自覚させる参加・体験・実践型のドライビング
スクールや講習会を開催するとともに、高齢運転者による「３Ｓ運転」を
推進する。
(6)

地域交通安全活動推進委員や高齢者交通安全等アドバイザーによる高齢者

世帯への訪問指導を推進する。
(7)

児童・生徒等に対する自転車の実技指導、自転車シミュレーターの活用や

スケアード・ストレイト方式による自転車安全教室の開催、支援を推進する。
２

飲酒運転等悪質・危険運転の根絶対策

(1)

広く県民に、飲酒運転の悪質性、危険性及び飲酒運転による交通事故の
悲惨さについて広報・啓発し、飲酒運転の根絶を推進する。

(2) 「ハンドルキーパー運動」の普及促進など、飲酒運転を許さない社会環境
づくりと飲酒運転根絶機運の醸成を推進する。
(3)
３

暴走族を許さない社会環境づくりのための広報啓発活動を推進する。
自転車利用者に対する交通事故防止対策

(1)

すべての自転車利用者に、自転車は車両であることの周知徹底を図る。

(2)

｢自転車安全利用五則」の周知徹底を図る。

(

3

)

毎月８日(休日のときはその前後)の「自転車安全利用強化の日」は、子ども
や保護者、高齢者を対象とした交通安全教育及び広報啓発活動を推進する。
(4)
４

自転車の定期的な点検を呼び掛け、ＴＳマークの普及を図る。
シートベルト等の着用徹底対策

全席全員のシートベルト着用、チャイルドシートの正しい使用を促進するため
軽減効果を実感させる広報啓発活動及び毎月25日(休日のときはその前後)
トベルト・チャイルドシート着用徹底の日」における街頭活動を推進
５

被害

の「シー

する。

安全な交通環境対策活動
交通事故多発交差点、カーブ、通学路、その他の危険箇所における交通事故

防止対策を積極的に推進する。
６

関係機関・団体等との連携
栃木県、栃木県警察本部を始め交通安全に関わる行政、民間団体等と緊密に
連携し、地域の交通事故の実態に応じた効果的な交通安全活動を組織的、継続
的に推進する。

第２

交通安全に関する広報・啓発活動

１

栃木県交通安全県民運動の効果的推進
栃木県、栃木県警察本部及び交通安全を推進する関係機関、団体と緊密に
連携し、各種の交通安全運動等を主催(協賛)し、これを広く県民に周知させる

ため、新聞、テレビ、ラジオによる広報に努めるとともに、広報車、交通安全
教育車の効果的な運用及び横断幕、懸垂幕の掲出、パンフレット、チラシの
配布等により、交通安全思想の普及、啓発を図る。
(1)

重点的に取り組むべき運動
①

高齢者交通事故防止運動

②

子どもや高齢者に優しい３Ｓ(スリーエス)運動

③

前照灯の早め点灯と上向き切替え運動

④
(2)

飲酒運転根絶運動
年間を通じて取り組む運動

①

自転車安全利用促進運動

②

交通事故「０」宣言運動

③

シートベルト・チャイルドシート着用運動

ゼロ

スピードダウン運動

④

(3)

平成29年交通安全スローガンの普及・啓発
ア

全国交通安全年間スローガン
(ｱ) 運転者（同乗者を含む）へ呼びかけるもの
○

抱っこより

深い愛情

○

『ム』チャするな

○

気のゆるみ

チャイルドシート

『ジ』カンにゆとり

一杯だけが

『コ』コロのよゆう

命とり

(ｲ) 歩行者・自転車利用者へ呼びかけるもの
○

身につけよう

命のお守り

○

まだ行ける

渡れそうでも

○

傘・スマホ

片手運転

反射材
待つゆとり

事故のもと

(ｳ) こども（小・中学生以下）へ呼びかけるもの

イ

○

ペダルこぐ

免許はないけど

ドライバー

○

わたろうか

迷う気持ちは

○

交通ルール まもれるぼくは 金メダル

○

おともだち むこうにいても みぎひだり

赤信号

栃木県交通安全スローガン（継続）
「マナーアップ！

(4)

あなたが主役です」

各季の交通安全運動等
栃木県、栃木県警察本部及び関係機関・団体と連携し、春、秋及び年末に

おける交通安全県民総ぐるみ運動のほか、
○

暴走族等根絶推進強化月間

６月１日(木)から６月30日(金)

○

夏の交通安全運動

６月１日(木)から８月31日(木)

を推進する。
(5)

県民運動強化日
○

子供や高齢者を交通事故から守る日（毎月３日。休日のときはその前後）

○

自転車安全利用強化の日（毎月８日。休日のときはその前後）

○

シートベルト・チャイルドシート着用徹底の日（毎月25日。休日のとき

は、その前後）
○
２

交通事故死ゼロを目指す日(国民運動)４月10日(月)、９月30日(土)予定

交通死亡事故多発警報発令に伴う緊急対策
栃木県による交通死亡事故多発警報発令時には、新聞、ラジオ、テレビ、

広報車、交通安全教育車による広報を実施するなどして、関係機関・団体及び
地域住民と一体となった交通事故防止対策を推進する。
３

各種広報媒体を活用した交通安全広報
新聞、ラジオ、テレビ、インターネット、地域ミニコミ紙(誌)等の各種広報

媒体を活用して、交通安全を広報する。
第３

栃木県交通安全活動推進センター事業の実施
栃木県交通安全活動推進センター（栃木県公安委員会指定）では、交通事故

防止を目的として、交通安全思想と法令遵守意識の普及・啓発を図るため、
次の事業（公益事業）を実施する。
１

交通安全に関する広報・啓発活動

(1)

広報紙の発行
県民の交通安全意識の高揚を図るために、広報紙「交通安全とちぎ」を
随時発行する。

(2)

交通安全広報カレンダーの作成・配布
県民交通安全写真コンクールを実施し、優秀作品等を題材とした交通安全

広報カレンダーを作成して県民に広く配布する。
(3)

ホームページによる広報

インターネット・ホームページにより、当協会の活動状況等に関する資料を公開し、
県民の理解と協力を求める。
(4)

交通安全教育用資器材の貸出し
交通安全教育用ビデオテープ、ＤＶＤ等を各地区交通安全協会、各種の

交通安全推進団体、企業等に貸出し、県民の交通安全意識の普及・啓発活動を推進す
る。
小学校には、「交通安全子供自転車大会」用の各種資器材を貸し出すなど
して、自転車の正しい乗り方を習得させ、交通安全意識の普及を図る。
(5)

シートベルト・チャイルドシートの正しい着用の広報啓発
各種の交通安全教育の場を活用して、シートベルト、チャイルドシートの

正しい着用要領を広報、啓発し、着用習慣の定着化を図るとともに、各地区交通安全
協会のチャイルドシート貸出し事業を支援する。
(6)

自転車利用者に対する交通安全対策
ア

小学生に、自転車の安全走行に関する知識と技術を身につけさせるため

「交通安全子供自転車大会」を開催し、優勝チームを全国大会に派遣する。
イ

自転車の安全な利用を推進するため、自転車利用者に対し、定期的な
点検整備を呼びかけるとともに、自転車事故時における付帯補償のある
「ＴＳマーク」の普及を図る。

ウ
(7)

高齢自転車利用者に対するヘルメット着用の普及を図る。
原付・二輪車に対する交通安全対策
二輪車の安全運転技能と交通マナーの向上を図るため、「二輪車安全運転

栃木県大会」を開催し、成績優秀者を全国大会へ派遣する。
(8)

幼児・子どもの交通事故防止対策
交通安全教育指導員（交通安全教育車マロニエⅠ号・Ⅱ号）を、小学校、

児童クラブ、幼稚園、保育所、特別支援学校等に派遣して、交通安全講話、
腹話術、交通安全教育用ビデオ、交通安全教本等による交通安全教育及び
自転車安全運転の指導を推進し、幼児、子どもたちに交通ルールの習得並びに交通安
全意識の向上を図る。
(9)

若者の交通事故防止対策
若者による交通事故を防止するため、高校生等に対し、参加・体験型の

二輪車安全運転講習会等を開催して、二輪車の安全運転技能及び交通マナーの向上を
図る。
(10) 高齢者の交通事故防止対策
ア

地区交通安全協会と連携して、高齢者の交通安全意識の高揚を図ると
ともに、すべての運転者に対して、子どもや高齢者に優しい３Ｓ運転の
実践を促すため、新聞、ラジオ、テレビ等による広報や街頭広報活動を
推進する。

イ

交通事故防止及び交通安全思想の普及・啓発を目的に、高齢者交通安全

指導員としての知識の涵養と高齢者宅訪問活動を効果的に実施できるように地区交通
安全協会女性部連合会が主催する高齢者交通安全指導員研修会の開催を支援する。
ウ

シルバードライバークラブ、老人会等と連携し、マロニエ号を積極的に

派遣して、高齢ドライバーに対する参加・体験型の交通安全教育を推進する。
エ

高齢者の交通安全意識の高揚と自転車事故の防止に資するため、「交通
安全高齢者自転車大会」を開催する。
オ

認知機能検査に関する正しい理解と運用が図られるよう、高齢者に対する広報・啓発
活動を積極的に推進する。
(11) 夜光反射材等の普及対策
各種の交通安全活動を通じて積極的に反射材等を配布するなどして、その
効果を体験させるほか、高齢者交通安全講習会、交通安全大会等の各種イベント会場
において、体験コーナーを開設し、夜光反射材、ＬＥＤ安全ライト等の確実な使用の
普及を図る。
２

交通事故相談活動

栃木県交通安全活動推進センター（当協会事務局内）に、「交通事故相談所」を
開設し、交通事故相談員による面接相談、電話相談等に応じる。
３

安全な交通環境対策活動

(1)

駐車・規制・道路使用に対する広報啓発
道路における車両の駐車、交通規制、道路の使用に関する事項についての
照会、相談に応じるとともに、これらの事項に関する広報、啓発活動を積極
的に推進する。

(2)

迷惑駐車・道路不正使用の防止に関する広報啓発
道路における適正な車両の駐車、道路の使用についての広報、啓発活動を
積極的に推進する。

(3)

信号機付加装置の設置
視覚障害者用信号機付加装置を設置して、交通弱者に優しい交通環境の

整備を図る。
(4)

夜光反射材の貼付

道路のカーブ等の危険箇所及び路上工作物（電柱）等に夜光反射材を貼付し
安全で円滑な交通環境の整備を図る。
(5)

歩道上の駐輪防止対策
自転車利用者のマナー向上と無灯火運転の防止、歩道上の駐輪防止等を

広報し、安全な交通環境の保全に努める。
４

栃木県及び民間団体の交通安全活動に対する支援
栃木県及び民間団体が行う交通安全大会、交通安全キャンペーン等の交通
安全活動を支援するとともに、(一社)日本自動車工業会、(一社)日本自動車連盟、
(一財)全日本交通安全協会、(一社)日本二輪車普及安全協会等が主催する各種

講習会
及び講演会を積極的に支援する。
５

栃木県地域交通安全活動推進委員協議会連合会に対する支援
地域交通安全活動推進委員協議会の効果的な活動に資するため、随時、各地
区委員に対する研修会を開催するほか、同協議会の活動重点等に関する連絡
調整を行う。

第４

表彰
交通安全思想の普及啓発を目的に、交通安全功労者・優良運転者等を対象と

して、栃木県警察本部長・当協会長連名の表彰、その他、全国及び管区表彰を上申す
る。
１

栃木県警察本部長・栃木県交通安全協会長連名表彰（平成29年10月31日）
交通安全功労者・交通安全功労団体・優良運転者（40年・30年・20年）

２

各種表彰の上申

(1)

全国表彰
ア

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・同緑十字銀章

イ

全日本交通安全協会長表彰
交通栄誉章緑十字銅章・交通安全優良団体・交通安全優良事業所
交通安全優良学校・優良交通安全協会・優良二輪車安全運転指導員

(2)

管区等表彰
ア

関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会長連名表彰
交通安全功労者・交通安全功労団体・交通安全優良事業所
優良交通安全協会・優良運転者

イ

関東交通安全協会連合会長表彰
優良職員

(3)

栃木県知事表彰
交通安全対策功労者・交通安全対策功労団体

第５

関連団体の事業に対する助成・支援
県内における交通道徳の向上と交通事故の防止という公益目的の事業を推進

する地区交通安全協会及び同協会女性部連合会等の諸団体に対する助成、支援を実施
する。
１

地区交通安全協会に対する助成・支援
活動実態を積極的に広報するとともに、活動経費の助成及び交通安全運動用

ポスター・キャンペーン用品、交通安全広報（教育）車、広報活動用テント、その他
の活動用資器材を配付して支援を行う。
また、栃木県地区交通安全協会女性部連合会の活動を支援するために、各種
研修会などの開催支援を行う。
２

その他の関連団体に対する助成・支援
下記団体の適正な業務の推進に資するため、活動経費の一部を助成するとと

もに、各種会議、研修会の開催等に関して支援する。
(1)

栃木県地域交通安全活動推進委員協議会連合会

(2)

栃木県二輪車安全運転推進委員会

(3)

栃木県自転車安全教育推進委員会

第２章
第１

受託事業
指定管理者受託事業
栃木県から指定管理者として委託を受けた
栃木県交通安全教育センター（交通教育館・安全運転コース）
の事業を適正かつ誠実に履行する。

第２

業務受託事業

１

栃木県からの受託事業

(1)

交通安全教育業務（マロニエ号）

(2)

運転免許更新情報提供業務

(3)

免許関係業務

(4)

更新時講習（優良・一般・違反・初回）業務

(5)

原付講習業務

(6)

停止処分者・違反者講習業務

(7)

自動車保管場所現地調査及び入力・標章作成業務

(8)

道路使用許可調査業務

(9)

高齢者講習業務

２

その他の受託事業

(1)

地区交通安全協会事務

(2)

地区安全運転管理者協議会事務

(3)

(公財)日本交通管理技術協会事務

第３章
第１

各種自主事業
交通安全思想の啓発・普及用品等の斡旋販売事業
県、市町、教育委員会、小学校等の公的機関や運輸・物流業界に対し て、
交通安全思想の普及、啓発に供する資料、物品等の斡旋販売を行う。
また、高齢者や子ども向けの反射材、自転車通学の中学生を対象とした自転

車用ヘルメット等の交通安全用品を幅広く紹介して、その斡旋販売を積極的に進める。
第２

自動車教習事業
当協会直営の「栃木県自動車学校」及び「栃木県西那須野自動車学校」にお

いて、初心運転者の養成と免許取得者等に対する訓練、講習等を実施するとともに、
障がい者や高齢者に特化した教習を推進する。
第３

その他協会の目的達成に必要な事業
貸車事業、証明写真撮影事業、県証紙売り捌き事業等を適正かつ効果的に
推進して収益の強化を図る。

第４章
第１
１

各種会議等
理事会等
理事会
定時理事会を５月（事業報告・決算）に、臨時理事会を３月（事業計画・

予算）に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
２

評議員会
定時評議員会を６月（事業報告・決算）に開催するほか、必要に応じて適宜
開催する。

３

監事会
定例の監事会を５月に開催する。

４

正副会長会議
３月、５月に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。

５

所管する機関・団体の会議
所管する機関・団体が開催する定例会議及び随時の会議に積極的に参加し、

協力、連携しながら、業務を適正かつ円滑に推進する。
第２

組織の活性化等

１

各部門との連携強化

(1)

一般財団法人としての当協会の組織体制の強化を図る。

(2)

組織内の意思統一を図り、適正かつ効率的な業務推進に資するため、毎月、

部課長等会議を開催するほか、部課長・支所長等会議を適宜開催する。
(3)

競争入札及び当協会への入会率の向上等の重要な事業に対しては、必要に

応じて事務局内に「専門部会」を設置し、組織を挙げて対応する。
２

地区交通安全協会との連携強化
業 務 の各 般 に わ た り 、 地 区交 通 安 全 協 会 と の 連携 を 強 化 す る と と も に、
「地区交通安全協会長会議」の開催を支援する。

第３

職員の資質向上
職員を、内外の各種講習会、研修会等に積極的に参加させ、業務の遂行等に
必要な知識、技能を修得させて資質の向上を図る。

