
１．趣旨

２．メンバー

３．活動内容

交通事故の抑止、減少に有効な自動車安全技術を普及させるために必要な広報、啓発活動を
行う。

◆ 民間企業
アイシン精機㈱、中部日本自動車学校㈱、㈱デンソー、トヨタ自動車㈱、三菱自動車工業㈱

◆ 行政
愛知県産業振興課、愛知県警交通総務課

○ 自動車安全技術の普及に資する広報・啓発活動の検討

○ 構成メンバーが実施する広報・啓発活動についての情報交換

○ 構成メンバーが実施する広報・啓発活動への協力、支援の検討

普及啓発活動について 資料4



平成29年度普及啓発活動（①-1 講習会・体験試乗会等）

日にち：5月13日（土）

場 所：イオンモール長久手（長久手市）

津島警察署 小牧警察署 名東警察署 常滑警察署 守山警察署

開催日 9月8日（金） 9月26日（火） 9月29日（金） 10月18日（水） 11月14日（火）

会場
下萱津コミュニティ
防災センター
（あま市）

小牧市自動車学校
（小牧市）

東山自動車学校
（名古屋市名東区）

多屋公民館
（常滑市）

旭台集会所
（尾張旭市）

参加者数 23人 64人 11人 70人 18人

イオンモール長久手 下萱津コミュニティ防災センター

日にち：10月21日（土）

場 所：イオンモール名古屋茶屋（名古屋市港区）

１ 県地域安全課との連携による街頭啓発活動

２ 県警との連携による高齢者講習会

多屋公民館

街頭啓発活動の様子 高齢者講習会の様子



日にち：11月3日（金・祝）

協力企業：トヨタ自動車㈱、アイシン精機㈱

内容：協調型安全運転支援システムの体験試乗

県庁～｢城見通2｣交差点約（2.5Km）を往復

駐車支援システムの体験試乗

①刈谷産業まつり（刈谷市） 11月4日（土）～5日（日）

②メッセナゴヤ（名古屋市港区） 11月8日（水）～11日（土）

③あいちITSワールド（名古屋モーターショー同時開催）（名古屋市港区）11月23日（木・祝）～26日（日）

協調型安全運転支援システム（トヨタ自動車㈱）

【県本庁舎公開イベント】

① 岡崎自動車学校：「交通博in岡崎」（岡崎市）

日にち：9月24日（日） 協力企業：三菱自動車工業㈱

内 容：低車速域衝突被害軽減ブレーキシステムの体験試乗

② 中部日本自動車学校「第11回 やごと感車祭」（名古屋市昭和区）

日にち：11月5日（日） 協力企業：名古屋ダイハツ㈱、アイシン精機㈱

内 容：衝突回避支援システム“スマートアシストⅢ”体験試乗

インテリジェントパーキングアシスト体験試乗

【中部日本自動車学校体験試乗会】

衝突回避支援システム（名古屋ダイハツ㈱）

１ 自動車学校の協力による体験試乗会の開催

２ 県庁本庁舎公開イベントによる体験試乗会の開催

３ 展示会等でのブース出展

平成29年度普及啓発活動（①-2 講習会・体験試乗会等）



平成29年度普及啓発活動（②県民公開セミナー）

○ 日 に ち：平成29年9月13日（水）

○ 会 場：県産業労働センター（ウインクあいち）902会議室

○ 参加者数：45人

○ 内 容

・基調講演

「JARIが取り組む安全研究」

一般財団法人日本自動車研究所（JARI） 安全研究部 副部長 鷹取収 氏

・PTメンバーの取組

①「プローブ情報活用ワーキンググループの取組」

豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 助教 松尾幸二郎 氏

②「事故分析ワーキンググループの取組」

名古屋大学大学院 工学研究科 機械システム工学専攻 教授 水野幸治 氏



平成29年度普及啓発活動（③ 中小企業の販路開拓支援（展示会出展）

①出展先「オートモーティブワールド」

会期：平成30年1月17日（水）～19日（金）

場所：東京ビッグサイト（東京都江東区）

出展企業・団体名 所在地

愛知県立大学
（情報科学共同研究所）

長久手市

旭ゴム化工㈱ 名古屋市

キュリアス精機㈱ 豊川市

㈱タイガーサッシュ製作所 刈谷市

知の拠点あいち重点研究プロジェク
ト プロジェクトR チームR8

(代表:㈱東海理化)

大口町

三晴工業㈲ 安城市

㈱山田ドビー 一宮市

ユーアイ精機㈱ 尾張旭市

当日の様子

②愛知県ブース概要

・展示面積 48.6㎡

・出展者8者 （公募期間：7月6日～7月28日）

・支援内容

県が小間料の一部及び基礎装飾代を負担

オートモーティブワールドとは、自動車の電子化・電動化、IT化、軽量化、部品加
工などをテーマとした6つの展示会で構成され、自動車業界における重要テーマの
最新技術が一堂に集結するアジア最大級の自動車の先端技術展。



平成29年度普及啓発活動（④成果物）

自動車安全技術の普及啓発パンフレット

外面

中面

人に対する啓発パンフレット



平成30年度普及啓発活動スケジュール

メニュー 時期 具体的な内容 連携・協力先（予定）

体験試乗会

9月・11月
交通博in岡崎
やごと感車祭

アイシン精機㈱
中部日本自動車学校
トヨタ自動車㈱
三菱自動車工業㈱ 他

11月3日
県庁本庁舎公開
イベント

トヨタ自動車㈱ 他

高齢者講習会 6回/年程度 交通安全教室 愛知県警

展示会出展 11月7日～10日 メッセナゴヤ PTメンバー

展示会出展支援
平成31年
1月16日～18日

オートモーティブ
ワールド

県内自動車関連企業等



【参考】自動車安全技術の搭載車両について

総生産台数に占める各自動車安全技術の搭載車両の推移

〇 自動ブレーキの総生産台数に占める搭載割合は約6割まで上昇するなど各自動車安全
技術の搭載率は順調に増加。

〇 国は2020年（平成32年）に自動ブレーキが国内販売新車乗用車の90％以上に
搭載されるよう目標に掲げている。
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車線逸脱警報

データの出典：国土交通省HP 自動車総合安全情報「ASV技術装着台数」より


