交通安全通信
第七号︵春号︶

スルガ自動車学校

春の全国交通安全運動実施中

高齢者の交通事故問題が深刻化

半 数以 上
を 占め て
お り︑ 次
い で自 動
車乗車中︑
自 転車 乗
車中の順となっています︒
今号からはこのような高
齢者の交通事故死者の状態
を踏まえ︑高齢者の事故防
止のポイントを﹁歩行中﹂
﹁自動車乗車中﹂﹁自転車
乗車中﹂の項目別に解説し
ていきます︒

︿歩行者﹀
安全通行のポイント

高齢者の交通事故死者で
半数を占める﹁歩行中﹂に
おける事故の被害者になら
ないためにも︑次に示す①
から④の行動を実践しましょ
う︒また
◆背筋を伸ばして歩く
◆目立つ服装をする
ことも︑事故に合わない秘
訣です︒

①少し遠回りでも信号機や横断
歩道のあるところに行って渡る！

②青信号で横断するときも右・左
折車に気配りを！

〜地域交通安全センター〜

︻目的︼
この運動は︑広く県民に交通安全思想の
普及・浸透を図り︑交通ルールの遵守と交
通 マナー の実践 に努める ことにより︑交
通事故防止の徹底を図ることを目的とす
る︒
︻実施期間︼
四月六日︵火︶〜四月十五日︵
木︶までの十日間
︻スローガン︼
﹁〜安全は 自ら うちから 地域から〜﹂
︻運動の基本︼
子どもと高齢者の交通事故防止
︻運動の重点︼
◆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
◆自転車の安全利用の推進
◆飲酒運転の根絶
◆各市町交通安全対策協議会等が決定
する事項

高齢者が関連する交通事
故は︑右の表からもおわか
りいただけるように︑死者
は横ばいの傾向にあります
が︑件数と負傷者数は年々
増加しており︑これは高齢
者の人口増加率と比較して
も大幅な増加傾向にありま
す︒
また︑高齢者の交通事故
死者を状態別にみると︵下
表参照︶︑歩行中の割合が

高齢者死者の状態別の状況（平成２０年）
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〒424‑0204
静岡市清水区興津中町５２２−１
フリーダイヤル0120‑017‑120

反射材は︑車の運転者か
らは光って見えるので大変
目立ちます︒反射材を身に
付けて自分の存在を知らせ
ることは︑夕暮れ時から夜
間における
交通事故防
止に効果的
です︒

︿ドライバー﹀
安全運転のポイント
③青信号でも自分の目で安全
を確認！
④右折時、対向右折車の陰か
らの直進車を警戒！

続いては高齢者の交通事
故死者の二割を占める自動
車乗車中の事故を防止する
ポイントについて解説して
いきます︒①から④の運転
行動をとることにより︑事
故を未然に防止しましょう︒
①先々の交通状況にも目配り
し前車の原則･停止を先取り！
②いつもの交差点でも意識的
に安全を確認！

③車の直前直後や、右左の見通
しの悪い所から渡らない！
④道路を渡る前に右左の安全を
確認し車が通り過ぎるまで待つ！
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ヘルメットを着用し、
正しい運転姿勢を保つ

四輪自動車の
死角に入らない

スルガ自動車学校では︑
﹁エコドライブ教習﹂と
合わせて︑﹁エコ講習﹂
を始めました︒﹁エコ講
習﹂は教習生の方だけで
なく︑ぜひ多くの方に聴
講していただきたいと考
えております︒一時間ほ
どの講習ですので︑日時
等お気軽に当校までお問
い合わせください︒
料金はかかりません︒

スルガ自動車学校では四
月二十三日︵金︶十六時三
十分から一時間︑運転免許
を受けていない高齢者を対
象とした興津地区連合自治
会主催の交通安全教室を︑
○交通事故の実態
○夕暮れ時の危険性
○自転車走行時の危険性
という内容において実施す
る予定です︒
この講習を通じて高齢者
の交通事故による犠牲者が
少しでも減少することを期
待します︒

スルガ自動車学校地域貢献活動報告

平成二十二年一月十六日
︵土︶社団法人静岡県トラッ
ク協会様の安全運転講習を
○ＡＥＤを用いた心肺蘇生
法
○エコドライブ講習
○ドライブレコーダーを活
用した危険回避訓練
という三つの内容について
実施しました︒
当日はトラック協会に属
する運送会社の運行管理者
やドライバーの方十八名が
参加され︑六時間もの長時
間にわたる講習でしたが︑
み なさん
真 剣に受
講 してい
ました︒
この講
習 をこれ
からの安
全運転に
活かして
いただき
たいと思
います︒

みなさんに身近な内容です。
しっかりと覚えておきましょう！

十月一日から交通ルールが改正されました︒

【罰則】
５万円以下の罰金➪３月以下の懲役又は
５万円以下の罰金
【反則金（普通車）】
6,000円➪8,000円
【違反点数】
１点➪２点

■ 携 帯電 話 等 の 使用 禁 止
︵静岡県道路交通法施行細
則の改正︶
自転車を運転するとき︑
携帯電話を手で持ち︑通話
や操作をする行為や︑携帯
ゲーム機などに表示された
画面を注視する行為が禁止

＝車間距離保持義務違反の罰則強化の詳細＝

■車間距離保持義務違反罰 されました︒
則強化︵高速道路・自動
車専用道路での違反︶
高速道路・自動車専用道
路における車間距離保持義
務違反に対する罰則が強化
されました︒
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第６回フェスタ・スルガ
天候にも恵まれ多くの方に来場していただきました。

スルガ自動車学校では︑
﹁エコドライブ教習﹂と
合わせて︑﹁エコ講習﹂
を始めました︒﹁エコ講
習﹂は教習生の方だけで
なく︑ぜひ多くの方に聴
講していただきたいと考
えております︒一時間ほ
どの講習ですので︑日時
等お気軽に当校までお問
い合わせください︒
料金はかかりません︒

スルガ自動車学校にも︑
コース内にイルミネーショ
ンが点灯しています︒照明
が消えると本当にきれいで
すよ︒夜十二時まで点灯し
ていますので︑ぜひ見に来
てくださいね︒

ひ食べにいらしてください︒
参加費はもちろん無料です︒

スルガ自動車学校地域貢献活動報告

十一月十五日︵日︶第６
回﹁フェスタスルガ﹂が盛
大に開催され︑天候にも恵
まれ約八百名の方に来場し
ていただきました︒
二輪ジムカーナ競技大会
やプロライダーの走行︑女
性白バイ隊員との記念撮影
会︑静岡県立大学のチアリー
ディング部によるパフォー
マンス︑模擬店の出店︑エ
コグランプリ︑エコカーの
展示試乗会など盛りだくさ
んの内容に︑二カ月前から
準備してきたスタッフも満
足げでした︒
またこの様子は︑静岡だ
いいちテレビでも放映され︑
その映像は当校のホームペー
ジにもアップされておりま
すのでご覧になってくださ
い︒

十二月二十七日︵日︶当
校 の駐車 場に
て ﹁もち つき
大 会﹂を 行い
ま す︒つ きた
て のお餅 をぜ

