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令和４年度

４月６日（水）
、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、

加藤県警本部長、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。
続いて交通安全功労者表彰を受賞した松原
明さん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「2022 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。

４月１日施行
「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が令和４年４月１日施行されました。

乗る前に必要な点検整備を行いましょう！
両側面に反射機材を備えましょう！

備えて安心
自転車保険の加入義務化
令和４年１０月１日施行

身を守る
ヘルメットの着用努力義務
令和４年１０月１日施行

令和４年 交通安全年間スローガン 自転車も ルールを守る

ドライバー

１

交通安全功労者表彰
岐阜県交通安全対策協議会 会長賞（知事賞）
★個人の部（14 名）
・小野木隆一（岐阜市）
・杉本義信（各務原市）
・松原 明（各務原市）
・林 鳳文（瑞穂市）
・太田義浩（本巣市）
・古川貞雄（大垣市）
・桐山もと枝（大垣市）

★団体の部（３団体）
・大安地区交通安全協会綾里支部（大垣市）
・豊田武司（大垣市）
・中濃地区交通安全協会田原支部（関市）
・相宮千秋（関市）
・濃飛バス交通安全推進部会（高山市）
・秋山重寛（美濃市）
★学校の部（３校）
・勝野政輝（可児市）
・東裏勝彦（多治見市） ・岐阜市立岐阜商業高等学校（岐阜市）
・伊藤嘉照（中津川市） ・大垣市立静里小学校（大垣市）
・可児市立南帷子小学校（可児市）
・新田善勝（高山市）

岐 阜 県 警 察 本 部 長
岐 阜 県 交 通 安 全 協 会 長 連名賞
★ 個人の部（49 名）

★ 団体の部（10 団体）

・トヨタ紡織株式会社岐阜工場（岐阜市）
・日比野金次郎（岐阜市）・安田治男（可児市）
・小櫃繁雄（可児市） ・岐阜北地区交通安全協会三輪南支部（岐阜市）
・佐藤俊正（岐阜市）
・吉田 久（可児市） ・各務原地区交通安全協会川島支部(各務原市)
・園部淑子（岐阜市）
・加納忠良（七宗町）
・林 明 （岐阜市）
・長谷川豊（八百津町） ・大安地区交通安全協会静里支部(大垣市)
・小林 淳（岐阜市）
・宮川信夫（各務原市） ・古田三郎（八百津町） ・大安地区交通安全協会安井支部(大垣市)
・岩間一雄（各務原市） ・伊佐治義広（御嵩町） ・東濃鉄道株式会社可児営業所（可児市）
・可兒正則（各務原市） ・田中宣行（御嵩町） ・レイクグリーンゴルフ倶楽部(御嵩町)
・河田美智江（各務原市）・谷口敬子（多治見市） ・中津川地区交通安全協会川上支部（中津川市）
・上田 昇（多治見市） ・恵那地区交通安全協会長島支部(恵那市)
・飛田剛志（瑞穂市）
・小木曽道雄（多治見市）
・若原幸一（北方町）
・相信忠正（多治見市） ・高山地区交通安全協会高根支部（高山市）
・堀 和宏（北方町）
・稲川貞子（多治見市）
・佐竹和子（大垣市）
・佐藤昌弘（中津川市） ★ 学校の部（８校）
・上田 強（大垣市）
・村上義明（中津川市）
・桒原 彰（大垣市）
・聖マリア女学院中学校高等学校(岐阜市)
・増田美智子（大垣市） ・木村一郎（瑞浪市）
・林 義實（土岐市） ・大垣市立荒崎小学校(大垣市)
・川瀬正美（大垣市）
・足立佐都美（大垣市） ・下田雅人（高山市） ・関市立西部保育園(関市)
・阪井吉郎（高山市） ・可児市立久々利保育園(可児市)
・川瀬紀男（大垣市）
・山田まゆみ（大垣市） ・中ノ瀬季雄（高山市） ・可児市立兼山保育園(可児市)
・山本秀巳（高山市） ・学校法人トキワ学園トキワ幼稚園（可児市）
・灰野榮一（大垣市）
・杉本 昇（高山市）
・三和幹男（大垣市）
・多治見西高等学校(多治見市)
・古岡香織（輪之内町） ・高原 忍（高山市）
・野首由和（高山市） ・中津川市立加子母保育園(中津川市)
・大矢治朗（安八町）
・間宮紘一郎（関市）

２

中部交通安全協会協議会 安全運転管理者等表彰
（中部管区警察局長・中部交通安全協会協議会長連名表彰）
★

優良安全運転管理者の部（３名）

★交通安全優良事業所の部（６団体）

・井上精機株式会社（岐阜市）
・大日本警備保障株式会社（瑞穂市）
・株式会社大雅（山県市）
・奥田スチール株式会社（各務原市）
★ 優良安全運転管理部会の部（１団体）
・社会福祉法人新生会
特別養護老人ホームサンビレッジ新生苑（池田町）
・岐阜北地区安全運転管理部会（岐阜市）
・有限会社山久（高山市）
※（ ）は推薦団体
・大原正道（岐阜市）
・山中和樹（大垣市）
・蒲みゆき（高山市）

各地区の交通安全活動ニュース
運転免許証の更新時に、皆様からいただいた交通安全協力金は、各地
区交通安全協会で交通安全活動に活用させていただいています。

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

岐阜中地区交通安全協会
通学路で児童等の見守り活動を行い、
交通安全を呼びかけました

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
岐阜南地区交通安全協会

岐阜北地区交通安全協会

各務原地区交通安全協会

小学校で交通教室を開催して、自転車
の安全利用を呼びかけました

小学校で交通教室を開催して、自転車
の安全利用を呼びかけました

チラシや交通安全グッズを配布して交
通事故防止を呼びかけました

岐阜羽島地区交通安全協会

海津地区交通安全協会

養老地区交通安全協会

新入学児童や父兄に交通安全を呼びか
けました

ショッピングセンターで交通安全グッ
ズやチラシなどを配布しました

新入学児童にランドセルカバーを配布
して交通安全を呼びかけました

不破（垂井）地区交通安全協会

大安（大垣）地区交通安全協会

揖斐地区交通安全協会

通学路で児童の見守り活動を行い、交
通安全を呼びかけました

主要交差点でプラカード等を掲出して
交通事故防止を呼びかけました

チラシや交通安全グッズを配布して交
通事故防止を呼びかけました

本巣（北方）地区交通安全協会

山県地区交通安全協会

郡上地区交通安全協会

児童に安全な道路横断方法などを指導
しました

チラシや交通安全グッズを配布して交
通安全を呼びかけました

通学路で児童の見守り活動を行い、交
通安全を呼びかけました

各地区の交通安全活動ニュース
中濃（関）地区交通安全協会

加茂地区交通安全協会

可児地区交通安全協会

チラシや交通安全グッズ等を配布して

入学式で新入児童に黄色い帽子を贈呈

チラシや交通安全グッズを配布して交

交通事故防止を呼びかけました

して交通安全を呼びかけました

通安全を呼びかけました

東濃（多治見）地区交通安全協会

中津川地区交通安全協会

恵那地区交通安全協会

高校生等とプラカードを掲出して交通
安全を呼びかけました

通学路で児童の見守り活動を行い、交
通安全を呼びかけました

チラシや交通安全グッズを配布して交
通安全を呼びかけました

下呂地区交通安全協会

高山地区交通安全協会

飛騨地区交通安全協会

保育園児の一日警察官がこあんちゃん

通学路で児童の見守り活動を行い、交

通学路で児童の見守り活動を行い、交

と一緒に交通安全を呼びかけました

通安全を呼びかけました

通安全を呼びかけました

三田洞自動車学校

多治見自動車学校

東濃自動車学校

通行車両に交通事故防止を呼びかけま

通行車両に交通事故防止を呼びかけま

通学路で児童の見守り活動を行い、交

した

した

通安全を呼びかけました

高山自動車学校
通行車両に交通事故防止を呼びかけ
ました

令和４年３月 23 日(水)、岐阜県自動車会館に
おいて県警の須貝交通部長を来賓に迎え、令和３
年度第２回通常理事会が開催され
(１)令和３年度収支補正予算(案)について
(２)令和４年度事業計画(案)について
(３)令和４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

