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令和３年中の交通事故発生状況

　令和３年中埼玉県内の交通事故死者数は118人（前年
比−3人）で交通事故死者数が最も多かった昭和45年の
845人と比較すると約７割の減少となりました。事故件
数、負傷者数ともに11年連続で減少しています。
　都道府県別の死者数は全国ワースト６位でした。

　交通事故死者のうち65歳以上の高齢者は72人（前年
比+11人）で全体の約６割を占め、特に75歳以上の方
が48人と全体の約４割を占めています。状態別では歩
行者が45人と最も多く、全体の約４割を占めていま
す。また昨年は自転車乗用中が34人で、前年より12人
増加しました。

埼玉県自転車の安全な
利用の促進に関する条例
　（平成24年４月施行）

詳しくは県HP▶

自転車保険として販売されているも
ののほか、自動車保険や火災保険、
クレジットカードの個人賠償特約、
安全点検を受けた自転車に貼られる
「TSマーク」に付帯する保険などが
該当します。

▼
まずは…
ご自分の加入状況を
チェック

自転車損害保険等への加入は、各損害保険会社や共済
等、保険代理店などにお尋ねください。
ＴＳマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整
備士のいる自転車販売店等へお問い合わせください。

YouTubeの埼玉県公式チャンネルにて自転
車損害保険等への加入に関する動画を公開中
です。是非御覧下さい。

※自転車保険の加入義務化の理由は、近年、自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど、自転車事故に対する
社会的な責任の重みが増す中、被害者救済の確保と加害者の経済的負担軽減の観点から義務化されたものです。

特集
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▶ポイント 自転車の交通死亡事故が増加

1．死者数118人　全国ワースト６位 2．交通死亡事故の特徴

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例により

自転車損害保険等への加入が義務ですCHECK

自転車損害保険等とは！ 自転車損害保険等への加入方法！

自転車損害保険等への加入動画を公開中です！

ワースト 都道府県 死者数（人） 前年比（人）

１位 神奈川 142 +2

２位 大阪 140 +16

３位 東京都 133 −22

４位 千葉県 121 −7

５位 北海道 120 −24

6位 埼玉県 118 −3

計 2,839 −376

人身事故

件数（件） 負傷者数（人）

令和３年 16,707 19,877

令和２年 17,115 20,443

前年比 −408 −566

増減率 −2.4% −2.8%
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交通の方法に関する教則及び
交通安全教育指針の一部改正！

シルバー・サポーター制度
〜協賛企業を募集してます〜

特集
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改正の目的　
　令和３年４月、運転者に対して横断する意思を明
確に伝え、安全を確認してから横断を始め、横断中
も周りに気を付けること等、歩行者が自らの安全を
守るための交通行動を促すため、交通の方法に関す
る教則及び交通安全教育指針の一部が改正されたも
のです。

交通の方法に関する教則
　歩行者と運転者がそれぞれの責任を自覚して、
安全、快適なくるま社会を築いていくための手引き
です。

交通安全教育指針
　道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者
が効果的かつ適切に交通安全教育を行うことができ
るようにし、及び公安委員会によって行われている
交通安全教育の基準とするため、国家公安委員会が
作成した交通安全教育に関する指針です。

埼玉県警察本部寄稿

一部改正の内容　
　交通の方法に関する教則及び交通安全教育指針に「横
断するときは、手を上げるなどして運転者に対して横断
する意思を明確に伝えるようにしましょう」の一文が新
たに追加されました。
　これにより、横断歩道を横断する歩行者にも自らの
存在を運転者にアピールすることで、歩行者と運転者
の双方に思いやりのある行動をとることを促進するも
のです。

具体的な取組　
　県では、県政出前講座による交通安
全教育や、各季節に行っている交通安
全運動で横断する際の手上げなどによる意思表示の励行
について推進しています。
　県警察では、交通安全教育において横断歩道を横断す
る際の意思表示を促す取組としてイメージキャラクター
「サインちゃん」を作成し、交通安全教育を実施してい
ます。

　シルバー・サポーター制度は、県警察が実施している運転免許自主返納者向け支援事業で、
運転免許証を返納し、運転経歴証明書の交付を受けた高齢者に対して、日常生活における
支援（タクシー料金の割引等）を行い、自主返納を促す制度です。
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横断歩道での歩行者優先を動画でPRTOPICS

埼玉交通安全フェア2021に出展しましたTOPICS

交通安全功労者等受賞者が決定しましたTOPICS

　埼玉県防犯・交通安全課ホームページで、下記の動画を公開しています。ぜひご活用ください。

　横断歩道での歩行者の優先は交通ルールの基本です
が、信号機のない横断歩道でドライバーに
このルールが守られていない現状がありま
す。動画では、アニメーションで基本のル
ールを楽しく確認することができます。

　令和３年12月５日（日）にイオンレイクタウンmori…で実施された「埼玉交通安全フェア2021」に出展いたしました。
　感染症対策を実施しての出展となりましたが、ブースにおいて交通遺児等援護100円募金の呼びかけや啓発品の配
布を行ったほか、反射材体験コーナーを設置し、反射材の有用性について体験していただきました。

　この表彰は、交通安全意識の高揚と交通安全対策のより一層の推進を図ることを目的に、毎年交通安全に顕著な功
労があった個人・団体を対象に行っています。
　令和３年度は57個人・34団体の受賞が決定し、表彰状や感謝状、記念品を贈りました。
　各賞の受賞者・団体数は下記のとおりです。

　感染症対策として消毒を徹底し、テ

ントの外からライトを照射し、反射材

がどのくらい反射するのか体験いただ

きました。

　また、啓発品として、交通安全トイ

レットペーパー、ウエットティッシュ

を配布しました。

交通安全功労者 47名

交通安全功労団体 10団体

優良運転者 10名

交通安全対策事業協力者 ３団体

交通事故ゼロ市町村 16市町

交通安全推進市町村 ５市町

交通安全対策協議会ブース（反射材体験コーナー）

埼玉県交通安全劇場
横断歩道での歩行者優先
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　令和３年２月１日から令和４年１月31日までに、次の寄附が寄せられました。
（交通遺児等援護100円募金は除く）紙面を借りて感謝申し上げます。

　交通遺児援護等100円募金を令和3年10月1日から
12月31日までの3カ月間実施いたしました。御協力
ありがとうございました。

下記施設において街頭での募金活動を実施いたし
ました。
【実施施設】イオンレイクタウンmori（12/5）

交通遺児等援護１００円募金に御協力いただきありがとうございました

寄附者ご芳名

件数 金額

個人・団体 495件 6,842,654円

街頭活動 9,328円

合計 495件 6,851,982円

100円募金実施結果結果報告

街頭での募金活動を実施しました！活動報告

氏名または団体名 住　　所 寄附金額（円）

アトミクス株式会社　様 東 京 都 30,000

浦和西交通安全協会　様 さいたま市 1,600

大熊　𣳾雄　様 さいたま市 100,000

大野　幸子　様 川 口 市 15,000

金子　義人　様 さいたま市 100,000

川口地区安全運転管理者協会　様 川 口 市 100,000

（一財）関東陸運振興センター　様 さいたま市 1,000,000

グエン…ゴック…トン　様 入 間 市 57,000

（一財）コープみらい社会活動財団　様 さいたま市 100,000

越谷交通安全協会　様 越 谷 市 100,000

越谷遊技業組合　様 越 谷 市 30,000

埼玉県軽自動車協会　様 上 尾 市 100,000

（一財）埼玉県交通安全協会　様 さいたま市 1,000,000

埼玉交通安全フェア 2020 実行委員会　様 さいたま市 279,497

（一財）埼玉県交通教育協会　様 さいたま市 1,000,000

（一社）埼玉県指定自動車教習所協会　様 鴻 巣 市 1,000,000

埼玉県自動車販売店協会　様 さいたま市 725,500

（一社）埼玉県損害保険代理業協会　様 さいたま市 100,000
埼玉県中古自動車販売商工組合
流通・指導環境委員会　様 さいたま市 400,619

埼玉県道路使用適正化協会　様 さいたま市 50,000

（一社）埼玉県トラック協会　様 さいたま市 327,000

埼玉県明乳事業協同組合　様 さいたま市 554,000

埼玉県遊技場景品卸商業組合　様 さいたま市 100,000

さいたま市運転代行協会　様 さいたま市 20,000

さいたま自賠責損害調査事務所親睦会　様 さいたま市 190,371

（一財）埼玉新聞社会福祉事業団　様 さいたま市 150,000

埼玉トヨタ自動車㈱　様 さいたま市 750,000

柴田　忠　様 さいたま市 100,000

（一社）生命保険協会埼玉県協会　様 さいたま市 200,000

○交通遺児に対する寄附金

氏名または団体名 住　　所 寄附金額（円）

㈱大野板金　代表取締役　大野　勉　様 富 士 見 市 200,000

岡田　淳　様 宮 代 町 50,000

小林　広典　様 蕨 市 14,000

（一財）埼玉県交通教育協会　様 さいたま市 1,000,000

（一社）埼玉県指定自動車教習所協会　様 鴻 巣 市 1,000,000

パマデンス㈱　熊木　裕高　様 戸 田 市 500,000

○交通安全対策事業に対する寄附金

寄附金合計
交通遺児援護に対する寄附 21,185,627

寄附金合計
交通安全対策事業に対する寄附 2,764,000

氏名または団体名 住　　所 寄附金額（円）

全国労働者共済生活協同組合連合会　様 さいたま市 178,800

東京電気管理技術者協会埼玉支部　様 さいたま市 360,000

所沢交通安全協会　様 所 沢 市 30,000

新座市交通安全協会　様 新 座 市 17,532

㈱浜屋　様 東 松 山 市 1,000,000

㈱武蔵野銀行　様 さいたま市 805,708

蘭生書道会　様 川 口 市 20,000

匿名希望者　様　4名 10,093,000

ⓒ埼玉県
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令和４年春の全国交通安全運動

１ 実施期間

　令和4年4月6日（水）〜15日（金）

２ スローガン

　人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県

３ 重点目標

　全国重点

　　⑴子供を始めとする歩行者の安全確保

　　⑵歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上

　　⑶自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

　埼玉県重点

　　　横断歩道における歩行者優先の徹底

高齢者を交通事故から守る県民運動

１ 実施期間

　令和4年4月1日（金）〜令和5年3月31日（金）

２ 重点目標

⑴高齢者に対する交通安全教育の推進
⑵高齢者に対する思いやりのある運転の促進
⑶運転免許証の自主返納しやすい環境整備の推進

九都県市一斉
自転車マナーアップ強化月間
１ 実施期間

　令和4年5月1日（日）〜令和4年5月31日（火）

２ 重点目標

⑴九都県市共通重点

　①自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上
　②自転車点検整備の促進　　
　③自転車損害賠償保険等への加入促進
⑵埼玉県重点

　　自転車乗用時のヘルメットの着用促進

埼玉県交通安全対策協議会では新規会員を募集しています！
埼玉県交通安全対策協議会は、県内の交通事故を防止するため、会員の皆様とともに、
様々な取り組みを行っております。企業・団体様の参加をお持ちしております。

Q.会員の条件は？
A.原則として埼玉県内又は埼玉県を含むエリアで
　事業を展開されている企業・団体様が対象です

Q.会員としてどのようなことをしますか？
A.県や事務局からの交通安全情報を、従業員や
　取引先等の方へお知らせいただいております

Q.申し込み方法は？
A.入会申込書等の提出が必要です
　詳細は事務局までお問い合わせください

Q.年会費などの会費負担はありますか？
A.会費負担はありません

Q. どんな特典がありますか？
A.こんな特典があります
　〇交通事故に関する情報提供
　　・情報誌「交対協だより」

　　・「交通死亡事故非常事態宣言」等の発令のお知らせ

　〇交通安全運動等のポスターやチラシの提供

　〇啓発品の提供

▲春の全国交通安全運動チラシ


