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　交通安全の啓発イベントを実施したことはありますか？ステージイベントの実施や、交通安全体験
機材の使用、反射材等のグッズを配布するなど、啓発方法は様々です。そこで、交通安全イベントの
企画や運営を年間約20件行っている「（有）広報企画」では、どのようなイベントを実施しているのか、
ご紹介します。

＜道路標識のビンゴ＞

道路標識を使用したビンゴ。配

布するビンゴカードには標識の

意味が書かれており、標識の学

習ができる。

＜超ミニ回転シミュレーター＞

シートベルト・チャイルドシー

トの効果体験ができる機器。車

内に入りシートベルト等を着用

し360度回転する。

＜自転車おもしろ反応チェックゲーム＞

ブレーキをかけて、急停車した

時の時間を計測する機器。自転

車は急停止できないことを知ら

せ、安全速度で利用する事を啓

発できる。

「交対協だより」では、企業や団体で行っている交通安全活動を紹介しております。

県内で交通死亡事故が多発している中、県民に向けた交通安全啓発は欠かせません。

皆様の今後の活動の参考になれば幸いです。

１．会社の概要
　（有）広報企画（住所：愛知県名古屋市）は、各

種イベントの企画や運営を手掛ける会社です。同

社の交通安全啓発事業は、交通安全イベントの企

画・運営、イベントで盛り上がる交通安全体験機

器やゲームの開発・レンタル・販売を行っていま

す。「遊びの中で交通安全を楽しく学ぶイベント」

を、各地で実施しています。

２．活動内容
⑴イベント企画

　イベントは、３つの事業を中心に企画をします。

①コント・マジックやビンゴ大会など集客を目的

としたステージ事業、②シートベルト・チャイル

ドシートの効果体験など体験や交流を目的とした

事業、③自転車の安全利用ができているか試すな

ど、チャレンジすることを目的とした事業により、

啓発を行っています。

～交通安全イベントの企画、どうしていますか？～
交通安全活動の紹介～（有）広報企画の活動～特 集

※いずれも㈲広報企画で開発した商品。

コバトン　さいたまっち



－　3　－

⑵イベントＱ＆Ａ

Ｑ．イベントを運営する時、気を付けている事は？

Ａ．①�　万一のためイベント保険に自主加入する

など、安全を第一に考えております。

　　②�　大きな事業の場合、熟練の看護師に待機

してもらいます。

　　③�　イベントの企画のポイントは参加して面

白いかどうかだと考えます。イベントでは

楽しく学んでもらい、その時に参加者に資

料を配り、持ち帰ってもらうようにしてい

ます。

Ｑ．これまでのステージ活動は？

Ａ．①　交通安全クイズ、ビンゴ大会

　　②�　大型映像機器にVRゴーグルと連動した

事故再現映像を流す

　　③�　ダミー人形のチャイルドシートからの放

出実演

　　④�　車両のサイドガラス割り＆脱出の実演等

による、交通事故に遭遇した時の対応の進

行＆演出管理

Ｑ．「高齢者」への啓発は？

Ａ�．警察関係者の方が交通安全に関する話をした

後、当社から派遣したタレントや芸人が笑いや

感動、楽しさを交えた呼び掛けなどを実施して

います。

Ｑ．最後に

Ａ�．私たちは、「遊びの中で学ぶ交通安全」をテー

マに活動しています。一生懸命参加し、笑い、

楽しみ、感動する…そしてその行動が、気がつ

けば交通安全のお勉強だった。そんな交通安全

イベントを目指しています。

３．お問い合わせ
　　有限会社広報企画

　　〒460-0003

　　　愛知県名古屋市中区錦3-6-17-703

　　TEL�０５２－９６１－０７５５

　　HP　http://www.kohokikaku.co.jp/

＜射的を通じた啓発＞

＜反射材の効果体験＞

＜「目の錯覚」を利用したパネル＞

～イベントの様子～
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　埼玉県内における平成30年９月末現在の交通事故に

よる死者数は130人（前年比＋９人）で、全国ワース

ト３位となっています。

ワースト 都道府県 死者数（人） 前年比（人）

１位 愛知県 １４２ ＋２

２位 千葉県 １３１ ＋２７

３位 埼玉県 １３０ ＋９

全国計 ２，４５８ －１４０

２　人身事故件数、負傷者数は減少

　人身事故件数は17,480件、負傷者数は21,153人で、

いずれも前年同期に比べ、減少しています。

人身事故

件数（件） 負傷者数（人）

平成30年 １７，４８０ ２１，１５３

平成29年 １９，０３５ ２３，３２２

前年比 －１，５５５ －２，１６９

増減率 －８．２％ －９．３％

３　埼玉県内の交通死亡事故の特徴

⑴　自転車乗用中や歩行中の死者が増加

　自転車乗用中の死者数が34人で前年に比べ11人と大

幅に増加しています。また、このうち24人は交差点内

の事故で亡くなっています。自転車乗用中の死者数は、

全国ワースト１位となっています。

　歩行中の死者数は48人で前年に比べ６人増加してい

ます。状態別で最も多く、全国ワースト２位となって

います。

⑵　高齢者の死亡事故が多発

　交通事故による死者の年齢層では、65歳以上の高齢

者が57人と全体の43.8%を占めています。

～交通事故死者数130人　全国ワースト３位～
平成30年９月末現在の交通事故発生状況埼玉県からの

お知らせ

１　死者数130人 全国ワースト３位

　高齢者の交通事故死者は、歩行中が最も多く27人で、

このうち17人が夜間に亡くなっています。

　また、自宅から１キロ以下の距離で発生する交通事

故で、33人の高齢者が歩行中、自転車乗用中に亡くなっ

ています。

『年齢層別の死者数』

65歳以上
（高齢者）
57人(44%)

19歳以下
12人(9%)

20歳代
13人(10%)

30歳代
10人(8%)

50歳代
12人(9%)60～64歳

12人(9%)

40歳代
14人(11%)

『状態別の死者数』（単位：人）
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　平成30年２月１日から９月30日までに、次の寄附が寄せられました。紙面を借りて感謝申し上げます。

○交通遺児に対する寄附者

　当協議会では、県内在住の18歳以下の交通遺児
等（交通事故により、死亡又は重い障害を負った
保護者に養育されている子供）を対象に、援護金
等を給付しております。

１　援護金（同居世帯の総所得額による制限有）
　⑴�給付額　遺児１人につき、年額10万円
　⑵�申請期限�平成31年１月31日（５月給付予定）

２　援護一時金
　⑴�給付額　遺児１人につき、10万円（１回のみ）
　⑵�申請期限�平成31年２月28日（５月給付予定）

３　提出先
　みずほ信託銀行　浦和支店　営業課

　当協議会では、交通遺児等及び交通安全対策事
業に対するご支援をお願いしております。

１　交通遺児に対する寄附
　⑴�郵便局　振込用紙による振込（手数料無料）
　　�※事務局にご連絡ください。
　⑵�武蔵野銀行県庁前支店　普通　１１３８３９
　　�名義　埼玉県交通安全対策協議会事務局長
２　交通安全対策事業に対する寄附
　埼玉りそな銀行県庁支店　普通　３５０７９８５
　名義　埼玉県交通安全対策協議会事務局長

～交通遺児援護基金について～ ～ご寄附のお願い～

氏名または団体 住　　所 寄付金額
アシマ(株)
代表取締役社長　佐々木　隆浩　様 さいたま市 100,000

（一財）関東陸運振興センター　
会長　山下　邦勝　様 さいたま市 1,000,000

（一財）コープみらい社会活動財団　様 さいたま市 100,000
国際ロータリー第二七七〇地区�第八グループ
越谷東ロータリー・クラブ　会長　岡崎　愛子　様 越 谷 市 107,404

越谷交通安全協会大相模支部　様 越 谷 市 14,620
越谷交通安全協会　様 越 谷 市 4,892
越谷遊技業組合　様 越 谷 市 20,000
（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
埼玉県中古自動車販売協会　
会長　薄　辰美　様 さいたま市 700,000

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 81,022

埼玉県トラック協会吉川支部　
支部長　橋本　龍太郎　様 松 伏 町 150,000

埼玉県立久喜北陽高等学校　様 久 喜 市 7,367
さいたま市運転代行協会　
会長　清水　利和　様 さいたま市 20,000

（一財）埼玉新聞社会福祉事業団　
理事長　小川　秀樹　様 さいたま市 100,000

埼玉スバル自動車(株)　様 さいたま市 1,000,000
狭山武球会　様 狭 山 市 236,000
産経東日本企画(株)　様 さいたま市 30,000
白岡市交通安全母の会　様 白 岡 市 35,642
（一社）全国道路標識・標示業埼玉県協会　様 さいたま市 200,000
全国労働者共済生活協同組合連合会
埼玉推進本部　様 さいたま市 87,700

氏名または団体 住　　所 寄付金額
根岸設備　様 小 川 町 10,000
東入間交通安全推進事業所協会　様 ふじみ野市 10,000
東松山滑川仏教会　様 東 松 山 市 100,000
富士見市交通安全母の会　様 富 士 見 市 26,641
吉川地区交通安全推進事業所協会　様 三 郷 市 23,619
吉貞戸田市場若戸会　会長　成澤　弘泰　様 戸 田 市 100,000
石川　恭樹　様 川 越 市 2,140
大熊　𣳾雄　様 さいたま市 100,000
大野　幸子　様 川 口 市 8,000
匿名 久 喜 市 4,500
匿名 新 座 市 27,000
匿名 幸 手 市 1,000,000
匿名 33,186
埼玉交通安全フェア2017実行委員会　様 49,161

合　　計 7,488,894

○交通安全対策事業に対する寄附者
氏名または団体 住　　所 寄付金額

au損害保険(株)　様 東 京 都 728,187

(株)大野板金　
代表取締役　大野　登喜夫　様 富 士 見 市 200,000

（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

（一社）彩の国安全・安心事業協会　様 さいたま市 50,000

匿名 久 喜 市 4,700

合　　　計 2,982,887

寄附者御芳名～御芳志ありがとうございました～

コバトン

詳しくは
ＨＰへ！
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　　夕暮れ時が早くなる10月から12月までの３か月間

「夕暮れ時早めのライト点灯運動」を実施中です。

　　車・バイク・自転車は午後４時にはライトを点灯

しましょう。歩行者・自転車に乗る方は、明るい服

装で反射材を着用しましょう。

　　交通遺児等に援護金及び援護一時金を給付するた

め、１人100円を目安とした募金活動を実施中です。

　　皆様の御協力をお願いいたします。

１ 実施期間
　　平成30年11月１日（木）～12月31日（月）

２　振込先
　⑴　郵便局

　　�　振込用紙を送付します。事務局へご連絡くださ

い。（手数料不要）
　⑵　武蔵野銀行　県庁前支店

　　　普通預金　113839

　　　名義 �埼玉県交通安全対策協議会事務局長

「夕暮れ時早めのライト点灯運動」実施中

◆日時：平成30年12月２日（日）　11時～16時

◆場所：イオンモール与野　ローズコート

　　　�（さいたま市中央区本町西５-２-９）

　　タレント北村姉妹の津軽三味線の演奏、自転車や

自転車ヘルメットが当たる抽選会、反射材などの交

通安全グッズの配布を行います！ぜひお越しくださ

い。（主催：埼玉交通安全フェア2018実行委員会）

１ 運動期間
　　平成30年12月１日（土）から14日（金）まで

２　スローガン
　　人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県

３　県重点
　⑴　子供と高齢者の交通事故防止

　⑵�　夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通

事故防止

　⑶�　飲酒運転の根絶及び路上寝込み等による交通事

故防止

「埼玉交通安全フェア2018」を開催します

「冬の交通事故防止運動」を実施します

「交通遺児等援護 100 円募金」実施中

新 規 会 員 を 募 集 中 ！
　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、会員の皆様に向け、様々な取り組み

を行っております。

　年会費等の費用負担はございません。

　交通安全に関心のある企業・団体様の入会をお待

ちしております。

お申込み　�入会申込書等の提出が必要です。詳細
は事務局までご連絡ください。

会員特典
・交通安全運動等のポスターやチラシの提供
・�「交通死亡事故多発非常事態宣言」等の発令の
お知らせ
・交通安全に関する情報誌「交対協だより」の提供
・その他啓発品の提供　など

コバトン� さいたまっち
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