
　平成２7年７月9日（木）千葉市稲毛区の県
総合スポーツセンター体育館で第５2回交通
安全こども自転車千葉県大会が行われました。
　大会では、交通規制や道路標識の意味を問う
学科テストと、安全で正し
い運転技術を見る実技テ
ストが行われました。参加
12校のうち松戸市八ヶ崎
小学校が優勝し、８月5日
（水）に開催された「第50
回交通安全子供自転車全
国大会」に出場しました。
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県内の交通事故
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死 者 数
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（+6人）
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（-183人）

死者全国ワースト6位
平成27年7月末（前年比）
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◎交通事故の相談
　交通事故の当事者となり、お困りの方は相談してください。
　臨床心理士による心のケアも行っています。県内各市町の
巡回相談も行っていますので、日程等はお問い合わせください。
　なお、生活安全課ホームページでも巡回相談日程や交通事故
Ｑ＆Ａをご案内しています。

TEL 043-223-2264

TEL 047-368-8000

TEL 0470-22-7132

○本　所
　県庁本庁舎2階
○東葛飾支所
　東葛飾地域振興事務所4階
○安房支所
　安房地域振興事務所1階

千葉県環境生活部
生活安全課　交通安全対策室　TEL 043-223-2263

問い合わせ先

問い合わせ先

◎千葉県交通安全教育推進員の派遣
　学校、町内会、職員研修などで交通安全教室を開く際にご活用
ください。対象者に合わせて経験豊富な推進員を派遣いたし
ます。（講師料は無料ですが、講師の交通費等の実費分は負担
願います。）
◎交通安全ビデオの貸出
　交通安全教育に役立てていただくために、交通安全ビデオ
（ＤＶＤ・ＶＨＳ）の貸出を行っています。
　ビデオ一覧は、生活安全課ホームページをご覧ください。
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千葉県・千葉県交通安全対策推進委員会

検索千葉県交通安全ライブラリー

検索千葉県交通事故相談所
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野田市立尾崎小学校

松戸市立八ヶ崎小学校

松戸市立相模台小学校 ▲宇田川光雄先生による講演
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　幼児交通安全教育を充実させ、幼児の関係す
る交通事故の防止に資するため、交通安全指導
者等を対象として、平成２7年７月２4日（金）に千葉
県教育会館大ホールにおいて、「平成２7年度幼児
交通安全教育セミナー」を開催しました。セミナー
には、市町村交通安全担当者、交通安全協会の
交通指導員、交通安全
母の会会員、幼稚園、
保育園（所）の先生、
その他の交通安全
担当者等が約２40名
参加しました。

千葉県大会の
結果

３　位

準優勝

優　勝

　日没時間が急激に早
まるこの時期は、夕暮れ・
夜間に交通事故が多発
し、歩行中・自転車乗用
中の死亡事故が増加す
る傾向にあります。明る
い色の服装や反射材を
身につけることでドライ
バーから発見されやす
くなり、交通事故を防ぐ
効果があります。反射材
のストラップやシール、
反射糸などを上手く活
用し、交通事故に遭わ
ないよう努めましょう。

▲暗い所でライトが当たると…▲反射糸を使った作品▲昨年のフェアの様子

夜間の交通事故を防止するため、
ライトに反射して光る反射糸を
使用した手作りの小物や

洋服等の普及に取り組んでいます。
　皆さんも、普段のファッションに

反射材を取り入れ、
「おしゃれに事故防止！」
してみませんか。
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『ライト』『ライト』ラ

で道路横断中の交通
事故防止！

３（サン）・ライト運動３（サン）・ライト運動

平成27年9月21日（月）から9月30日（水）まで

～ 外出は 明るい笑顔と 反射材 ～

　秋口における日没時間の急激な早まりとともに、夕暮れ時や夜間には、重大事故につながるおそれの
ある歩行中・自転車乗用中の交通事故の増加が懸念されます。また、子どもや高齢者が被害に遭う交通
事故が、依然として多く発生しています。
　そこで、「事故を起こさない」だけでなく「事故に遭わない」ためにも、県民一人ひとりに交通安全思想
の浸透を図り、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣付け、交通事故の防止を徹底しましょう。

　千葉県警察では、「振り込め詐欺」被害の多くが現金の受渡し型となっており、犯行実態にそぐわない
ため、県民の皆様からのご応募により決定した「電話de詐欺」を広報用の名称として使用することとなり
ました。
　県におきましても、「STOP！電話de詐欺」を合言葉に、被害防止に向けた広報啓発を繰り返し、粘り強く
展開していきますので、皆様のご理解をお願いします。
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▲研修会の様子

　秋口における日没時間の急激な早まりとともに、夕暮れ時や夜間には、重大事故につながるおそれの

平成２7年秋の全国交通安全運動が始まります平成２7年秋の全国交通安全運動が始まります平成２7年秋の全国交通安全運動が始まります

ゼブラ・ストップ活動の推進ゼブラ・ストップ活動の推進ゼブラ・ストップ活動の推進

　前をよく見て安全
運転、横断歩道を発見
したら、その周りに歩行
者等がいないか十分
注意！

ゼ 『ブレーキ』『ブレーキ』
　渡ろうとする歩行者
等がいるかもしれない
場合は、横断歩道の
手前で停まれる速度で
進もう！

ブ

横断する歩行者がいたら、必ず「ストップ（一時停止）」で交通事故「ストップ」横断する歩行者がいたら、必ず「ストップ（一時停止）」で交通事故「ストップ」

　交通安全推進隊は、県民の皆さん一人ひとり
の積極的な参加によって、平成14年からスタート
したボランティア制度で、現在、約3,600名の方
が、子どもの通学路における街頭監視、保護・
誘導を中心に活動しています。
　隊員は、創意工夫ある自主的な活動によって、
地域の子どもや高齢者を交通事故から守り、
交通ルールとマナーを普及して「交通安全県
ちば」の実現を日々、目指しています。

　交通安全推進隊は、県民の皆さん一人ひとり
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　千葉県自転車等問題対策委員会では、平成
２7年１０月１日（木）から１１月３０日（月）まで、
首都圏９都県市と協力し、自転車の放置防止に
対する広報や、各駅周辺における放置自転車等
の撤去を重点的に行う「駅前放置自転車クリー
ンキャンペーン」を展開します。
　無秩序に放置される自転車は、点字ブロックを
ふさぐ、倒れた自転車により通行人にけがをさせ
る、緊急車両の通行の邪魔になるなど、さまざま
な人の迷惑となります。
　誰もが気持ち
よく過ごせる街に
するために、自転車
は駐輪場へ置き
ましょう。

　千葉県警察では、「振り込め詐欺」被害の多くが現金の受渡し型となっており、犯行実態にそぐわない

STOP! 電話 de 詐欺STOP! 電話 de 詐欺STOP! 電話 de 詐欺

　昨年、県内で歩行中に交通事故で死傷した３，１９９人のうち、３割を超える９９０人の方が横断歩道を
横断中に事故に遭っています。
　ゼブラ・ストップ活動とは、横断歩道上における歩行者等の優先義務を運転者に対して、周知徹底させ
ることにより、歩行者等の保護を強化することを目的とした活動です。
　横断歩道の和製英語であるゼブラゾーンの「ゼブラ」にかけて、「前方」・「ブレーキ」・「ライト」をドライ
バーに強く意識してもらい、横断歩道手前での確実な「ストップ（一時停止）」を徹底することにより、交通
事故に「ストップ」をかけましょう。

　夕暮れ時から夜間にかけ
て多発している歩行者の
道路横断中の事故防止を
重点としています。
①ライト（前照灯）
　早めのライト点灯、小まめ
　な切り替え
②ライト・アップ（目立つ）
　反射材、ＬＥＤライト等の活用
③ライト（右）
　右からの横断者にも注意
　３つのライトを推進し
て交通事故を防止しま
しょう。

３（サン）・ライト運動
とは？？

9月30日は交通事故死ゼロを目指す日

子供と高齢者の交通事故防止
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
（特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底）
後部座席を含めた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
飲酒運転の根絶

ストップ でんわ で さぎストップ でんわ で さぎ

ストップ

千葉県民　慌てず　必ず　カクニンダ―！
あわ かなら

もしかしたら？と思ったら、まず、家族に役所に確認・相談を！
確認戦士カクニンダー

こんな言葉がでたら詐欺かも？！と疑って！

現金受渡し型・送付型による被害が急増中！

でんわ で さぎ

「携帯電話の番号が変わった…」
「示談金が必要…」　
「～時までに必要…」
「宅配便でお金を送って…」 
「ＡＴＭに行ってください…」　

「カバンを失くした…」
「今日振り込まないとクビ…」
「代理人がお金を取りにいく…」
「還付金もらえますよ…」 
「あなたのキャッシュカードが…」


