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こあんちゃん 

令和 3 年度 

４月６日（火）、ぎふ清流文化プラザ長良

川ホールにおいて、岐阜県交通安全県民大会

（主催 岐阜県交通安全対策協議会）が古田

知事、奥野県警本部長、田口交通安全協会長

ら県内の自治体関係者、交通安全関係者等約

150人が参加して開催されました。 

 大会では、はじめに交通事故犠牲者に対す

る黙とうが行われた後、交通安全に功労のあ

った個人、団体や学校の表彰が行われまし

た。 

 続いて東濃地区交通安全協会の相羽分会

長が代表して交通安全の誓いを読み上げ、最

後に事務局から「2021 年度岐阜県交通安全

活動推進要領」について説明されました。 

交通安全の誓い 

表彰式の様子

い 

古田知事あいさつ 

表彰式の様子

い 

 令和 3 年  交通安全年間スローガン  ゆとりある  心と車間の  ディスタンス  

6 月 

～ 全ての座席でシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底しましょう ～ 



 
 

 

 

★ 団体の部（10 団体） 

・岐阜北地区交通安全協会城西支部（岐阜市） 

・岐阜県トラック協会岐阜支部交通事故防止 

 対策委員会岐阜羽島協議会（岐阜市） 

・大安地区交通安全協会興文第一支部(大垣市) 

・大安地区交通安全協会興文第二支部(大垣市) 

・大安地区交通安全協会神戸支部(神戸町) 

・可児地区交通安全協会下恵土支部(可児市) 

・御嵩町交通安全女性連絡協議会（御嵩町） 

・中濃地区交通安全協会武芸川支部(関市) 

・東濃地区交通安全協会土岐支部曽木分会（土岐市） 

・中津川地区交通安全協会阿木支部（中津川市） 

 

★ 学校の部（9 校） 

・学校法人電波学園ぎふ国際高等学校(岐阜市) 

・大垣市立日新小学校(大垣市) 

・帝京大学可児小学校(可児市) 

・可児市立瀬田幼稚園(可児市) 

・可児市立土田保育園(可児市) 

・社会福祉法人大谷会関保育園（関市） 

・社会福祉法人大谷会安桜保育園(関市) 

・中津川市立落合保育園(中津川市) 

・岐阜県立池田高等学校（学校安全課） 

 

連名賞 
岐 阜 県 警 察 本 部 長 
岐阜県交通安全協会長 

★ 個人の部（６０名） 

・江崎和浩（岐阜市） 
・蔦木雅浩（岐阜市） 
・戸崎 稔（岐阜市） 
・後藤 尚（岐阜市） 
・丸井 猛（岐阜市） 
・森 一修（羽島市） 
・寺澤由美子（各務原市） 
・廣江和直（各務原市） 
・坂井源次（各務原市） 
・阿部治徳（各務原市） 
・浜崎十喜治（各務原市） 
・鈴木 實（各務原市） 
・梶田政義（各務原市） 
・遠藤省三（各務原市） 
・丹羽正男（瑞穂市） 
・廣瀬弘夫（瑞穂市） 
・市原 克（瑞穂市） 
・菅田厚子（本巣市） 
・鶴田美幸（北方町） 
・飯尾正澄（北方町） 
・上村 進（北方町） 
・岡田 力（北方町） 
・江野裕治（北方町） 
・堀部良道（北方町） 
・髙橋 清（大垣市） 
・岩田髙治（大垣市） 
・日比野一明（大垣市） 
・露口忠夫（大垣市） 
・境 貞夫（大垣市） 
・谷 正之（大垣市） 

・細川嘉雄（大垣市） 
・坂口鐘子（大垣市） 
・安藤 弘（大垣市） 
・柴田民子（大垣市） 
・吉田晴光（海津市） 
・伊藤道夫（海津市） 
・竹中弥恵美（神戸町） 
・田宮孝司（安八町） 
・酒井 収（可児市） 
・尾上節美（可児市） 
・鍵谷洋子（御嵩町） 
・岩田秀博（関市） 
・右髙一朋（多治見市） 
・伊藤博夫（多治見市） 
・溝口 夫（多治見市） 
・武藤秋子（多治見市） 
・古田勝也（多治見市） 
・和田節子（多治見市） 
・長島昭平（多治見市） 
・上村征男（多治見市） 
・松村孝雄（多治見市） 
・藤原秀子（多治見市） 
・三津原卓朗（多治見市） 
・和田敏彦（恵那市） 
・坂本芳秋（高山市） 
・中道作雄(高山市) 
・伴場美智子(高山市) 
・村嵜 弘(高山市) 
・門端 讓(高山市) 
・山下博良(下呂市) 
 

※（ ）は推薦団体 

 

★個人の部（１４名） 

・西東澄雄（岐阜市） 

・花房一巳（岐阜市） 

・祖父江美実（岐阜市） 

・早川真孝（各務原市） 

・棚瀬三之（瑞穂市） 

・木村志朗（大垣市） 

・長野勝己（大垣市） 

 

・髙橋眞人（神戸町） 

・冨田 清（可児市） 

・國枝 勉（御嵩町） 

・土屋戒造（関市） 

・相羽正司（多治見市） 

・勝野昌司（中津川市） 

・中田 好（高山市） 

 

 

★団体の部（３団体） 

・岐阜中地区交通安全協会梅林支部（岐阜市） 

・各務原地区交通安全協会鵜沼支部（各務原市） 

・大安地区交通安全協会南支部（大垣市） 

★学校の部（3校） 

・岐阜市立島小学校（岐阜市） 

・大垣市立安井小学校（大垣市） 

・可児市立桜ケ丘小学校（可児市） 

 

岐阜県交通安全対策協議会 会長賞（知事賞） 
 

★優良安全運転管理者の部 

（4 名） 

・宇留野昭博（岐阜市） 

・長谷川俊夫（垂井町） 

・安田正博（大野町） 

・野口修路（高山市） 

★優良安全運転管理部会の部 

（1 団体） 

・高山安全運転管理部会（高山市） 

中 部 管 区 警 察 局 長

長  
連名賞 中部交通安全協議会会長 

★交通安全優良事業所の部（6 団体） 

・株式会社ナベヤ（岐阜市） 

・河春電機株式会社（岐阜市） 

・山口車体工業株式会社（各務原市） 

・コダマ樹脂工業株式会社（神戸町） 

・有限会社大池工務店（下呂市） 

・株式会社南組（高山市） 

 



 

 

  

 
街頭で交通安全グッズを配布する等、

交通安全を呼びかけました。 

 

 
幟やプラカードでドライバーに安全運

転を呼びかけました。 

 

 
高校で通学自転車の安全点検をして反

射材を取付けました。 

 

 
ドライバーに交通安全グッズを配布し

て安全運転を呼びかけました。 

 

 

 
人波作戦でドライバーに交通安全を呼

びかけました。 

 

 

 
道の駅やショッピングセンター等で交

通安全啓発グッズ等を配布しました。 

 

 
新入学児童に反射材付きのランドセル

カバーを贈呈しました。 

 

 
地域の自転車販売店に自転車利用者へ

の交通安全啓発をお願いしました。 

 

 
ショッピングセンターで子供や高齢者

に反射材等を配布しました。 

 

 
ショッピングセンターで交通安全啓発

グッズ等を配布しました。 

 

 
道の駅で来訪者に交通安全啓発グッズ

等を配布しました。 

 

 
道の駅で来訪者に交通安全啓発グッズ

等を配布しました。 

 

 

各地区の交通安全活動ニュース

岐阜中地区交通安全協会会 

岐阜南地区交通安全協会会 岐阜北地区交通安全協会会 各務原地区交通安全協会会 

岐阜羽島地区交通安全協会会 海津地区交通安全協会会 養老地区交通安全協会会 

不破（垂井）地区交通安全協会会 大安（大垣）地区交通安全協会会 揖斐地区交通安全協会会 

本巣（北方）地区交通安全協会会 山県地区交通安全協会会 

運転免許証の更新時に、皆様からいただいております交通安全協力金

は、次のような各地区の交通安全活動に活用されております。 

〇各季の交通安全運動への参加・活動 

〇交通安全グッズや資料の配布 

〇優良運転者等の表彰 

          今後とも皆様のご協力をお願いします。 

          ※交通安全協力金 

免許証有効期間 5年の方・・・・・1,500 円 

免許証有効期間 3年・4 年の方・・1,000 円 

 

 

 

 

 

 

新入学児童に黄色い傘を贈呈、登下

校時の交通安全を呼びかけました。 

郡上地区交通安全協会会 



 

 

 

 
新入学児童に蛍光色の黄色い傘や交通

安全グッズを贈呈しました。 

 

 
人波作戦でドライバーに交通安全を呼

びかけました。 

 

 

 
各小学校の交通教室で新入学児童等に

安全な横断方法等を指導しました。 

 

 
高齢者家庭を訪問して、交通安全チラ

シやグッズをポストインしました。 

 

 

 
人波作戦でドライバーに安全運転につ

いて広報しました。 

 

 
プラカードや横断旗でドライバー等に

交通安全を呼びかけました。 

 

 

 
新入学児童等にランドセルカバーや夜

光タスキを贈呈しました。 

 

 
新中学 1 年生に反射材を贈呈すること

とし、教育委員会を通じ配布しました。 

 

 
小学校の入学式で新入学児童に黄色い

帽子を贈呈しました。 

 

 
街頭で運転者や歩行者に交通安全を呼

びかけました。 

 

 
通学路で安全な道路横断ができるよ

う、児童や運転者に呼びかけました。 

 

 
 

 

各地区の交通安全活動ニュース

東濃（多治見）地区交通安全協会

会 

中津川地区交通安全協会会 恵那地区交通安全協会会 

下呂地区交通安全協会会 高山地区交通安全協会会 飛騨地区交通安全協会会 

三田洞自動車学校 東濃自動車学校会 

可児地区交通安全協会会 加茂地区交通安全協会会 中濃（関）地区交通安全協会会 

 

 
開催状況 

 令和３年３月２５日(木)、自動車会館において県

警の須貝交通部長を来賓に迎え、令和２年度第２

回通常理事会が開催され 

 (１)令和２年度事業収支補正予算(案)について 

 (２)令和３年度事業計画(案)について 

 (３)令和３年度収支予算(案)について 

それぞれ承認されました。 

 

須貝交通部長挨拶 
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