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島根県交通安全
シンボルマーク

❹❶

平成28年9月発行
交通しまね

交通安全ウォークラリー

回　覧

夜光反射材普及活動 高齢者交通教室

自転車街頭指導 街頭呼びかけ 高齢者運転訓練

自転車街頭指導 交通安全レター作戦 街頭呼びかけ

街頭呼びかけ 交通安全協会総会 子どもの街頭呼びかけ

1協賛店での割引等サービス
　島根県内の600店以上の協賛店で割引制度が受けられます。
　協賛店でお買い物をしていただき何店かで割引のサービスを受けられますとあっという間
に年会費相当の600円以上…になりお得な買い物ができる素敵なサービスです。
2見舞金の支給
　万が一事故に遭われた場合、見舞金をお支払いします。詳しくは各地区協会にお問い合わ
せください。
3チャイルドシートの無料レンタル（地区安協）
　GW・盆・年末年始の帰省時などの一時的な使用に役立つ短期間貸出サービスを行ってい
ます。貸出しのお問い合わせ、お申し込みは各地区協会で行っています。なお、返却時には
クリーニング代をいただきます。
4優良運転者の表彰
　10年～40年（10年毎）の優良運転者の表彰があります。

会員になられた方へ
希望により

「しまねっこ
   運転免許証ケース」
をお渡ししています。

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
　　○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　　○夜間はライトを点灯
　　○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用

～シニアこそ　ジュニアのお手本　交通安全～

自転車安全利用五則（平成19年7月10日交通対策本部決定）

広げよう　事故ゼロしまねの　思いやり

平成27年度 交通安全ポスターコンクール  海士町立福井小学校6年　亀谷和奏さんの作品

高齢者おうえんキャラクター
しままる
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交通安全協会は交通事故のない社会を目指して幅広い活動を行っています。
地区交通安全協会の活動報告

会 員 の 特 典

～あなたの会費が交通安全の
　   ボランティアの活動を支えています～

新しい会員特典のお知らせ

交通安全協会への
加入をお願いします。



第49回二輪車安全運転全国大会
　8月6日（土）7日（日）の2日間、三重県の鈴鹿サーキットにおい
て、二輪車の安全走行を競う第49回二輪車安全運転全国大会が、
各都道府県代表47チーム（183名）が参加し開催されました。島
根県からは県大会優勝小林さつき選手（女性クラス）、櫻井一寛
選手（高校生クラス）、吉川大志選手（一般Aクラス）、渡部空選手

（一般Bクラス）が出場し、各県強豪選手の中で大健闘しました。

高齢者の交通事故防止運動

　全ての県民が、高齢者の身体機能や運転特性に関する認識と理解
を深め、高齢者に対する思いやりのある運転を励行するとともに、
高齢者自身が身体機能の変化を認識した安全運転と安全行動の実
践を習慣づけることにより、高齢者の交通事故防止を図ることを目
的とする。

　近年自転車が加害者となり高額な賠償判決事例が増えています。
　安全に安心して乗るために、点検整備済TSマークを貼付しましょう。
　TSマークは、自転車安全整備士が普通自転車を点検、整備したときに貼付
されるマークで、このマークが貼付されている自転車には、傷害及び賠償責
任保険が付加されます。
　TSマークは、TSマークのついた自転車整備店の看板のある店で取り扱っ
ています。
　保険の有効期間は自転車安全整備士による点検日（マークに記載されてい
ます）から1年間です。

第二種TSマーク
（赤マーク）

自転車安全整備店マーク

1　夜光反射材着用の推進
2　道路横断時の安全確認の徹底
3　早めのライト点灯とスピードダウンの徹底
4　高齢者への思いやり運転の励行

左から小林・渡部・櫻井・吉川選手

　8月3日（水）東京ビッグサイトにおいて、第51回交通安全
子供自転車全国大会が開催され、各都道府県代表47チーム

（188名）の児童が集まり、学科試験・技能試験に挑戦しまし
た。島根県からは県大会優勝校、松江市立大庭小学校チーム
が出場し、力いっぱい元気にプレーしました。

全国大会出場選手

第51回交通安全子供自転車全国大会

チャイルドシートの寄贈
　トヨタ部品広島共販株式会社（米
澤弘平社長）から、2月28日島根県交
通安全協会にチャイルドシート10台
の寄贈を受けました。（同社からは、
平成22年から毎年度寄贈を受けてい
ます。）
　このチャイルドシートは、大切な
子どもさんやお孫さんを守るため、
各地区交通安全協会に配付し、会員
の皆様方からの要望に応じ貸出しを
行っています。

❷❸

平成28年10月21日（金）から11月10日（木）までの21日間
一斉行動日　10月21日（金）・11月1日（火）

運動の目的

運動重点

自転車にTSマークを貼っていますか？

赤色TSマーク付帯保険の補償内容と支払い対象

補
償
内
容

傷害補償 賠償責任補償 被害者見舞金

●死亡
●重度後遺障害
　（1～4級）
　一律 100万円
●入院加療15日以上
　の傷害
　一律 10万円

●死亡
●重度後遺障害
　（1～7級）

　限度額 5,000万円

●入院加療15日以上
　の傷害

　一律 10万円
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