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新潟県交通安全協会
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明けましておめでとうございます。
皆様方には、ご家族お揃いで輝かしい新春を
お迎えのことと心からお慶び申し上げます。
また、皆様方には、平素から各地域における
交通安全活動に多大なるご尽力をいただくとと
もに、当協会の運営や事業活動に深いご理解と
ご支援をいただいておりますことに、厚くお礼
を申し上げます。
さて、近年、本県の交通事故は発生件数・死
者数・負傷者数ともに減少傾向にありますが、
今なお多くの尊い命が悲惨な交通事故により失
われていることに変わりはありません。
そして、交通事故は県民の安全・安心を脅か
す最大級の災禍であり、
私たちの日常生活は
「交
通事故の危険と背中合わせ」であると言っても
過言ではありません。

当協会といたしましては、この悲惨な交通事
故を１件でも減少させるため、本年も県、県警
察をはじめ各地区交通安全協会、関係機関・団
体の皆様との連携をより一層深めながら、高齢
者事故防止対策をはじめ、交通安全思想の普及
啓発活動や交通安全に関する広報啓発活動にも
積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
交通事故のない社会を目指して、そして、県
民の皆さんが安心して暮らせる安全な新潟の実
現に向け、当協会は本年も交通安全活動に全力
で取り組むこととしておりますので、より一層
のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
結びに、本年が皆様方にとりまして幸多い年
でありますよう、
心からご祈念申し上げまして、
新年のご挨拶とさせて
いただきます。
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斎藤 敏之 （新 潟 中）
星山 洋一 （新 潟 東）
古俣
侃 （新 潟 西）
中野
勇 （江南地区）
佐藤 範弘 （新 潟 北）
向山廣太郎 （佐渡地区）
櫻井 賢七 （新発田地区）
加藤 悦郎 （村上地区）
平野 庄一 （胎 内 市）
石栗 一久 （阿賀野市）
齋藤
平 （東蒲原郡）
神尾
忠 （五 泉 市）
（秋 葉 区）
鬼島 基伸禄
加藤 敏敦 （三 条 市）
小原 久義 （新潟南区）
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地区交通安全協会会長
畔柳 光男
小栁 孝礼
片野 正之
佐野富美雄
小林 宏一
山谷 一郎
倉品
浩
浅井
強
貝瀬 甲一
佐藤 和男
鈴木
登
今井
貢
橋本 洋一
小池 義徳
後藤 幸洋

（西蒲地区）
（燕

市）

（加茂地区）
（見附地区）
（長岡地区）
（栃

尾）

（与板地区）
（小千谷地区）
（魚 沼 市）
（南 魚 沼）
（十日町地区）
（柏崎地区）
（上

越）

（妙高地区）
（糸魚川地区）
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新年、明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えの
ことと心からお慶び申し上げます。
昨年は、世界中で猛威を振るう新型コロナウイル
スの感染拡大の中で、多くの人が我慢を強いられた
１年となりました。
県といたしましては、今後の感染拡大の可能性に
備え、県内の医療提供体制の更なる強化に取り組む
とともに、市町村や医療関係者と連携しながら、感
染予防、重症化予防等に有効なワクチンの接種が円
滑に進むよう対応してまいります。
交通安全対策につきましては、昨年３月に策定し
た「第11次新潟県交通安全計画」に基づき、交通安
全思想の普及徹底や道路交通環境の整備等を推進す
ることにより、全ての県民の皆様が安心して利用で
きる安全で快適な道路交通社会の実現を目指してま
いります。
さて、昨年の交通事故の発生状況につきましては、
件数及び負傷者数は16年連続で減少し、また、死者
数も一昨年より減少したところです。
しかしながら、依然として多くの方が交通事故で
亡くなっており、特に65歳以上の高齢者が18年連続
で過半数を占めているほか、高齢運転者による加害
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新年、明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えに
なられましたこととお慶び申し上げます。
公益財団法人新潟県交通安全協会並びに各地区交
通安全協会の皆様には、昨年中、交通安全への取組
をはじめ、警察業務の各般にわたり深い御理解と御
支援を賜りましたことを、心より御礼申し上げます。
また、県民の皆様には日頃より県警察の交通事故
防止活動に御理解、御協力をいただき、誠にありが
とうございます。
さて、昨年中の県内における交通事故情勢ですが、
交通事故の発生件数及び負傷者数は16年連続で減少
し、死者数につきましても大幅に減少した一昨年よ
り更に減少したところであります。
これも、交通安全協会の皆様から、日夜、積極的
に取り組んでいただいた各種の交通事故防止活動が、
県民一人ひとりの交通安全意識の高揚に繋がったも
のと考えております。
しかしながら、依然として、交通死亡事故に占め
る高齢者や歩行者の割合が高く、今なお、尊い命が
交通事故で失われているなど、本県における安全な

事故の全事故に占める割合も増加傾向にあることか
ら、高齢者の交通事故防止対策が重要な課題となっ
ております。
そのため、県では、
「高齢者交通事故防止運動」を
実施するとともに、ラジオ等による広報や講習会な
ど各種啓発活動を積極的に展開して、高齢者事故防
止対策を重点として取り組んでおります。
皆様も、高齢者が被害者となる交通事故を防ぐた
め、高齢者の立場に立った優しい運転を一層心がけ、
実践していただきたいと思います。また、高齢ドラ
イバーの方々におかれましても、ご自身の運転能力
を正しく理解していただき、より一層の安全運転に
努めていただきたいと思います。
悲惨な交通事故をなくすためには、日々、交通安
全活動にご尽力いただいている関係機関・団体の皆
様のお力添え並びに県民の皆様のご理解が不可欠と
なります。
県といたしましては、引き続き、新潟県交通安全
協会並びに各地区交通安全協会をはじめとした関係
機関・団体と緊密な連携を図り、交通事故抑止に取
り組んでまいりますので、今後とも皆様からご理解
とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し
上げます。
終わりに、皆様が交通事故のない安全で安心な１
年を過ごされますことをお祈り申し上げ、新年のご
挨拶といたします。

道路交通の実現には、取り組むべき課題が多くある
ものと認識しております。
県警察では、交通事故を１件でも減らしていくた
め、交通事故の分析結果を踏まえつつ、各地域の交
通実態に応じた総合的な交通事故防止対策を推進し
ていくこととしております。
そのためには、交通安全協会をはじめとする関係
機関・団体の皆様方と連携を図り、より一層、全力
で交通事故防止対策に取り組んでまいりたいと考え
ておりますので、引き続き格別の御理解と御協力を
賜りますようお願い申し上げます。
未だに新型コロナウイルスの感染対策に関しまし
て油断できない状況にありますことから、皆様方に
おかれましては、交通安全活動をはじめとした各種
活動に際しまして、まずは御自身の感染防止対策を
徹底していただいた上で取り組まれますよう重ねて
お願いいたします。
結びに、交通安全協会のますますの御発展と、県
民の皆様の御健勝を祈念いたしまして、新年の挨拶
とさせていただきます。
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新年、明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、健やかに新春をお迎え
になられたことと心からお慶び申し上げます。
当協会は、昭和36年４月に「小出地区交通安全協
会」として産声を上げて以来、町村合併に伴い平成
17年４月に「魚沼市交通安全協会」、平成22年10月に
は「一般財団法人魚沼市交通安全協会」に移行し、
現在に至っています。
６つの支部と３つの部会で構成する当協会では、
春・秋の全国交通安全運動、夏・冬の交通事故防止
運動をはじめ、飲酒運転の根絶に向けた飲食店等訪
問、安管選任事業所への訪問啓発と交通事故追放宣
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言書への署名活動に加え、各種研修会、祭りやイベ
ント時の啓発、原付免許の取得に向けた講習など、
その独自性を生かしつつも、お互いに連携しながら
交通安全活動を進めています。
最近２年ほどは、新型コロナの影響により活動に
大きな制約を受けましたが、残念ながら交通事故は
待ってくれません。
これからも、１市・１署・１協会が同一エリアで
ある強みを生かし、三位一体で歩調を合わせながら、
新型コロナに負けないで不断の活動を進めて行かな
ければならないと想いを強くしている今日でありま
す。
結びに、本年も皆様方のご健勝と交通事故のない
安全安心な１年となりますようご祈念申し上げ、年
頭のご挨拶といたします。
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交通栄誉章（緑十字金章）

交通栄誉章（緑十字銀章）
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◎全日本交通安全協会会長単名表彰
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●各季の交通事故防止運動の実施
●交通安全の広報、
啓発活動 ●各種交通安全教室の開催
●優良運転者の表彰 ●各種交通安全資器材の無料貸出し
●その他
（各種地域の交通安全活動）
!!̭͈̠̈́͢հފ͈ٛڰ൲͉Ȃٯအ͈ٛ̽͢ͅ
̢̤̳̀ͣͦ̀ͤ͘ȃଵ͂͜Ȃ̮ၑ̧ٜ̞̹̺
հފ̮ٛͅව̧̞̹̺̳̠̤̞ٛ͘͢ܐ૭̱ષ̬̳͘ȃ
!!̮ව͈ٛ૭̱ࣺ͙͉Ȃഢ྾ݺΓϋΗȜඤ͈հ
ފ͍ٛݞ౷ߊհފ̫ٛ́ັ̫̤̳̀ͤ͘ȃ
!Ȫ͉ٛȂ
૧ܰ৾ං͈༷͉2-111Ȃ
ခ࢘ˏ̦ࡠܢȡːා
͈༷͉2-611Ȃ
ˑා͈༷͉3-111ȫ

γȜθβȜΐςΣνȜͺσ̱̱̹͘Ȋ
ũ ŵ ŵ űĻ İ İ ŸŸŸį ů Ū Ū Ũ Ţŵ ŢĮŢů Ŭź Ű į Ű ų į ū ű

ȡհފ͈ٛڰ൲ેޙȡ

ࡇհފ

ࡇհފ

૧ګಎհފ

૧ګհފ

ͅచ̳ͥ؍౯ঐ൵

հࣞႢ৪ুഢ৬ܿއ͈ٛঔ

ਝ͈հ൲

χϋ̻֚ͭ͂͝ͅৣऺͬࢩ༭

૧ګୌհފ

ࢺධ౷ߊհފ

૧ګཤհފ

ऎള౷ߊհފ

ঊুރഢ৬ޗͬٳट

ͥήτΑτΛΠ̸̠ͬ̓

ঐ൵ਫ਼͈ঔ

ਝ͈࣭հ൲ځ൮ࢩ༭

૧อന౷ߊհފ

ఆષ౷ߊհފ

థඤঌհފ

Ւٖঌհފ

মΔυĢĢ

ঐ൵ਫ਼͈ঔ

հ̞ͬܐΙνȜςΛίـলۭโୋै

ߴࡔڿհࣣ͈͂ފ൳ঐ൵ਫ਼͈ٳ୭

ߴࡔڿհފ

ࡼஂঌհފ

ਝဩߊհފ

२ૄঌհފ

ঐ൵ਫ਼͈ٳ୭

ਝ͈հ൲ȁ᎒ܠอڰ൲

૧ګධߊհފ

ୌڿ౷ߊհފ

ঌհފ

࿆ح౷ߊհފ

ঌ͈́মཡগڰ൲ȁ

͈ذমཡগ൲ۼܢಎ͈ࢩ༭ڰ൲

ȶਝ͈࣭հ൲ȷอ

հ̞ܐȂ૧֚ා͈͒ै̤ͤͤȶσσ̻ͭ͝ȷܙ௭

ࡉ້౷ߊհފ

ಿؖ౷ߊհފ

ඌհފ

ဓโ౷ߊհފ

ࡉ້͈̾ͤ́͘ࢩ༭ڰ൲

ͼϋδȜΡै

ځ൮ঐ൵ਫ਼͈ঔ

ȶ͈࣭հ൲ȷঐ൵ਫ਼͈ঔ

୷౷ߊհފ

ݿઔঌհފ

ධݿઔհފ

౷ߊհފ

ਝ͈հ൲ȁࢩ༭ڰ൲

ਝ͈࣭հ൲ȁঐ൵ਫ਼

ΙλͼσΡΏȜΠ͈ဥࢩ༭

ಿࡇ́ޏ๑५ࣣ͂൳͈հࢩ༭

ฐॄ౷ߊհފ

ષקհފ

ྥࣞ౷ߊհފ

ঝݿ౷ߊհފ

ρϋΡΓσΨȜ͈௭೮

̹ͩͥ͢ͼϋ

වڠ͈ٛાஜ́հঐ൵

ෝ౷ߊ͈́ځ൮ࢩ༭ڰ൲

ζΑΛΠȪ̧̯̻̾ͭ͝ȫ֚͂ͅհࢩ༭ ȶ̢̲̥̻͐ͥͭ͝ȷ̜̬ͬ̀͜ളͥ͢Ȋ

