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交通安全年間スローガン

－

（運転者向け）
平成元年
ゆとりこそ 無事故につながる 道しるべ
平成２年
安全は 出せるスピード 出さない勇気
平成３年
のせましょう ゆとりという名の 同乗者
平成４年
ドアしめて ベルトをしめて 気をしめて
平成５年
あぶないよ カーブでタイヤが 泣く速度
平成６年
事故は瞬間 ベルトは習慣
平成７年
ねえ、かあさん ここはとめてもいいところ？
平成８年
運転は ゆったりハートに しっかりベルト
平成９年
“モシ モシ” は 車に乗る前 降りたあと！！
平成10年
運転中 紅葉マークに 思いやり
平成11年
広げよう ゆとりと視野と 車間距離
平成12年
新世紀 になうこの子に チャイルドシート
平成13年
そのねがお チャイルドシートが 守ります
平成14年
安全運転 若葉のころから 紅葉まで
平成15年
パパやめて 脇見、携帯、飛ばし過ぎ
平成16年
運転中 メールひと文字 事故一生
平成17年
確かめよう 歩行者 スピード 車間距離
平成18年
思いやる 心ひとつで 事故はゼロ
平成19年
油断せず いつも心に 初心者マーク
平成20年
広げよう どうぞの気持ちと 車間距離
平成21年
子の成長 願う心とチャイルドシート
平成22年
その電話 運転席では圏外です
平成23年
ぼくはここ チャイルドシートが 指定席
平成24年
車にも 乗せようマナーと 思いやり
平成25年
スマホ手に 車や自転車 事故のもと
平成26年
発進は チャイルドシートの笑顔見て
平成27年
早めから つけるライトで 消える事故
平成28年
こんばんは 早めのライトで ごあいさつ
平成29年
抱っこより 深い愛情 チャイルドシート
平成30年
ぶつかるよ ながら運転 じこのもと
平成31年
チャイルドシート ちいさなＶＩＰの 指定席
令和２年
スマホより 横断歩道の 僕を見て
令和３年
ゆとりある 心と車間の ディスタンス
令和４年
手を上げる 子どもはあなたを 信じてる
（歩行者・自転車向け）
平成元年
よく見たね 車こないね 渡れるね
平成２年
危ないと 言うより親が まず手本
平成３年
車社会 歩くあなたも その一人
平成４年
とび出す一歩に とびつく危険
平成５年
かけ込むな 青のまばたき もう危険
平成６年
止まるはず 老いの甘えが 招く事故
平成７年
無理しない 用心深さも 年の功
平成８年
つけようね わが身を守る 反射材
平成９年
事故を呼ぶ わき見 飛び出し 二人乗り
平成10年
反射材 光るあなたの 心がけ
平成11年
迷ったら 渡るな走るな 次を待て
平成12年
無灯火の きみが見えない 夜の闇
平成13年
青だって 油断大敵 みぎひだり
平成14年
その違反 小さな瞳が 見つめてる
平成15年
自転車も 飛ばせば怖い 暴走車
平成16年
まだいける まだ大丈夫は もう危険
平成17年
やりません とび出し 手ばなし 二人乗り
平成18年
反射材 あなたの命の 守り札
平成19年
自転車も ハンドル握れば ドライバー
平成20年
歩行者を 気づかいやさしく 踏むペダル
平成21年
渡れそう 今なら行けるは もう危険
平成22年
安心を 光で届ける 反射材
平成23年
行けるかな 渡れそうでも 待つ勇気
平成24年
自転車も 安全速度と 気配りを
平成25年
お年寄り 孫のお手本 いい横断
平成26年
いい老後 元気生きがい 交通安全
平成27年
外出は 明るい笑顔と 反射材
平成28年
シニアこそ ジュニアのお手本 交通安全
平成29年
身につけよう 命のお守り 反射材
平成30年
行けるはず まだ渡れるは もう危険
平成31年
危険だよ スマホに夢中の そこの君
令和２年
夕暮れの 一番星は 反射材
令和３年
ママなんで？ 赤は止まると 習ったよ
令和４年
スマホじゃない 見るのは前でしょ 周りでしょ
（子供向け （子供から募集））
平成元年
ぼくがさき あせる心は じこのもと
平成２年
心にも つけよう正しい しんごうき
平成３年
かえり道 あぶないかけっこ ふざけっこ
平成４年
はしらない！ ぼくもきゅうには とまれない
平成５年
おしゃべりに むちゅうで見えない 赤しんごう
平成６年
とびだす子 はしるくるまが かみつくぞ
平成７年
かあさんが 出がけに言ってた「気をつけて」
平成８年
“まいっかー” そんな気持ちが 事故のもと！
平成９年
おいかけた ボールの先に じこがまつ
平成10年
うんてんしゅさん ちいさなぼくが みえますか？
平成11年
小さな手 大きくみせて わたろうよ
平成12年
まもろうね みっつのいろの おやくそく
平成13年
あぶないよ よそみ おしゃべり ふたりのり
平成14年
そこちがう しましまマークが ついてない
平成15年
じてんしゃも、いちじていしで、みぎひだり
平成16年
まぁだだよ 信号青でも 右左
平成17年
よくみてね！ いっぱいのばした もみじのて
平成18年
手を上げて しっかり見よう 右左
平成19年
青だけど 車はわたしを 見てるかな
平成20年
点めつだ 一度止まって 次の青
平成21年
じこがない そんなまいにち うれしいな
平成22年
さあかくにん ライト ブレーキ ヘルメット
平成23年
星キラリ 自転車ピカリ 帰り道
平成24年
いそいでも かならずかくにん みぎひだり
平成25年
ヘルメット ぼくのだいじな おともだち
平成26年
にっぽんを じまんしようよ 事故ゼロで
平成27年
ルールむし しん号むしは わるいむし
平成28年
しんごうが あおでもよくみる みぎひだり
平成29年
ペダルこぐ 免許はないけど ドライバー
平成30年
自転車は 車といっしょ 左側
平成31年
とび出さない いったんとまって みぎひだり
令和２年
しっかりと 止まってかくにん 横だん歩道
令和３年
自転車に 乗るならきみも 運転手
令和４年
とうげこう よそみ おしゃべり きけんがいっぱい

