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令和３年度 事業報告 

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日） 

 総括 
 

令和３年中の県内における交通事故は、発生件数２，８４８件、（前年比２２

８件減）、死者数４７人（１７人減）、負傷者数３，２０３人（３４４人減）でい

ずれも大幅な減少をみた。 

特に死者数については、統計を取り始めた昭和２１年から最小となり、発生件

数・負傷者数は１６年連続で減少した。 

高齢者の死者は２８人と前年より１３人減となったが、死者数の６０％を占め

ている他、高齢運転者の加害事故による死者数も全死者の３２％を占めており、

引き続き高齢者の交通事故対策が大きな課題と言える。 

  

令和３年中における柏崎警察署管内の交通事故は  

○発生件数    ７２件 （前年比  －２件） 

○死者数      ２人 （前年比  －３人） 

○負傷者数    ７９人 （前年比  －１人） 

 

と、新潟県内と同様に発生件数・死者数・負傷者数とも減少が見られた。 

  

このような情勢下、当協会では新潟県交通安全対策基本方針の重点項目である 

  〇高齢者の交通事故防止 

  〇歩行者・自転車の安全確保 

  〇シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底 

  〇飲酒運転の根絶 

に則り、高齢者の交通安全教室の開催や各事業所を通じて各季交通安全運動を実

施した他「無事故にトラい運動」「歩行者保護運転実践運動」などを展開し、高

齢者や歩行者・自転車の安全確保運動を鋭意推進した。 

結果、柏崎警察署管内の人身事故件数は前年同様に過去最少傾向で、死者数も

大幅減となり、当協会の交通安全啓発活動が一定の効果を発揮したものと認めら

れる。 

 

コロナ渦で、前年に引き続き令和３年度の当協会の活動は制限せざるものが多

くあったが、各活動については関係事業所、警察、行政との緊密な連携をもとに、

効率的に事業推進を図った。 

令和３年度に実施した事業の概要は次のとおりである。 
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１ 交通安全活動事業  

   

（１） 交通安全に関する広報啓発  

 

【推進項目】交通安全運動の効果的推進 

○春の全国交通安全運動〔４月６日（火）～１５日（木）〕        

・４月 ６日   交通指導所開設及び一文字パネル立哨（柏崎警察署前） 

・４月 ７日  早朝街頭立哨〈会長・市長・警察署長（日吉町交差点前）〉 

○夏の交通事故防止運動〔７月２２日（木）～３１日（土）〕           

・７月２０日   交通指導所開設（柏崎警察署前） 

・７月２１日   夏ののぼり旗立哨（枇杷島地区） 

○秋の全国交通安全運動〔９月２１日（火）～３０日（木）〕        

・９月３０日  「交通事故死ゼロを目指す日」一文字パネル立哨〈大洲地区〉        

○高齢者交通事故防止運動〔１０月 １日（金）～３１日（日）〕       

 ・１０月１８日 高齢者向け体験型交通安全教室 

 ・１０月～１１月高齢者宅訪問（地区女性部） 

○冬の交通事故防止運動〔１２月１１日（土）～２０日（月）〕           

・１２月１０日  飲酒運転根絶のための飲食店訪問 

○横断歩行者を守る交通安全週間〔３月１日（火）～１０日（木）〕 

・３月３日  ひな祭り街頭指導（スーパー前） 

○安全だより、市村広報紙を通じて各運動の周知 

○運動期間中、各地区でのぼり旗掲出、早朝街頭立哨、 

広報車による広報等を実施 

 

【推進項目】高齢者に対する広報啓発 

○「高齢者交通安全啓発推進員」（高齢者見守り隊）の委嘱（計７３名） 

 ・委嘱式〈新型コロナウイルス感染防止のため中止〉 

○新潟県主催「いきいきクラブ・チャレンジ１００」（9/23～12/31）への参加 

 ・参加数   ４１１ チーム（２,０５５名） 

 ・無事故達成数   ４０８チーム 

○高齢者宅訪問等による広報・指導（１０月～１１月） 

 〈訪問〉 

  ・比角地区     ３０世帯   

 ・米山・上米山地区 ８０世帯 

・鯨波地区     ３０世帯    

・中鯖石地区   １００世帯 

  ・荒浜地区     ３０世帯    

・北条地区    １００世帯 
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 〈集会時〉 

  ・中央地区  １１０名    

・比角地区  １００名 

  ・枇杷島地区  ７０名    

・半田地区  １５０名 

  ・大洲地区   ８０名   

 ・剣野地区  １５０名 

  ・西中通地区 １５０名   

 ・南鯖石地区 ２００名 

○「閻魔市」高齢者街頭指導〈新型コロナウイルス感染防止のため中止〉 

〇地区イベント時の反射材の紹介・販売〈新型コロナウイルス感染防止のため中止〉 

 

【推進項目】子どもに対する広報啓発 

○新入学児童へランドセルカバーの贈呈 

 ・２２小学校 計６５０枚 

○新入学児童に交通安全グッズの配布（地区女性部） 

〇保育園・幼稚園へストップマークの贈呈・貼り付け 

〇「交通安全家庭の日通信」作成・配布 

 ・管内小学校児童全員に隔月で配布（柏崎地区交通安全対策連絡協議会） 

 

【推進項目】事業所等を通じた広報啓発 

○「無事故にトラい運動」の実施 

 ・期間 １０月１２日（火）～１１月３０日（火）までの５０日間 

 ・対象 ・マイカー５台以下の５８事業所 

（うち県安管協指定モデル事業所３事業所） 

・内容 ・安管部会役員による事業所訪問  

・懸垂幕・モデル事業所懸垂幕掲出 

・「歩行者保護運転実践活動」の推進 

・「歩行者優先」のぼり旗の掲出 

・従業員教育と交通安全宣言署名運動の推進 

○第７回柏崎地区安全運転競技大会の開催 

 ・開催日  １０月３１日（日） 

 ・会場   柏崎自動車学校 

 ・参加選手 １０名 

 ・表彰受賞者（敬称略）  

  〈最優秀賞〉山本 航海（㈱INPEX パイプライン） 

  〈優 秀 賞〉黒金 圭祐（柏崎市消防本部） 

石井 隆太（㈱INPEX パイプライン） 

 

                    



4 

 

 

○「歩行者保護運転実践活動」の推進 

 ・期間 １０月１日（金）～１１月３０日（火） 

 ・対象 安全運転管理事業所・運行管理事業所・賛助会員事業所 

 ・内容 ・「歩行者保護運転推進車」ステッカーの貼付 

     ・「歩行者優先」のぼり旗の掲出 

     ・「歩行者保護運転」資料の配布 

○集合型安全運転講習会の開催 

 ・７月２９日  講師：㈱INPEX パイプライン様 （３０名受講） 

・１１月２６日  講師：新潟県自動車整備柏崎地域協議会様 （２２名受講） 

 〈５月・９月・１月・３月中止〉 

 

 

 

 

 

 

 

○安全運転実践運動（県安全運転管理者協会主催）の推進 

 ・運動周知と「無事故にトラい運動」「歩行者保護運転実践活動」の展開 

 ・モデル事業所の選任と優良事業所の推薦 

○運転適性検査（県安全運転管理者協会実施）への協力 

  ・開催日 令和４年２月８日（火）  

 ・会場  柏崎地区交通センター（集合型） 

・参加者 ７事業所 １７名 

○安全運転管理者法定講習受講促進と講習実施時における協力 

 ・柏崎地区 ７月２日（金） 

 ・会場   柏崎市文化会館アルフォーレ 

○安管通信「ストップ・ザ・交通事故」発行（月１回） 

 ・３５０事業所ＦＡＸ送信 計１２回 

○死亡事故発生時、緊急対策実施時における FAX 送信 

 ・安全運転管理者部会・自動車部会・賛助会員事業所  

○各運動期に実施要綱配布 

 

【推進項目】飲酒運転根絶に対する啓発 

○飲食店訪問 

・１２月１０日（金） ４６店舗 

○飲酒運転防止啓発ポスター配布  

○事業所における飲酒運転根絶署名活動 

〇「酒気帯びチェックで飲酒運転を防ぐ」資料配布 
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【推進項目】交通安全広報の推進 

○「柏崎地区交通安全だより」発行（４月、７月、９月、１１月） 

 ・全戸回覧      各号４,２００部 

○「柏崎地区の交通事故」作成配布 

 ・各団体・事業所配布    １,０００部 

○「かしわざき交通事故マップ」作成配布 

 ・各団体・事業所配布    １,０００部 

 ・免許更新者配布     ７,０００部 

○安管通信「ストップ・ザ・交通事故」発行 

 ・３５０事業所 ＦＡＸ・メール送信 １２回 

○「交通安全家庭の日通信」隔月で作成配布  各月４,３３０部 

○各交通安全運動要綱配布 

 ・各団体、事業所配布 ６種 計４,２００部 

○市村広報誌等における各運動の周知 

○報道機関による各運動広報と活動等の掲載 

○コミュニティ放送による交通事故情報と交通安全広報 

○広報車による広報 

  

【推進項目】のぼり旗等の掲出 

○特定地域におけるのぼり旗の掲出 

 ・西中通地区  ３０本  ・中鯖石地区 ３０本  

  ・高田地区 １０本   ・北条地区 ３０本   

 ・刈共様前 １０本   ・柏崎警察署前 １０本  

・交通センター１０本   

○運動期間中における各地区のぼり旗掲出 

○危険個所における看板の掲出 

 ・国道２５２号（中鯖石地区）１枚  

 ・四谷一方通行解除等 ４枚 

 ・各地区の危険個所 

 

 

（２）交通安全に関する教育訓練 

 

【推進項目】高齢者に対する交通安全教育 

〇高齢者向け体験型交通安全教室の開催 

 ・開催日  １０月１８日（月） 

 ・会場   柏崎自動車学校 

 ・参加者  ３０名 
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○出前型高齢者講習会の開催 

   ９月２８日  比角３区       １１名参加 

１１月１０日 枇杷島コミセン  ３３名参加 

   ３月２日   松波コミセン   ２５名参加 

 

【推進項目】子供に対する交通安全教育 

○大型車交通安全教室〈悪天候のため中止〉 

○節分交通安全教室〈新型コロナウイルス感染防止のため中止〉 

○子ども自転車・交通安全教室 

 ・４中学校、１９小学校 計１,０４８名参加 

○横断旗の完備 

 ・横断旗３００本、横断旗入れ１０個補充 

○各地区通学路における街頭指導と立哨 

 

 

（３）街頭における交通安全指導 

 

【推進項目】交通安全運動期間中等における立哨指導 

○のぼり旗・一文字パネルによる街頭立哨等 

 ・４月 ６日 春の交通安全運動のぼり旗立哨 

 

 

 

 

 

 

・９月３０日 「交通事故死ゼロを目指す日」プラカード立哨（大洲地区） 

・７月２１日 夏の交通安全のぼり旗立哨（枇杷島地区） 

・８月 １日  海水浴客に向けての交通安全のぼり旗立哨（大洲・鯨波地区） 

・８月 ７日 夏の交通安全プラカード立哨（高田・上条地区） 

○各地区における早朝及び夕暮れ時の街頭立哨 

 

【推進項目】街頭指導所の開設 

○交通指導所開設 

・４月 ６日 春の交通安全運動広報（警察署前） 

・７月２０日 夏の交通事故防止運動広報（警察署前） 

  〇スーパー等における街頭指導 

   ・３月 ３日 フォンジェ前 

○自転車街頭点検及びＴＳマーク普及街頭指導 

 ・６月１５日 フォンジェ前  
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【推進項目】交通危険個所等の点検 

○通学路、交差点、カーブミラー等の交通安全施設の点検 

○路面標示の塗布、交通安全施設周辺の除草 

○柏崎市通学路安全推進協議会における通学路安全確保 

 ・ １０月２６，２８，２９日 通学路合同点検  

・ １１月２６日 通学路安全推進会議〈 

 

 

（４）各地区における交通安全活動（各地区事業報告一部抜粋） 

○全地区でのぼり旗の掲出と街頭立哨を実施するとともに、下記の活動を行った。 

 

中央地区 地区イベント時啓発品配布、交通安全パトロール 

比角地区 四谷通り一通解除のための交通指導・立哨 

枇杷島地区 
交通安全推進大会開催、国道でののぼり旗立哨、反射材の PR と配布、

交通事故状況資料作成、路面ペイント、交通安全パトロール 

半田地区 路面ペイント 

大洲地区 
海水浴客への PR 作戦、「交通死亡事故ゼロを目指す日」ＰＲ立哨、大

洲小学校交通安全を誓う会参加 

剣野地区 安全パトロール、広報誌での広報、カーブミラーtr ン件・清掃 

鯨波地区 
海水浴客への PR 作戦、夕暮れ時の街頭立哨、新一年生に交通安全傘配

布、看板の設置 

米山・上米

山地区 
カーブミラー点検と周辺除草、広報誌回覧、高齢者宅訪問 

中通地区 
小学校交通安全教室開催、横断歩道周り除雪、標識・カーブミラー・看

板の点検、 

西中通地区 看板の設置、横断旗の設置 

田尻地区 交通安全パトロール、交通安全グッズ配布 

北鯖石地区 地区広報紙で事故防止啓発、路面ペイント 

中鯖石地区 広報車による広報、小･中学校交通安全教室協力 

南鯖石地区 カーブミラー・標識等の点検、広報車による広報 
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松波地区 高齢者講習会開催、カーブミラー・標識点検、広報車による広報 

荒浜地区 カーブミラー・看板点検、地区イベントの交通整理 

高浜地区 看板の掲出、高齢者講習会開催 

高田地区 一文字看板立哨、路面ペイント 

上条地区 一文字看板立哨（高田地区と合同）、路面ペイント 

黒姫地区 路面ペイント 

北条地区 
「ﾁｬﾚﾝｼﾞ６１」の実施、小中学校に標語募集、カーブミラー・看板等の

点検修理、小学校交通安全教室 

高柳地区 カーブミラー点検・清掃、路面ペイント 

小国地区 夏の運動街頭指導協力 

刈羽地区 交通指導所開設、交通安全講習会開催、飲食店訪問、広報車による広報 

西山地区 交通安全講話受講 

 

 

 

（５）交通安全功労者、優良運転者等の顕彰 

 

【推進項目】表彰の実施 (順不同・敬称略) 

○柏崎警察署長・柏崎地区交通安全協会長連名表彰 

・交通安全功労者 

内山 良一（高田地区）    髙橋 公人（高田地区）  

内山 和博（高田地区）    植木 千秋（高田地区） 

猪爪 利光（高田地区）    品田 良明（荒浜地区） 

長谷川孝志（西山地区）     品田   登（市交通指導員）  

米山桂一郎（市指導員）      小山 常男（市交通指導員） 

内山 和也（協会役員）       阿辺 清美（協会女性部） 

・優良運転者表彰（１０年表彰） １４名           
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【推進項目】表彰候補者の上申並びに受賞   (順不同・敬称略) 

○関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会長連名表彰 

・優良運転者 

髙橋 伸幸（㈱柏崎自動車学校）   

  ○交通栄誉章「緑十字銅章」（全日本交通安全協会長表彰） 

・交通安全功労者     

品田 道雄（品田通信電設㈱） 

池田 照夫（市交通指導員）  

・優良運転者 

阿部  剛（柏崎運送㈱）                中村 泰夫（高田地区） 

田村 光夫（柏崎急送㈱）                横田 健治（黒姫地区） 

大野 德藏（頚城運送倉庫㈱柏崎営業所） 丸山 昭太（北条地区） 

品田 公一（㈱中越ｴｸｽﾌﾟﾚｽ柏崎営業所）  庭山 義明（北条地区） 

五十嵐 清（新潟運輸㈱柏崎支店）        江部 徳一（北条地区） 

濁川紀久実（㈱柏崎自動車学校）          藤田 六郎（北条地区） 

高橋絵梨奈（㈱柏崎自動車学校） 

大野 豊 （㈱INPEX ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ） 

大橋 徹 （㈱INPEX ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ） 

○新潟県警察本部長・新潟県交通安全協会長連名表彰 

・交通安全功労者 

今井 貢 （協会役員）     大橋 力 （上条地区） 

高橋 忠雄（高田地区）   佐藤 富夫（市交通指導員） 

大掛 辰也（高田地区）   戸川 茂 （市交通指導員） 

髙橋 俊彦（高田地区）   石橋 政俊（市交通指導員） 

今井さい子（高田地区）   関矢 勝廣（市交通指導員） 

吉田 勝一（高浜地区）   髙橋 直樹（市交通指導員） 

吉田 秀雄（高浜地区） 

・優秀運転者表彰 

（５０年表彰）１７名    （４０年表彰）９名 

（３０年表彰）２３名    （２０年表彰）１１名 

○新潟県警察本部長・新潟県安全運転管理者協会長連名表彰 

・優良安全運転管理事業所 

  山田工業㈱柏崎工事事務所 

  元気館障害者デイサービスセンター 

・優良安全運転管理者   

田中 一昭（藤村クレスト㈱） 

五十嵐祐二（㈱アオキ住建） 

・優良運転者 

関田  洋（帝石パイプライン㈱） 

永井 秀一（北日本エンジニアリング㈱） 
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○新潟県安全運転管理者協会長単名表彰 

・優良安全運転管理事業所 

㈱ジェイエイサービス柏崎燃料センター 

社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会扇町介護保険事業センター 

柏崎市立内郷小学校 

社会福祉法人たいよう福祉会 

ピーチビレッジ刈羽㈱ 

北札幌電設㈱柏崎作業所 

・優良安全運転管理者 

竹島 雅彦（新東産業㈱新潟支社） 渋谷 英一（㈲さかた） 

江部 栄一（㈱創和興産）     牧野 和也（㈱伊藤工務店） 

青木 栄一（エース代行）      

・優良運転者 

中澤 卓也（帝石パイプライン㈱）  

小林 博樹（北日本エンジニアリング㈱） 

・安全運転実践運動推進実績優良事業所 

㈱ユアテック柏崎営業所 

㈲イトウ工業 

㈱伊部工務店 

 

【推進項目】表彰式の開催 

○４月８日（木）優秀運転者・交通安全功労者表彰式 

（優秀運転者５０年表彰・地区連名表彰） 

○交通安全功労者表彰式（県連名、緑十字銅章、関東連名表彰） 

〈新型コロナウイルス感染防止のため中止〉 

 

【推進項目】表彰の受賞 

■柏崎地区交通安全協会受賞 

  ○新潟県交通安全協会長単名表彰 

   ・令和３年交通安全活動優良地区 

■柏崎地区安全運転管理者部会受賞 

○交通部長・新潟県安全運転管理者協会長連名表彰 

   ・令和３年度安全運転実践運動総合成績優秀地区部会 

○新潟県安全運転管理者協会長単名表彰 

・令和３年年間総合成績優秀地区 

・令和３年交通死亡事故ゼロ達成地区部会  
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（６）交通安全用品等の普及啓発 

 

【推進項目】交通安全用品の配布 

○賛助会員・安全運転管理事業所へ啓発品の配布 

 ・「自転車の安全利用」リーフレット ５００部 

 ・「自転車の安全利用」クリアファイル ３００部 

〇安全運転管理事業所へ啓発品の配布 

 ・冊子「酒気帯びチェックで飲酒運転を防ぐ」３５０部 

○「歩行者保護運転実践活動」参加事業所へ配布 

   ・「歩行者保護運転推進車」ステッカー ３６０枚 

   ・「歩行者優先」のぼり旗  ７０枚 

   ・「歩行者保護運転」資料 １０００部 

○「無事故にトラい運動」参加事業所へ配布 

・冊子「健康管理と安全運転」「悪条件下の安全運転」 各５０部 

・危険予知能力診断  １２０部 

・交通安全付箋メモ  １２０個 

  〇高齢者訪問時での配布 

 ・オリジナル交通安全カレンダー １８００部 

 ・「四つ葉とてんとう虫」反射ストラップ ７５０個 

〇女性部による手作りグッズ 

 ・反射リボンで制作「シトラスリボン」 １,０００個 

○街頭指導・指導所での反射材等配布 

 ・交通安全ジッパーパック ２００個 

 ・反射お守り ２００個 

 ・「無事かえる」ウエットティッシュ ２００個 

 ・「無事かえる」スポンジたわし ２００個 

・「飲酒運転追放」ウエットティッシュ １,５００個 

・反射リストバンド ５００本 

〇窓口での反射材配布 

反射タスキ・リストバンド・ストラップ等 ２,０００個 

○自転車街頭点検時の啓発品の配布 

 ・スポークリフレクター  ５０個 

○小中学校自転車教室用冊子の配布 

 ・小冊子「自転車教室」 ７００部 

〇イベント時の参加賞等 

 ・各種反射材等 

 

【推進項目】反射材等の斡旋 

○交通センター窓口での反射材の紹介と販売 

○安全だより等による反射材の紹介・斡旋 
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【推進項目】資器材の貸出し 

○交通安全教育用信号機、ミニ標識、ダミー人形等の貸出し 

○交通安全 DVD、デッキ等の貸出し 

  

（７） 交通安全に関する調査・研究 

 

【推進項目】各種研修会の実施、参加 

○安全運転管理者研修会 

・期日  ９月３０日（木） 

・会場   関原自動車学校 ２名参加 

【推進項目】各種会議・研修会の参加 

○新潟県交通安全協会理事会              ５月２８日、３月４日（書面決議） 

○新潟県交通安全協会評議員会            ６月１８日 

〇新潟県交通安全協会正副会長会議       ５月２４日、２月２５日    

○新潟県安全運転管理者協会理事会       ５月１１日、３月１１日 

○新潟県安全運転管理者協会総会        ６月１日 

○新潟県安全運転管理者協会運営委員会     ４月１５日、２月１０日 

○県下交通安全協会女性部会議            １０月２９日 

○県下交通安全協会事務局長会議           ４月２３日、１１月１１日 

〇自動車保管場所管理システム研修       １１月１９日（オンライン開催） 

○窓口事務等担当者研修                  ６月９日（オンライン開催） 

○安全運転管理事務担当者会議            ４月２２日 

○中越ブロック職員研修会              新型コロナウイルス感染防止のため中止 

○優良・一般運転者講習指導員講習会       新型コロナウイルス感染防止のため中止 

○柏崎警察署地区交通安全対策連絡協議会総会  ５月２６日 

○       〃          幹事会  ７月６日、９月３日、 

１１月２２日、３月２２日 

  〇柏崎市交通安全対策会議           ５月１４日 

 

 

２ 交通安全に関する受託事業及び関連事業   

 

【推進項目】運転免許事務補助事業 

推進項目 実施事項 

運転免許事務補助事業 ① 運転免許窓口業務 

免許証更新      受付  １０,１３６名 

免許証再交付     受付 ３０名 

免許証記載事項変更  受付  ２,３６３名 

② 運転適性検査 

免許証更新時の適性検査（視力及び深視力の検査） 
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更新時講習 優良運転者講習      受講者  ５,８４０名 

一般運転者講習      受講者  ８０８名 

違反者講習 社会参加活動選択コース  受講者 ６名 

原付講習  原付実技講習       受講者 ３６名 

自動車保管場所証明事務 自動車保管場所証明    申請受理 ４,１６０ 件 

交付   ４,１１８件 

免許証郵送手続業務 交付免許証郵送手続き  １,７０５件 

新潟県収入証紙売りさば

き事業 

年間取扱収入証紙    ３６,６５３,０００円 

 

 

３ その他の事業   

推進項目 実施事項 

運転免許証用写真撮影 写真撮影 ９,１７３枚 

チャイルドシート貸出 

事業 

チャイルドシート１４台 

・貸出件数 ７６件 

 

 

４ 会議の開催  

○理事会             ５月２０日、６月１７日（書面決議）、 

３月２３日 

○評議員会          ６月１７日   

○正副会長会議        ５月２０日、１１月２５日、２月１７日   

○監査会           ５月１１日 

○部会長・地域部会会議  ７月１日、８月（中止）、１１月１６日、３月８日 

○安管部会会議        ９月（中止）、２月（中止） 

○女性部会会議        ８月（中止）、３月２８日 

  〃  正副会長・幹事会議 ８月３０日、２月２日 

 

 

５ その他 

〇ホームページ 開設   

 ・令和３年４月１日  https://www.kashiwazaki-ankyo.or.jp 


