
＜官公庁＞ 
・新潟県 

・新潟県警察本部 

・新潟県教育委員会 

・国土交通省北陸地方整備局 

・国土交通省北陸信越運輸局 

・国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局 

・厚生労働省新潟労働局 

・新潟市 

・新潟県市長会 

・新潟県町村会 

・新潟県市町村総合事務組合 

 

＜教育関係団体＞ 
・新潟県小学校長会 

・新潟県中学校長会 

・新潟県高等学校長協会 

・新潟県小中学校ＰＴＡ連合会 

・新潟県高等学校ＰＴＡ連合会 

・新潟県専修学校各種学校協会 

・新潟県私立中学高等学校協会 

・新潟県幼稚園連盟 

・一般社団法人新潟県私立幼稚園協会 

・新潟県保育連盟 

 

 

＜交通・運輸関係団体＞ 
・東日本旅客鉄道株式会社新潟支社 

・東日本高速道路株式会社新潟支社 

・公益財団法人新潟県交通安全協会 

・一般社団法人新潟県安全運転管理者協会 

・公益社団法人新潟県トラック協会 

・一般社団法人新潟県ダンプ協会 

・公益社団法人新潟県バス協会 

・一般社団法人新潟県ハイヤー・タクシー協会 

・一般社団法人新潟県自動車整備振興会 

・新潟県自動車販売店協会 

・一般財団法人新潟県自動車標板協会 

・一般社団法人新潟県指定自動車教習所協会 

・一般財団法人新潟県自動車練習所 

・軽自動車検査協会新潟主管事務所    

・陸上貨物運送事業労働災害防止協会新潟県支部 

・独立行政法人自動車事故対策機構新潟主管支所 

・新潟県二輪車普及安全協会 

・自動車安全運転センター新潟県事務所 

・一般社団法人新潟県交通安全施設業協会 

・新潟県高速道路交通安全協議会 

・新潟市個人タクシー事業協同組合 

・一般社団法人日本自動車連盟新潟支部 

・新潟県自転車･軽自動車商協同組合 

・新潟県レンタカー協会 

・新潟県ハイヤー交通共済協同組合 

・新潟県自動車車体整備協同組合 

・赤帽新潟県軽自動車運送協同組合 

・新潟県オートバイ事業協同組合 

・新潟県軽自動車協会 

・日本通運株式会社新潟支店 

・新潟県漁業協同組合連合会 

・公益財団法人新潟県生活衛生営業指導センター 

・新潟県すし商生活衛生同業組合 

・新潟県旅館生活衛生同業組合 

・新潟県料理生活衛生同業組合 

・新潟県社交飲食業生活衛生同業組合 

・一般財団法人新潟県老人クラブ連合会 

・公益財団法人にいがた産業創造機構 

・あしたの新潟県を創る運動協会 

・新潟県医師会 

・公益社団法人新潟県薬剤師会 

・一般社団法人新潟県歯科医師会 

・公益社団法人新潟県看護協会 

・新潟県土地改良事業団体連合会 

・一般社団法人新潟県建設専門工事業団体連合会 

・新潟生活ネット協同組合 

・一般社団法人新潟県空調衛生工事業協会 

・一般社団法人新潟県ＬＰガス協会 

・一般社団法人新潟県解体工事業協会 

・一般社団法人新潟県産業廃棄物協会 

・新潟県住宅供給公社 

・一般社団法人新潟県建設業協会 

・一般社団法人新潟県砂利砕石協会 

・新潟県生コンクリート工業組合 

・新潟県電気工事工業組合 

・一般社団法人日本建設業連合会北陸支部 

・一般社団法人新潟県設備設計事務所協会 

・一般社団法人新潟電設業協会 

・一般社団法人新潟県高圧ガス保安協会 

・新潟県印刷工業組合 

・公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会 

・新潟県信用組合協会 

・一般社団法人新潟県警備業協会 

・新潟県信用金庫協会 

（平成２８年８月１日現在 

１３４推進機関・団体、順不同） 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 実施期間 

  12 月 11 日（日）から 12 月 20 日（火） 

 

２ 目的 

この運動は、年末が近づくと、人や車の動きが慌ただしくなるとともに、

冬型の気候や飲酒機会の増加等により、交通事故の多発が懸念されること

から、県民一人一人に交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣

付けることにより、交通事故防止を図ることを目的とします。 

 

３ スローガン 

『 冬の道 人も車も ゆずりあい 』 

 

４ 運動の重点 

① 飲酒運転の根絶 

② 歩行者の保護 

③ 夜光反射材の着用推進 

 

５ 運動の進め方 

県、市町村及び関係機関・団体は、相互に連携を密にして、それぞれの

実情に即した実施計画を策定するとともに、積極的な広報・啓発活動を行

い、県民の交通安全意識の高揚が図られるよう、実効的な運動を展開しま

しょう。 

新潟県交通安全対策連絡協議会 

 
 
「ハンドルキーパー運動」とは、自動

車で仲間と飲食店などへ行く場合に、

お酒を飲まない人（ハンドルキーパー）

を決め、その人が仲間を自宅まで送り

届ける運動です。 

新潟県交通安全対策連絡協議会員 

新潟県実施要綱  

「ハンドルキーパー運動」 

平成２８年 

 

＜報道関係＞ 
・株式会社新潟日報社 

・朝日新聞社新潟総局 

・毎日新聞社新潟支局 

・読売新聞社新潟支局 

・産経新聞社新潟支局 

・共同通信社新潟支局 

・時事通信社新潟支局 

・日本経済新聞社新潟支局 

・ＮＨＫ新潟放送局 

・株式会社新潟放送 

・株式会社新潟総合テレビ 

・株式会社テレビ新潟放送網 

・株式会社新潟テレビ２１ 

・株式会社柏崎コミュニティ放送 

・長岡移動電話システム株式会社 

・株式会社エフエムラジオ新潟 

・燕三条エフエム放送株式会社 

・株式会社けんと放送 

・株式会社エフエム新津 

・エフエム角田山コミュニティ放送株式会社 

・株式会社エフエム雪国 

・新潟県民エフエム放送株式会社 

・エフエム上越株式会社 

・株式会社エフエムしばた 

・株式会社エフエムとおかまち 

 

 

＜青少年・福祉関係団体＞ 
・社会福祉法人新潟県社会福祉協議会 

・日本ボーイスカウト新潟連盟 

・新潟県青少年健全育成県民会議 

・一般財団法人新潟県民生委員児童委員協議会 

    

 

＜その他関係団体＞ 
・新潟県石油業協同組合 

・一般社団法人新潟県商工会議所連合会 

・新潟県商工会連合会 

・新潟県中小企業団体中央会 

・一般社団法人新潟県銀行協会 

・全国交通運輸労働組合総連合新潟県支部 

・新潟県農業会議 

・新潟県農業機械商業協同組合 

・新潟県農業共済組合連合会 

・新潟県農業協同組合中央会 

・全国共済農業協同組合連合会新潟県本部 

・全国農業協同組合連合会新潟県本部 

・新潟県信用農業協同組合連合会 

・新潟県厚生農業協同組合連合会 

・新潟県酪農業協同組合連合会 

・東北電力株式会社新潟支店 

・新潟県酒造組合 

・新潟県卸酒販組合 

・新潟県小売酒販組合連合会 

・新潟県森林組合連合会 



 

 

夜になると、歩行者から車のライトはよく見えますが、ドライバーからは歩行者が見え

にくく、発見が遅くなりがちです。夜光反射材は、ライトの光を反射して、歩行者の存

在をドライバーに知らせる優れものです。 

ドライバーに自分の姿を早めに見つけてもらうためにも夜光反射材を活用しましょう。 

◎ これだけ違う『着用』と『非着用』 

夜光反射材を着用することで、夜間自動車から発見される距離が大幅に長くなります。 

『反射材なし』の状態では 30 歳

未満の実験結果は前照灯の照射距

離よりやや短い 37.2ｍですが、反

射材を着用した場合は約 80～110

ｍと大幅に増加しています。 

他の年代でも『反射材なし』に比

べて大幅に発見距離が長くなって

います。 

平成 27 年中の夜間歩行者事故の

死者は２２人。本年上半期における

同死者数も１３人ですが、いずれも

夜光反射材を着用していた方はい

ませんでした。 

負傷者においても、着用者が事故に遭った件数がごく僅かですので、夜光反射材がい

かに事故防止に効果的であるかわかります。 

夜間外出の際には必ず夜光反射材を着用しましょう。 

 
 
 
◎ 平成２８年上半期（１～６月）、全国の原付以上の運転者（第１当事者）の死亡事

故率を飲酒の有無別で見ると、飲酒運転の死亡率は飲酒なしの場合に比べて 8.6 倍で

す。さらに酒酔い運転による死亡事故率は 20 倍となっています。 

  飲酒運転は、たとえわずかな飲酒量でも大変危険です。 

年末は、忘年会など、飲酒の機会が多い時期ですが、家庭や職場で 

「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」 

を合い言葉に飲酒運転を根絶しましょう。 

◎ 二日酔いでも飲酒運転になります。アルコールは体内から簡単に抜けないことを認

識し、深酒した翌日は車両の運転を控えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 昨年１２月中、歩行者の交通事故数は 1０3 件（年間総数の１４％）発生し、死者

数は４人でした。 

 また、例年 12 月は日没の早まり、降雪等の天候悪化から視界も悪くなることから、

歩行者の交通事故が最も多く発生しています。 

◎ ドライバーは車を運転するときは早めのライト点灯と、上向きライトをこまめに活

用し、交差点付近や横断歩道付近では歩行者の発見に努め、慎重な運転を心がけてく

ださい。 

◎ また JAF が本年行った全国調査で、歩行者が横断歩道を渡ろうとしているとき、

一時停止した車はわずか 7.６％だったそうです。 

  さらに調査地点の約半数の地点で、停止率は５％を下回ったそうです。 

  普段から歩行者保護の意識付けをして、悲惨な交通事故を 1 件でも減らしましょ

う。  

酒酔い運転 酒気帯び運転 

呼気中アルコール濃度 

0.15ｍｇ/ℓ 以上 

0.25ｍｇ/ℓ未満 

呼気中アルコール濃度 

の数値にかかわらず 

欠格期間 3 年 欠格期間 2 年 

90日 

※ 前歴およびその他の累積点数がない場合。  

飲酒運転の処罰はこんなに厳しい！ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

③ 夜光反射材の着用推進 

① 飲酒運転の根絶 ② 歩行者の保護 

飲酒が身体に及ぼす影響 

○ 動体視力の低回 

  動くものを見たり、動いているものを見る視力（動体視力）が低下するだけで

なく、見える範囲（視野）も狭くなります。その結果、人や車の動きの見極めが

遅れ、早めの危険対処ができなくなります。 

○ 判断力の低下 

  周囲の状況を把握し、適切な判断を行う能力が鈍るためミスを起こしやすくな

ります。 

  考える力も鈍っているため、とっさの判断を下すことができず、危険な運転に

つながります。 

○ 運動神経の鈍化 

  アルコールの麻酔作用が小脳まで至ると、千鳥足になったり、ろれつが回らず、

いわゆる酔っ払い状態になります。ハンドルを握っても蛇行運転したり、アクセ

ル操作にムラが出たり、ブレーキ操作が遅れたりと、危険な運転をすることにな

ります。 
○ 理性の喪失 
  理性の源である大脳皮質はわずかな飲酒でも簡単にマヒしてしまいます。 

「ほんの１杯だから」とハンドルを握ったり、むやみにスピードを出したりする

のは理性喪失の証です。 

早めのライト点灯と、

上向き、下向きのこま

めな切り替えを行い

ましょう。 
0.25ｍｇ/ℓ 以上 

 死亡事故率比較 
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道路の左側を背面歩行している歩行者の発見距離
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65歳以上

国際交通安全学会誌 Vol.33 ,No.1 平成 20 年 4 月三井、森、浪川  

「歩行者用反射材が夜間の歩行者の認知と歩行者事故に及ぼす効果」より 


