
 
 

第１号議案 

令和２年度 事業報告 

１ 会 議 

 

(１) 三役会 

５月 13日(水) 

○ 令和２年度松山南交通安全協会定期総会について 

○ 議案書の審議 

(２) 理事会 

５月 13日(水) 【書面会議】 

○ 令和２年度松山南交通安全協会定期総会について 

○ 議案書の審議 

○ 交通安全県民大会の開催について 

○ 令和２年度被表彰者について 

○ 地区高齢者自転車大会について 

(３) 定期総会 

   ５月 27日(水) 【書面会議】 

○ 議案書の決議 

(４) 三役会 

    ９月２日(水) 

○  秋の全国交通安全運動期間中の行事について 

    ○ 当協会関係規程改正案について 

(５) 理事会 

    ９月２日(水) 

    ○ 秋の全国交通安全運動について 

（運動の概要・期間中の行事日程の報告） 

○ 交通栄誉章「緑十字銅章」被表彰者について 

○ 親子交通安全ふれあいフェアについて 

○ 原町・砥部支部主催 祈願祭・交通茶屋について 

○ 交通事故死ゼロを目指す日 常駐型交通茶屋について 

    ○ 県内研修について 

    ○ 早めのライト点灯キャンペーン重点日（人の輪作戦）について 

    ○ 令和３年度表彰上申について 

    ○ 当協会関係規程改正案審議・決議 

(６) 推進会議（合同） 

    ９月２日(水) 

○ 秋の全国交通安全運動について 

（運動の概要・期間中の行事日程の報告） 

    ○ 交通栄誉章「緑十字銅章」被表彰者について 

○ 親子交通安全ふれあいフェアについて 

○ 原町・砥部支部主催 祈願祭・交通茶屋について 

    ○ 交通事故死ゼロを目指す日について 

(７) 三役会 



 
 

    令和３年３月 17日(水) 

    ○ 春の全国交通安全運動期間中の行事について 

    ○ 令和３年度行事計画(案)と活動内容について 

    ○ 令和３年度予算案(案)について 

(８) 理事会 

    令和３年３月 17日(水) 

○ 支部役員名簿の提出について 

○ 支部助成金決算報告書について 

○ 令和３年度前期主要行事について 

○ 令和３年度「高齢者交通安全日」講習について 

○ 令和３年度「交通安全の日」活動内容について 

○ 高齢者自転車地区大会の実施要領について 

○ 春の全国交通安全運動期間中の行事について 

○ 令和３年度予算案について 

○ 令和３年度定期総会について 

    ○ 県内研修の検討について 

 (９) 推進会議（合同） 

     令和３年３月 17日(水) 

○ 春の全国交通安全運動について 

（運動の概要・期間中の行事日程の報告） 

○ 令和３年度前期主要行事について 

 

２ 交通安全運動・安全教育の推進 

(１) 各交通安全運動の推進 

各種交通安全運動 主 要 行 事 

春の全国交通安全運動 

〔４月６日～４月 15日〕 

４月４日 ・親子交通安全ふれあいフェア (こどもの城) 

（中止） 

４月６日 ・交通安全祈願祭（椿神社）各団体会長・署長 

･人の輪作戦・反射材配布（各支部） 

４月 10日・交通事故死ゼロを目指す日 常駐型交通茶屋 

･人の輪作戦・反射材配布（各支部） 

期間中：法令講習・自転車街頭指導 

秋の全国交通安全運動 

〔9月 21日～9月 30日〕 

９月 18日・出動式・交通茶屋・人の輪作戦（南署） 

(交通安全運動事前広報) 

９月 26日・親子交通安全ふれあいフェア(こどもの城) 

９月 30日・交通事故死ゼロを目指す日 常駐型交通茶屋 

（ｲｵﾝｽﾀｲﾙ松山前南環状線・ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ重信前） 

期間中：法令講習・反射材の配布・人の輪作戦の開催 

年末の交通安全県民運動 

〔12月 21日～12月 31日〕 

12月 21日･出動式・交通茶屋・人の輪作戦（南署） 

12月 25日・クリスマス反射材配布（ ジ ョ ー プ ラ ） 

期間中：反射材の配布・茶屋の開催 



 
 

(２) 交通安全祈願祭  

   春・秋の全国交通安全運動にあわせて春は椿神社(松山市)、秋は老人生き

がいの家前(砥部町)で交通安全祈願祭を行い、地域の交通安全を祈った。 

(３) 親子交通安全ふれあいフェア   

    春は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止したが、秋の全国交通安

全運動期間中に、えひめこどもの城で『親子交通安全ふれあいフェア』を

実施した。フェアでは、交通安全クイズなどアトラクションを６箇所設置

し、すべてを体験した子どもに「こども免許証」を交付した。令和２年度

は、こども免許証を 135 枚発行し、参加者は約 400 人にのぼり、各世代に

広く交通安全を呼びかけた。 

 

  

   

                     

 

 

            

 

 

(４) 交通事故死ゼロを目指す日(４月 10日・９月 30日 常駐型交通茶屋) 

   ４月 10 日は中止したが、９月 30 日（水）は松山市（イオンスタイル松

山前）と東温市（フジグラン重信前）で当協会全支部、松山南警察署、松

山南地区地域交通安全活動推進委員協議会、トラック協会、愛媛トヨタ㈱

の延べ８１人が、「交通事故死ゼロを目指す日」として常駐型交通茶屋を実

施し、主要幹線道路を走行するドライバーに「ストップ・ザ・死亡事故」

の旗を掲示して交通死亡事故抑止を訴えた。 

 

 

 

 

  

 

   

（イオンスタイル松山前 人の輪作戦）   （南署前 出動式後の人の輪作戦） 

 

(５) 交通安全教育の実施 

(反射材配布活動) （親子交通安全ふれあいフェア） 



 
 

年間を通じ、松山南警察署員、市町交通安全対策担当者と連携し、｢交通

安全映画･信号機･自転車シミュレーター・歩行シミュレーター・電動車い

す･ダミー人形衝突実験・腹話術･こども免許証」等を活用し次表のとおり

活動した。 

※ 教室未実施で資料のみ配布がある。 

※ 配布数１につき５～７部の啓発品 

 

     
(交通安全教室)       （自転車シミュレーター講習） 

 

(６) 高齢者交通安全日 

毎月 10日の高齢者交通安全日には、出前型で電動車いす講習・自転車シ

ミュレーター講習・歩行シミュレーター講習を各地域で実施した。電動車

いす講習では、四国医療サービス㈱、㈱アテックスの協力を得て、受講者

は電動車いすに乗車して、安全な操作の仕方や段差・障害物がある場合の

走行などを学んだ。また、歩行シミュレーターと自転車シミュレーター講

習では、体験者以外の受講者も大型スクリーンに映し出された映像で危険

予測する方法や正しい交通ルールを学んだ。それぞれの講習会では、当協

種    別 実施回数 参加人員 配布数 

交通教室・自転車教室 ６１ ５，２４２ ７，１５２ 

法令講習 ７ ２０６ １３６ 

高齢者講習 ８ １５４ ２１４ 

自転車シミュレーター講習 １ １１ １１ 

歩行シミュレーター講習 １ １２ １２ 

電動車いす講習 ３ ４４ ４４ 

反射材配布 ３ ９ １，４００ 

交通安全イベント ２ １３５ ４６５ 

交通茶屋 ５ １６７ ８００ 

常駐型交通茶屋 ２ ８１ ３００ 

人の輪作戦 ２６ ３７０  

合    計 １１９ ６，４３１ １０，５３４ 



 
 

会職員の高齢者向け腹話術や、反射ゴーグルを使用した反射材実験なども

行い、講習の最後には反射材付きの高齢者講習修了証を交付した。 

(７) 自転車安全利用の日 

毎月 10 日の自転車安全利用の日には、当協会指導員が通学や出勤で自転

車利用者の多い早朝に街頭指導を行った。 

４月の安全利用の日は松山南警察署前

で自転車反射材等の配布を行った。 

(８) 交通安全の日 

毎月 20 日の交通安全の日には、砥部町

役場前や各地域において早朝街頭指導を

行った。 

(９) 交通死亡事故抑止対策 

交通死亡事故が多発（10 日間に５件）した際に、県内・地域に「交通死

亡事故多発緊急事態宣言」が発令されるが、令和２年度は 10 月９日に 10

月 18 日までの 10 日間発令されたことを受け、電光掲示板にそれぞれ啓発

文を掲示し、注意喚起した。 

松山南署管内で交通死亡事故が発生した際には、広報紙みなみ号外を発

行し、広報車による広報活動を強化した。 

(10) 二輪車安全運転愛媛県大会 

６月に愛媛県運転免許センターで二輪車大会が開催予定であったが、新

型コロナウイルス感染防止のため中止となった。 

二輪車安全運転全国大会も中止となった。 

(11) 松山南地区高齢者自転車大会 

６月８日（月）あいしょくドライビングスクールで開催予定の高齢者自転

車地区大会及び交通安全子供・高齢者自転車愛媛県大会も中止となった。 

(12) 交通安全子供作文集の応募 

小・中学生を対象に「交通安全子供作文」の募集を行ったところ、次のと

おり応募があった。 

    ◆小学校   ２校    ３編  

◆中学校   ４校      １１編 

(学校内選考外 １３０編) 

計  ６校   １４４編    

選考の結果、優秀作３編を愛媛県交通安全協会に送付し、そのうちの１

編が入選し「交通安全子供作文集第 43集“みんながあんぜんにすごせるよ

うに”」として発行された。 

 



 
 

(13) 夕暮れ時の早めのライト点灯・前照灯のこまめな切り替えキャンペーン 
（令和２年 10月１日～12月 31日、重点日 10月 20日、11月 20日） 

重点日の 10月 20日（火）は砥部車両計量所国道 33号沿いで東温市・砥

部町８支部と松山南警察署、松山南地区地域交通安全活動推進委員協議会、

警友会が参加し、11月 20日（金）は、松山市天山交差点で当協会松山市内

の支部と上記関係団体が参加し、２日間で総勢 115 人が夕暮れ前に人の輪

作戦を実施した。「夕暮れ時は早めにライト点灯」と書かれたのぼり旗を掲

示して、ドライバーへ早めのライト点灯・前照灯のこまめな切り替えを訴

えた。 

(14) 交通安全研修 

11月５日（木）、大洲交通安全協会及び大洲警察署で研修を実施した。2018

年７月の豪雨災害で浸水被害を受けた際の初期対応やその後の事業継続に

ついて説明を受けた後、意見交換を行い、大洲署の災害対策機材等の見学

を行った。 

(15) えひめ無事故・無違反１２３コンテスト“2020” 

無事故無違反を目指す県内全域に渡る参加実践型の交通安全運動で、 

松山南地区の住民や企業に広く参加を呼びかけた。コンテストの内容とし

ては５人で１チームを作って参加し、令和２年８月 31 日から令和２年 12

月 31日までの 123日間、無事故無違反を目指すという交通安全思想の浸透 

を図ることを目的とする活動である。参加総数は 2,763チーム（13,815名）

その中で達成したチーム数は 2,548 チーム（92.2％）であった。期間中、

無事故無違反を達成したチームのうち、抽選により１等上海旅行賞（30 万

円分旅行券）等の賞品が 306チームに授与された。 

(16) 反射材を活用したクリスマスツリーの展示 

   12月１日～12月 25日の間、当協会職員が反射材シールで手作りした飾り

や、反射キーホルダー、反射タスキなどをツリーに飾りつけ、松山南警察

署玄関で展示。来署者に反射材を配布し、普及促進を行った。 

(17) 電動車いす安全登録制度 

平成 26 年１月から一般社団法人愛媛県交通安全協会が、電動車いす安全

登録制度を開始し、当協会は指定登録取扱所となり登録受付と電動車いす

講習会を行っている。 

(18) 電子ポスターと電光表示機による啓発活動 

松山南警察署ロビーに設置した電子ポスターと、砥部車両計量所前の電光

表示機を運用。年間を通じて各種交通安全運動スローガン、運動重点、キ

ャンペーン、松山南署管内の交通死亡事故発生件数、当協会活動内容等を

放映している。 



 
 

(19) ホームページの運用 

    当協会のホームページでは、交通安全教室や講習会の様子、交通安全運動

出動式、人の輪作戦、交通茶屋等を写真付で更新掲載している。その他、

松山南交通安全協会定期総会議案書や交通白書の掲載、交通安全ビデオや

もみじ箱（高齢者疑似体験装置）・チャイルドシート貸し出し手続きの掲示

を行っている。 

 

パソコン・スマートフォン用ホームページアドレス  

http://www.ankyo.info 

携帯電話（フィーチャーフォン）用ホームページアドレス  

http://www.ankyo.info/mobile/ 

 

パソコン用画面             ＱＲコード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 表彰 

(1) 警察庁長官・全日本交通安全協会長連名表彰 

(令和３年１月 27日表彰) 

① 交通安全功労者（交通栄誉章緑十字金章）１名(伊東 純朗前会長) 

② 交通安全功労者（交通栄誉章緑十字銀章）１名(大野 啓吾前副会長） 

(2) 全日本交通安全協会長表彰（交通栄誉章緑十字銅章） 

(令和２年９月 21日表彰) 

① 交通安全功労者    ３名 

② 優良運転者      ９名 

③ 優良安全運転管理者  ２名 

(3) 中国四国管区警察局長・四国交通安全協会長連名表彰 

(令和２年７月 16日表彰) 

① 交通安全功労者    ２名 

② 優良運転者      ８名 

③ 優良安全運転管理者  １名 

④ 優良団体       １団体 

(4) 愛媛県警察本部長・愛媛県交通安全協会長連名表彰 

http://www.ankyo.info/
http://www.ankyo.info/mobile/


 
 

(令和２年７月 16日表彰) 

① 交通安全功労者    ８名 

② 優良運転者     ３０名 

③ 優良学校       １校 

(5) 松山南警察署長・松山南交通安全協会長連名表彰 

(令和２年５月 27日表彰) 

①  交通安全功労者     １５名 

②  優良運転者     ８７名 

③  優良学校        １校 

④  優良団体        １団体 

⑤  優良支部        ２支部 


