
実施期間

協力

全国サポカー大試乗祭り
2018年10月23日現在

2018年9月14日（金）～10月31日（水）

各試乗会主催者様

皆様へのお願い

サポカー/サポカーSに搭載されている被害軽減（自動）ブレーキ等先進安全技術は、あくまでも安全運転

の支援であり、条件によっては作動しない場合もあります。機能を正しくご理解いただくとともに、ドラ

イバーの皆様が常に安全運転に心がけていただくよう、重ねてお願い申し上げます。

＜サポカー/サポカーSに係る最新情報は以下のポータルサイトをご参照ください＞

https://www.safety-support-car.go.jp/

注意事項

〇試乗会を含む各イベント内容は変更・中止、既に満席又は参加者に制限がある場合等があり得ますの

で、イベント詳細や最新情報は主催者様に直お問い合わせをお願いいたします。

〇「シニアドライバーズスクール」及び「セーフティトレーニング」については定員及び事前に申し込み

が必要であり、既に受付が終了している場合がありますので、ご注意ください。

〇大試乗祭りの最新スケジュールは、下記サポカーポータルサイト特設ページにて随時更新予定です。

https://www.safety-support-car.go.jp/testride/2018awfes.html

参考

以下自動車メーカー及び各地の自動車販売店でも試乗会を実施しておりますので、奮ってご参加ください。

〇トヨタ自動車株式会社【サポカー体験イベント】

被害軽減（自動）ブレーキなどのトヨタの予防安全技術が体験できるイベントを全国各地で実施中！あなたもぜひお近くのお店でご体験くだ

さい。

https://toyota.jp/sapotoyo/event/?padid=ag461_event_from_tjp_info_event

〇三菱自動車工業株式会社【踏み間違い衝突防止アシスト　サポカー体感イベント】

サポカー体感イベントは、販売会社によって参加方法が異なります。

実施店舗・日程などの詳細につきましては、各販売会社にお問い合わせください。

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/ek_series/support_car/list/



ブロック 都道府県 市町村 主催者/共催者 開催日時 開催場所 イベント全体概要 サポカー試乗会概要
対象者（制限の有無）

事前予約の必要性
問い合わせ先 その他連絡事項

北海道 北海道 北見市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

9月23日（日）

12:30-16:30

北見運転免許試験場

（北見市大正141-1）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

マイカーで参加可能な方、運転経験1年以

上の50歳以上のドライバー、任意保険要加

入

定員あり。要事前申込（9月10日（月）申

込締め切り）

https://jafevent.jp/event/1803_52_003_

0.html

JAF北見支部

TEL:0157-66-5220

FAX:0157-66-5221

Eメール:j-sasaki@jaf.or.jp

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

北海道 北海道 旭川市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

9月30日（日）

12:30-16:30

北海道クミアイ自動車学校

（旭川市永山北3条8丁目182番地の1）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

マイカーで参加可能な方で、運転経験1年

以上の50歳以上のドライバー

定員あり。要事前申込（9月14日（金）申

込締め切り）

https://jafevent.jp/event/1806_48_001_

0.html

JAF旭川支部

TEL:0166-69-2111

平日9:00-17:30

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

北海道 北海道 浦河町
浦河町、浦河町交通安全推進協議会、浦

河自動車学校

9月27日（木）

9:45-12:00

浦河自動車学校

（浦河郡浦河町東町うしお2-4-11）

【交通安全教室】

被害軽減（自動）ブレーキ搭載車（アイサイト）による衝突回避

体験や夜光反射材の実験など参加体験型交通安全教室
体験は後部座席による同乗体験となります。 町内老人クラブが対象

浦河町役場町民課

TEL　0146-26-9001

東北 青森県 青森市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一財）全日本交通安全協会

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

10月20日（土）

12:30-16:30

青森県運転免許センター

（青森市大字三内字丸山198-4）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

3・5・7ナンバーの自家用車（任意保険加

入済、ABS付車両）で参加できる方、か

つ、運転歴1年以上かつ50歳以上のドライ

バー

定員あり。要事前申込（10月15日（月）申

込締め切り）

https://jafevent.jp/event/1807_02_010_

0.html

JAF青森支部

TEL:017-765-5255

平日9:00～17:30

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

東北 宮城県 宮城郡

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月27日（土）

12:30-16:30

グランディ21

（宮城郡利府町菅谷字舘40-1）

【JAF・セーフティトレーニング】

安全運転にかかせない運転の基本操作である「走る・曲がる・止

まる」、「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再

確認する講習会。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイカーでの体験

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

https://jafevent.jp/event/1807_04_019_0

.html

普通自動車運転免許証をお持ちの方でマイ

カー（任意保険加入）で参加できる方

※一部JAFが用意した車両に乗り換えてご

体験いただく。1台のマイカーを交互に乗

り換えての受講は不可、運転歴１年以上

定員あり、要事前申し込み（9月28日ま

で）

JAF宮城支部

TEL:022-783-2826

平日9:00-17:30

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

東北 福島県 二本松市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月13日（土）

9:30-16:00

エビスサーキット西コース

（二本松市沢松倉1番地）

【JAF・セーフティトレーニング】

安全運転にかかせない運転の基本操作である「走る・曲がる・止

まる」、「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再

確認する講習会。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイカーでの体験

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

https://jafevent.jp/event/1807_07_012_0

.html

・運転経験１年以上の方、任意保険加入の

自家用自動車（3・5・7）で参加できる方

（ABS付車両に限る）。背の高い車での参

加を希望の場合は応相談。一部講習でJAF

が用意した車両に乗り換える。

定員あり、要事前申し込み（10月4日ま

で）

JAF福島支部

TEL:024-546-0068

平日９:00-17:30

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

関東 群馬県 前橋市 前橋警察署
9月27日（木）

13:30-

総社町公民館

（群馬県前橋市総社１５８３－２）

【高齢運転者ミーティング】

高齢運転者を対象とした、サポートカーS等の同乗体験、運転適

性検査、交通安全教室を実施します。

同乗体験可能。被害軽減装置、ぺタル踏み間違い加速抑制

装置体験。

高齢運転者を対象。既に定員に達している

ため、募集締め切り済み

一般社団法人日本自動車販売協会連合会

TEL：03-5733-3103

関東 群馬県 富岡市 冨岡警察署
9月28日（金）

13:30-

西毛自動車教習所

（群馬県富岡市下黒岩849-4）

【高齢運転者ミーティング】

高齢運転者を対象とした、サポートカーS等の同乗体験、運転適

性検査、交通安全教室を実施します。

同乗体験可能。被害軽減装置、ぺタル踏み間違い加速抑制

装置体験。

高齢運転者を対象。既に定員に達している

ため、募集締め切り済み

一般社団法人日本自動車販売協会連合会

TEL：03-5733-3103

関東 埼玉県 深谷市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社） 日本自動車工業会（JAMA）

（一財） 全日本交通安全協会

9月29日（土）

9:00-16:00

埼玉県トラック総合教育センター

（深谷市黒田2091-1）

【JAF・セーフティトレーニング】

安全運転にかかせない運転の基本操作である「走る・曲がる・止

まる」、「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再

確認する講習会。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイカーでの体験

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

普通自動車運転免許所持者運転歴1年以

上、マイカーで会場まで来られる方対象

定員あり、要事前申し込み（9月18日

（火）まで）

https://jafevent.jp/event/1807_11_008_

0.html

JAF埼玉支部

TEL:048-840-0025　

	FAX:048-840-0030

TELは平日9:00-17:30のみ連絡可能

カリキュラム内容は会場により異なる。また、会場等

によっては、衝突被害軽減ブレーキなどASV体験カリ

キュラムの実施や内容等が変更されている場合がある

ため、事前に開催場所のJAF支部までお問い合わせく

ださい。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイ

カーでの体験となります。参加対象車種：3・5・7ナ

ンバーの自家用自動車（ABS付き車両、任意保険加入

に限る）違法改造車不可



ブロック 都道府県 市町村 主催者/共催者 開催日時 開催場所 イベント全体概要 サポカー試乗会概要
対象者（制限の有無）

事前予約の必要性
問い合わせ先 その他連絡事項

関東 東京都 江戸川区

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月24日（水）

09:00-16:00

葛西橋自動車教習所

（江戸川区西葛西 2-16-11）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

3・5・7ナンバーで任意保険加入済みの自

家用自動車（ABS必須）

定員あり。要事前申し込み（10月9日

（火）まで）

https://jafevent.jp/event/1807_13_030_

0.html

JAF東京支部

TEL:03-6833-9130

平日9:00-17:30

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

関東 東京都 江東区

一般社団法人日本自動車工業会

（共催）一般社団法人東京臨海副都心ま

ちづくり協議会

10月6日（金）～8日

（月）

アプリによる予約開

始は11:00-

プログラム開始は

11:45-

お台場第二特設会場（NOP区画）

https://tmfes.com/map.html

【「東京モーターフェス2018」における先進ドライビング・アシ

スト体験】

10月6日（土）～8日（月）において、「胸に、ぎゅんとくる。」

をテーマに「東京モーターフェス2018」が開催（入場料無料）！

今年のモーターフェスは、「あの頃」から「これから」まで、そ

んなクルマ・バイクの楽しさを、たくさんご用意しています。

本フェスにおいて、先進ドライビング・アシスト体験が可

能です。会場内に設けられた特設エリアで「衝突回避技

術」や「誤発進制御機能」など、各社の最新運転技術をご

体験いただけます。先進技術の体験を通じて、来るべき未

来のモビリティ社会が展望できますので、奮ってご参加く

ださい。

（参加メーカー）スズキ、SUBARU、ダイハツ工業、日産

自動車、本田技研工業

運転試乗条件は以下の通りです。また、公式アプ

リによる事前の試乗予約が必要となります。

・運転試乗を希望する対象車両の運転免許証を有

しており、且つ免許取得後1年以上経過している

方のみ試乗できます。

　※AT限定免許証の方はAT車のみのご利用とな

ります。

　※運転免許証に関しては、日本国内で発行され

たものに限ります。

　（国際運転免許証、外国にて発行された運転免

許証では試乗することはできません。）

　※同乗試乗については、その限りではありませ

ん。

・20歳未満の方のお申込みにつきましては、保

護者による親権者同意書が必要となります。

https://tmfes.com/program/odaiba0

2/program17.html

最新情報は「東京モーターフェス

2018」のホームページや会場等にて最

新情報をご確認いただくよう、お願い

いたします。

当日の希望者数によってはご希望の日時で

ご参加いただけない場合もあります。ま

た、諸事情により変更・中止等があります

ので、「東京モーターフェス2018」の

ホームページや会場等にて最新情報をご確

認いただくよう、お願いいたします。

関東 神奈川県 横浜市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月17日（水）

12:00～16:00

鴨居自動車学校

（横浜市緑区鴨居1－5－1）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

運転歴1年以上かつ50歳以上のドライ

バー。3・5・7ナンバーで任意保険加入済

の自家用自動車（ABS装備車両に限る）定

員あり。要事前申し込み（10月2日（火）

まで）

https://jafevent.jp/event/1807_14_015_

0.html

JAF神奈川支部

TEL:045-482-1255

FAX:045-482-1320

土・日・祝日を除く平日9:00～17:30

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

関東 神奈川県 横浜市 神奈川県警察
9月23日（日）

10:00-13:00

神奈川県警察運転免許センター

（横浜市旭区中尾1-1-1）
【サポカー体験イベント】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

参加者に制限はありませんが、当日の希望

者数によっては、ご体験いただけない場合

があります。

神奈川県警察運転免許センター

TEL:045-365-3111

甲信越 新潟県 聖籠町

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月14日（日）

9：00～16：00

新潟県運転免許センター

（北蒲原郡聖籠町東港7丁目1番地1）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

50歳以上で運転歴が1年以上のドライバー

※マイカー持ち込み

定員あり。要事前申し込み（10月4日

（木）まで）

https://jafevent.jp/event/1809_15_003_

0.html

JAF新潟支部

TEL：025-284-7664

営業時間：9時00分～17時30分

(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

甲信越 新潟県 新潟市
新潟市

新潟県警察

9月24日（月）

10:00-15:00

新潟文化自動車学校

（新潟市西区青山1丁目1－41）

【交通安全秋まつり　～サポカー体験会～】

サポカー体験乗車、運転シミュレーターによる運転技術の自己点

検、認知機能検査の模擬体験、夜光反射材展示、パトカー・白バ

イ展示　等

試乗会では、被害軽減（自動）ブレーキ及びペダル踏み間

違い時加速抑制装置等の先進安全技術の体験が可能。

新潟市在住の高齢ドライバー及びその家族

が対象

新潟市役所市民生活課安心・安全推進室

TEL:025-226-1113

天候等によって内容が変更になる場合があり

ます。

北陸 富山県 富山市

富山県警察本部

富山県自動車販売店協会

（一社）日本自動車連盟（JAF）富山支部

9月30日（日）

9:00-11:30

富山県運転教育センター

（富山市高島62番地1）

『安全運転サポート車の同乗体験会』（自動車免許更新者または

その引率者がちょっとした空き時間を利用して、気軽に最新機能

を備えたサポカーに同乗体験ができる。また、3メーカーが参加

をし説明を受け、乗り比べが出来る。加えて、シートベルコンビ

ンサーやVR機器により疑似体験ブースを設けている。）

試乗会では、助手席又は後部座席での体験会とし、3コース

を設け行う。体験可能機能は（衝突被害軽減ブレーキ及び

ペダル踏み間違い時加速抑制装置）

自動車免許保有者であれば基本的に体験は

可能だが、事前に試乗に関しての同意書の

記入が必要。また、天候状態によっては各

メーカーの判断で中止する事もある。

富山県自動車販売店協会事務局

TEL:076-425-8353

当日が晴天でも路面状況や風の状態で中止も

ある。

北陸 富山県 富山市

富山県自動車販売交通安全推進協議会

（一社）日本自動車連盟（JAF）富山支部

【後援】富山県警察本部、（公財）富山

県交通安全協会

10月13日（土）

8:30-12:30

富山県運転教育センター

（富山市高島62番地1）

『第16回シルバードライバーズクリニック』JAFの月刊誌により

65歳以上の自動車免許保有者を対象に募集をし、最新機能を備え

たサポカーを同乗体験できるだけでなく、運転研修センタ―イン

ストラクターによるコース内実技や運転シミュレーターで運転適

性検査の実施且つ評価アドバイスが受けられる。

試乗会では、助手席又は後部座席での体験会とし、2コース

を設け行う。体験可能機能は（衝突被害軽減ブレーキ及び

ペダル踏み間違い時加速抑制装置）

自動車免許保有者であれば基本的に体験は

可能だが、事前に試乗に関しての同意が必

要。また、天候状態によってはJAFスタッ

フの判断で中止する事もある。

富山県自動車販売店協会事務局

TEL:076-425-8353

当日が晴天でも路面状況や風の状態で中止も

ある。
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事前予約の必要性
問い合わせ先 その他連絡事項

北陸 富山県 富山市

富山県自動車関係団体

【共催】

北陸信越運輸局富山運輸支局

（独法）自動車技術総合機構北陸信越検

査部富山事務所

軽自動車検査協会富山事務所

（独法）自動車事故対策機構富山支所

10月14日（日）

10:00-15:30

富山運輸支局

（富山市新庄町馬場82）

『第36回自動車なんでも相談』（自動車の検査・登録、点検整

備、自賠責保険等、自動車に関する各種相談への対応する。各種

アンケートを実施し抽選で景品をもれなく進呈する。お子様向け

にはアートバルーンや自動車のPP素材自動車クラフトキットをプ

レゼント。また、同時に富山県自動車点検整備推進協議会とコラ

ボし、加えて、マイカーの無料点検を実施し、運輸支局内自動車

検査場を見学できる。

試乗会では、助手席又は後部座席での体験会とし、3コース

を設け行う。体験可能機能は（衝突被害軽減ブレーキ及び

ペダル踏み間違い時加速抑制装置）

自動車免許保有者であれば基本的に体験は

可能だが、事前に試乗に関しての同意書の

記入が必要。また、天候状態によっては各

メーカーの判断で中止する事もある。

富山県自動車販売店協会事務局

TEL:076-425-8353

当日が晴天でも路面状況や風の状態で中止も

ある。

北陸 石川県 能美市

石川県

【共催】

石川県警察本部、公益社団法人石川県看

護協会、開催会場を管轄する市町

9月14日（金）

13:00～

能美市役所

（能美市来丸町1110番地）

【いきいきシニアドライブ相談会】

安全運転サポート車の体験、展示説明のほかにも

①高齢者の交通事故の発生状況や交通事故に係る損害賠償などに

ついての講演、②認知機能を含めた身体機能低下についての認識

や高齢運転者が加齢により不安に感じる点などについて、専門家

とのカウンセリング、③歩行者用・自転車用・運転者用シミュ

レーション機器の体験、④ぱっちぃ～号２世（交通安全体験車）

による各種運動機能の診断等を実施する。

助手席等での同乗体験。体験できる機能として、①被害軽

減（自動）ブレーキ及び②踏み間違え時加速抑制装置の体

験が可能予定。

誰でも体験可能ですが、当日受付（氏名の

記入等）が必要

石川県生活環境部生活安全課

TEL:076-225-1387

北陸 石川県
羽咋郡宝

達志水町

石川県

【共催】

石川県警察本部、公益社団法人石川県看

護協会、開催会場を管轄する市町

9月27日（木）

13:00～

宝達志水町民センター「アステラス」

（羽咋郡宝達志水町門前サ11番地）

【いきいきシニアドライブ相談会】

安全運転サポート車の体験、展示説明のほかにも

①高齢者の交通事故の発生状況や交通事故に係る損害賠償などに

ついての講演、②認知機能を含めた身体機能低下についての認識

や高齢運転者が加齢により不安に感じる点などについて、専門家

とのカウンセリング、③歩行者用・自転車用・運転者用シミュ

レーション機器の体験、④ぱっちぃ～号２世（交通安全体験車）

による各種運動機能の診断等を実施する。

助手席等での同乗体験。体験できる機能として、①被害軽

減（自動）ブレーキ及び②踏み間違え時加速抑制装置の体

験が可能予定。

誰でも体験可能ですが、当日受付（氏名の

記入等）が必要

石川県生活環境部生活安全課

TEL:076-225-1387

北陸 石川県
鳳至郡能

登町

石川県

【共催】

石川県警察本部、公益社団法人石川県看

護協会、開催会場を管轄する市町

10月26日（金）

13:00～

能登町役場

（鳳至郡能登町字宇出津新1字197番地1）

【いきいきシニアドライブ相談会】

安全運転サポート車の体験、展示説明のほかにも

①高齢者の交通事故の発生状況や交通事故に係る損害賠償などに

ついての講演、②認知機能を含めた身体機能低下についての認識

や高齢運転者が加齢により不安に感じる点などについて、専門家

とのカウンセリング、③歩行者用・自転車用・運転者用シミュ

レーション機器の体験、④ぱっちぃ～号２世（交通安全体験車）

による各種運動機能の診断等を実施する。

助手席等での同乗体験。体験できる機能として、①被害軽

減（自動）ブレーキ及び②踏み間違え時加速抑制装置の体

験が可能予定。

誰でも体験可能ですが、当日受付（氏名の

記入等）が必要

石川県生活環境部生活安全課

TEL:076-225-1387

関東 山梨県 都留市
大月警察署

【共催】自動車販売店協会

9月20日（木）

10:00～12:00

オギノ都留店南側都留市役所管理用地

（山梨県都留市田原2-11-1）

一日警察署長を招いての秋の全国交通安全運動出発式の場におい

て、同乗会を開催。

サポカーに同乗（助手席又は後部座席）し、被害軽減（自

動）ブレーキ機能等を体験。

参加者の制限はありませんが、希望者が多

数の場合はご試乗いただけない場合があり

ます。

大月警察署交通課

0554-22-0110

関東 山梨県 富士川町
鰍沢警察署

【共催】自動車販売店協会

9月22日（土）

10:00～15:00

（昼食時等休憩時間

あり）

道の駅富士川

（山梨県南巨摩郡富士川町青柳町1655-3）

交通安全フェアin道の駅ふじかわのイベント内で同乗会を開催。

イベントでは、パトカー、白バイの展示、交通安全グッズの配

布、フリーマーケット等を同時開催予定。

サポカーに同乗（助手席又は後部座席）し、被害軽減（自

動）ブレーキ機能等を体験。

参加者の制限はありませんが、希望者が多

数の場合はご試乗いただけない場合があり

ます。

鰍沢警察署交通課

0556-22-0110
雨天中止

関東 山梨県 甲府市
甲府警察署、【協力】山梨県自動車販売

店協会

9月28日（金）

12:00-13:00

緑が丘スポーツ公園球技場北側駐車場

（甲府市緑が丘2-8-1）

【甲府安全協会高齢者交通安全グランドゴルフ大会内の先進安全

自動車の体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

甲府安全協会高齢者交通安全グランドゴル

フ大会の参加者が対象

甲府警察署交通課交通規制係

055-232-0110

関東 山梨県 北杜市
北杜警察署、【協力】山梨県自動車販売

店協会

9月28日（金）

11:30-13:00

長坂総合スポーツ公園 駐車場

（北杜市長坂町大八田6811-187）

【高齢者グランドゴルフ大会における安全運転サポート車体験試

乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

高齢者グランドゴルフ大会の参加者が対象
北杜警察署交通課

0551-32-0110
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甲信越 長野県 塩尻市

（一社） 日本自動車工業会（JAMA）

（一財） 全日本交通安全協会

（一社） 日本自動車連盟（JAF）

10月7日（日）

9:00-16:00

中南信運転免許センター

（塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原73-116）

【JAF・セーフティトレーニング】

安全運転にかかせない運転の基本操作である「走る・曲がる・止

まる」、「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再

確認する講習会。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイカーでの体験

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

（1）運転歴1年以上でマイカーで参加可能

な方

（2）3・5・7ナンバーの自家用自動車

（ABS装備車両に限る）で任意保険加入済

の車両

定員あり、要事前申し込み（9月26日

（水））

https://jafevent.jp/event/1807_20_016_

0.html

JAF長野支部

TEL:026-226-8456　	

9:00-17:30（土・日・祝日休み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

※安全を考慮し、主催者が用意した車両に乗

り換えていただく場合あり。

甲信越 長野県 塩尻市

（一社） 日本自動車工業会（JAMA）

（一財） 全日本交通安全協会

（一社） 日本自動車連盟（JAF）

10月6日（土）

13:00～17:00

中南信運転免許センター

（塩尻市宗賀字桔梗ヶ原73-116）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

（1）50歳以上、且つ運転歴1年以上でマイ

カーで参加可能な方

（2）3・5・7ナンバーの自家用自動車

（ABS装備車両に限る）で任意保険加入済

の車両

定員あり。要事前申し込み（9月26日

（水）まで）

https://jafevent.jp/event/1807_20_017_

0.html

JAF長野支部

TEL:026-226-8456　

	9:00-17:30（土・日・祝日休み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

東海 岐阜県 加茂郡

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

9月23日（日）

12:30-16:30

日本ライン自動車学校

（加茂郡坂祝町深萱1301-3）

【JAF・セーフティトレーニング】

安全運転にかかせない運転の基本操作である「走る・曲がる・止

まる」、「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再

確認する講習会。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイカーでの体験

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

3・5・7ナンバーにて参加可能な方（ABS

付きに限る）。運転歴1年以上、任意保険

加入済みでマイカーで参加できる方。

定員あり。要事前申し込み（9月10日

（月）まで）

https://jafevent.jp/event/1807_21_017_

0.html

JAF岐阜支部

TEL:058-277-1121　

	FAX:058-277-1151

9:00-17:30（土日祝日は除く）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

東海 静岡県 静岡市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

9月22日（土）

12:30～16:30

県警中部運転免許センター

（静岡市葵区与一6丁目16－1）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

運転歴１年以上かつ50歳以上（任意保険加

入者）で、3・5・7ナンバーのABS付きマ

イカーで参加可能な方

定員あり。要事前申し込み（9月12日

（水））

https://jafevent.jp/event/1806_22_004_

0.html

JAF静岡支部

TEL:054-654-1515

平日9:00-17:30

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

近畿 滋賀県 大津市 大津北交通安全協会
9月23日（日）

9:30-11:00

真野自動車教習所

（大津市真野五丁目20-52）

仰木の里在住の高齢者にサポカーの走行展示、試乗を行い、交通

安全意識の高揚を図る

助手席への同乗にて、被害軽減（自動）ブレーキ及びペダ

ル踏み間違い時加速抑制装置の体験が可能

※内容は変更になる可能性があります。

仰木の里在住の高齢者が対象

日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

TEL: 077-585-7292

近畿 滋賀県 長浜市 伊香安全運転管理者協会
9月25日（火）

9:30-11:00

北近江自動車学校

（長浜市高月町唐川1088）

伊香安全運転管理者協会事業所の従業員に対して、サポカー実車

体験を通じて交通安全意識の高揚を図る

助手席への同乗にて、被害軽減（自動）ブレーキ及びペダ

ル踏み間違い時加速抑制装置の体験が可能

※内容は変更になる可能性があります。

伊香安全運転管理者協会事業所の従業員が

対象

日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

TEL: 077-585-7292

近畿 滋賀県 東近江市 東近江市
9月25日（火）

13:00-16:30

八日市自動車教習所

（東近江市妙法寺町1101-29）

東近江市内に居住の高齢者に対して、サポカー実車体験を通じて

交通安全意識の高揚を図る

助手席への同乗にて、被害軽減（自動）ブレーキ及びペダ

ル踏み間違い時加速抑制装置の体験が可能

※内容は変更になる可能性があります。

東近江市内に居住の高齢者が対象

日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

TEL: 077-585-7292

近畿 滋賀県 栗東市 草津栗東地区交通対策協議会
9月27日（木）

9:30-11:00

アヤハ自動車教習所

（栗東市小柿8-1-9）

草津・栗東市において高齢者事故防止活動の指導役としてリー

ダーを育成を図る

助手席への同乗にて、被害軽減（自動）ブレーキ及びペダ

ル踏み間違い時加速抑制装置の体験が可能

※内容は変更になる可能性があります。

草津・栗東市において高齢者事故防止活動

の指導役候補者が対象

日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

TEL: 077-585-7292

近畿 滋賀県 東近江市 東近江市
9月27日（木）

13:00-16:30

八日市自動車教習所

（東近江市妙法寺町1101-29）

東近江市内に居住の高齢者に対して、サポカー実車体験を通じて

交通安全意識の高揚を図る

助手席への同乗にて、被害軽減（自動）ブレーキ及びペダ

ル踏み間違い時加速抑制装置の体験が可能

※内容は変更になる可能性があります。

東近江市内に居住の高齢者が対象

日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

TEL: 077-585-7292

近畿 滋賀県 高島市
セーフティーたかしま交通安全推進協議

会

10月28日（日）

12:00-13:20

市立藤樹の里文化技術会館　駐車場

（高島市安曇川町上小川106）

高島市内に居住の高齢者に対して、安全先進自動車の特性を紹介

するとともに、高齢者の交通事故防止を図る

助手席への同乗にて、被害軽減（自動）ブレーキ及びペダ

ル踏み間違い時加速抑制装置の体験が可能

※内容は変更になる可能性があります。

仰木の里在住の高齢者が対象

日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

TEL: 077-585-7292

関西 京都府 京丹後市 京都府、京丹後警察署、京丹後市
9月24日（月）

13:00-15:00

網野自動車教習所

（京都府京丹後市網野町下岡522）
【安全運転サポート車による体験乗車】

中山間地域に居住し車を運転する高齢者及びその高齢者を

家族に持つ者を対象に安全運転サポート車の普及啓発

中山間地域に居住し車を運転する高齢者及

びその高齢者を家族に持つ方が対象

京都府庁　安心・安全まちづくり推進課

075-414-4367

関西 京都府
京都市伏

見区
京都府自動車学校、京都府

9月29日（土）

9:00-12:00

京都府自動車学校

（京都市伏見区竹田流池町121）
【ステップアップスクール】

同自動車学校の卒業生を対象に、①場内コース及び車庫入

れ・縦列駐車等苦手克服の練習、②急ブレーキによる危険

回避体験、③運転者セーフティー・サポートシステム体験

等

京都府自動車学校の卒業生が対象
京都府庁　安心・安全まちづくり推進課

075-414-4367



ブロック 都道府県 市町村 主催者/共催者 開催日時 開催場所 イベント全体概要 サポカー試乗会概要
対象者（制限の有無）

事前予約の必要性
問い合わせ先 その他連絡事項

関西 京都府 福知山市
京都府警察本部、一般財団法人京都府交

通安全協会、京都府

9月30日（日）

13:00-16:00

イオン福知山店

（京都府福知山市岩井79-8）
【平成３０年秋の交通安全フェア】

安全運転サポート車体験、ドライブレコーダー等の展示・

機能紹介、安全運転に必要な知識の普及啓発を行うと共に

高齢運転者等の意識調査・相談の受付等を行い、高齢ドラ

イバー等の交通安全意識の高揚、交通事故防止を図る。

イオンに来店されるお客様が対象
京都府庁　安心・安全まちづくり推進課

075-414-4367

関西 兵庫県 尼崎市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月26日（金）

12:30-16:30

武庫川自動車学園

（尼崎市西昆陽4-1-13）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

任意保険加入済みで3・5・7ナンバーの自

家用車（ABS付車両）で運転歴1年以上か

つ50歳以上のベテランドライバーの方。

定員あり、要事前申し込み（10月10日

（水）まで）

https://jafevent.jp/event/1709_28_013_

0.html

JAF兵庫支部

TEL:078-871-7561

9:00-17:30（土・日・祝日・年末年始は

休み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

関西 奈良県 橿原市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月22日（月）

12:30-16:30

橿原中央自動車学校

（奈良県橿原市葛本町159番地）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

マイカーで参加可能な方、運転経験1年以

上の50歳以上のドライバー、任意保険要加

入

定員あり。要事前申込（10月10日（水）ま

で）

https://jafevent.jp/event/1806_29_007_

0.html

ＪＡＦ奈良支部

0742-61-0006

【受付時間】平日 9:00～17:30（土日・

祝、年末年始は休業）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

近畿 和歌山県 橋本市

橋本警察署、交通事故をなくする県民運

動伊都地方推進協議会、橋本地区地域交

通安全活動推進委員協議会、ＪＡＦ和歌

山支部、自販連和歌山県支部

9月22日（土）

11:00-15:00

悪天候の場合9/23に

延期

スーパーセンターオークワ橋本店屋上駐車場

（和歌山県橋本市妻2丁目２番25号）

「サポカーを体験！INスーパーセンターオークワ橋本店」

昨年に引き続き２度目となる橋本市での開催です。

当日は最新サポカーの被害軽減（自動）ブレーキとペダル踏み間

違い時加速抑制装置が体験できます。ちびっこには、パトカー展

示や警察官の制服を着ての記念撮影。また、ＪＡＦによるこども

免許証作製もあります。イベントを盛り上げるため、和歌山県警

マスコット「きしゅう君」や和歌山県PRキャラクター「きいちゃ

ん」も会場に駆けつけますので、是非お越しください！

体感会では、助手席による同乗試乗体験可能。

被害軽減（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加

速抑制装置も体験可能。

また、最新のサポカー展示もあります。

誰でも体験可能（当日の受付状況によって

は体験できない場合あり）

事前予約不要（要当日受付）

橋本警察署交通課

0736-33-0110
悪天候の場合9/23に延期

近畿 和歌山県 和歌山市

和歌山県警察本部

ＪＡＦ和歌山支部

自販連和歌山県支部

9月29日（土）

午前の部10:00-

12:00

午後の部13:00-

15:00

岡崎交通センター

（和歌山県和歌山市西1）

「安全運転サポート車体感＆試乗会」

昨年に引き続き２度目となる岡崎交通センターでの開催です。

当日は最新サポカーの被害軽減（自動）ブレーキとペダル踏み間

違い時加速抑制装置が体験できます。ちびっこには、パトカー・

白バイ展示や警察官の制服を着ての記念撮影。また、ＪＡＦによ

るこども免許証作製もあります。イベントを盛り上げるため、和

歌山県警マスコット「きしゅう君」や和歌山県PRキャラクター

「きいちゃん」も会場に駆けつけますので、是非お越しくださ

い！

体感会では、助手席による同乗試乗体験可能。

被害軽減（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加

速抑制装置も体験可能。

また、最新のサポカー展示もあります。

安全運転サポート装置の体感できませんが、お客様自ら最

新のサポカーを試乗できるコーナーもあります。

誰でも体験可能（当日の受付状況によって

は体験できない場合あり）

事前予約不要（要当日受付）

一般社団法人日本自動車販売協会連合会

和歌山県支部

073-422-2027

悪天候の場合は中止

近畿 和歌山県 和歌山市

和歌山東警察署

ＪＡＦ和歌山支部

自販連和歌山県支部

【共催】和歌山県自動車学校

和歌山県交通安全協会和歌山東支部

9月30日（日）

10:00-12:00

和歌山県自動車学校

（和歌山県和歌山市園部1257）

「安全運転サポート車体感会」

今年春に引き続き２度目となる和歌山東署管内での開催です。

当日は最新サポカーの被害軽減（自動）ブレーキとペダル踏み間違い時

加速抑制装置が体験できます。ちびっこには、パトカー・白バイの展

示。また、ＪＡＦによるこども免許証作製もあります。イベントを盛り

上げるため、和歌山県警マスコット「きしゅう君」や和歌山県PRキャ

ラクター「きいちゃん」も会場に駆けつけますので、是非お越しくださ

い！

体感会では、助手席による同乗試乗体験可能。

被害軽減（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加

速抑制装置も体験可能。

また、最新のサポカー展示もあります。

誰でも体験可能（当日の受付状況によって

は体験できない場合あり）

事前予約不要（要当日受付）

一般社団法人日本自動車販売協会連合会

和歌山県支部

073-422-2027

悪天候の場合は中止

関西 和歌山県

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月20日（土）

12:30-16:30
和歌山県運転免許試験場

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

５０歳以上の方で運転歴１年以上、任意保

険加入済の３・５・７ナンバーの自家用自

動車でご参加いただける方

要事前申し込み（10月9日（火）まで）

https://jafevent.jp/event/1807_30_004_

0.html

JAF和歌山支部

TEL:073-421-5355

9:00-17:30（土・日・祝・年末年始は休

み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

中国 岡山県 岡山市 岡山県交通安全対策協議会
9月21日（金）

9:25-10:30

県庁前広場

（岡山市北区内山下2-4-6）

秋の交通安全県民運動推進行事の終了後、同行事へ参加した交通

安全活動団体関係者や報道関係者を対象として試乗体験を行うも

の。

ペダル踏み間違い時加速抑制装置の同乗試乗（助手席又は

後部座席）。

秋の交通安全県民運動推進行事に参加した

交通安全活動団体関係者や報道関係者が対

象。

岡山県交通安全対策協議会事務局

086-226-7292
雨天中止
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中国 広島県 福山市 福山東署、広島スバル
9月15日（土）

9:50-11:30

福山市老人大学

（広島県福山市地吹町12-7）

警察署管内で行われる交通安全講話

高齢者を３班に分けて

①サポカー乗車体験　②ヒコア号　③講習

をローテーションで実施する。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキが体験可能。

霞学区高齢者60人（福山東警察署管内）要

事前問合せ（予約不可の場合あり）

福山東警察署交通一課交通総務係

084-927-0110
雨天中止

中国 広島県 三原市 三原署、広島スバル
9月15日（土）

13:30-15:00

三原市役所本郷支所

（広島県三原市本郷南６-3-10）

警察署管内居住の高齢者に対して行われる交通安全講話

サポカーの体験と講習を二班に分けて交互に行う。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキが体験可能。

高齢者50人（三原警察署管内）

本郷地区の民生委員

本郷交通安全協会役員

本郷安心安全協議会役員等

要事前問合せ（予約不可の場合あり）

三原警察署交通課交通総務係

0848-67-0110
雨天中止

中国 広島県 庄原市 庄原署、ネッツトヨタ広島
9月21日（金）

10:00-12:00

庄原市役所東城支所

（広島県庄原市東城町川東1175）

全国秋の交通安全運動開始式を行った後，参加者の他会場周辺へ

来場したドライバーを対象として体験乗車させるもの。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装

置も体験可能。

高齢者30人

誰でも体験可能（当日の受付状況によって

は体験できない場合あり）事前予約不要

（要当日受付）

庄原警察署交通課交通総務係

0824-72-0110
雨天中止

中国 広島県 広島市 広島中央署、ダイハツ広島
9月24日（月・祝）

9:30-11:30

広島中央自動車学校

（広島県広島市西区観音新町2-10-17）

高齢運転者ドッグ参加者に対して安全運転サポート車の性能体験

等を行うもの。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装

置も体験可能。

高齢運転者ドッグ参加者15人

広島中央警察署管内居住の65歳以上の運転

免許保有者要事前問合せ（予約不可の場合

あり）

広島中央警察署交通一課交通総務係

082-224-0110
著しい荒天以外は雨天決行

中国 広島県 竹原市 竹原署、スズキ広島
9月24日（月・祝）

10:00-12:00

竹原自動車学校

（広島県竹原市中央4-9-1）

警察署管内居住の高齢者に対して行われる交通安全講話

サポカーの体験と講習を二班に分けて交互に行う。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装

置も体験可能。

高齢者30人（竹原警察署管内）要事前問合

せ（予約不可の場合あり）

竹原警察署交通課交通総務係

0846-22-0110
雨天中止

中国 広島県 廿日市市 廿日市署、トヨタカローラ広島
9月27日（木）

13:30-14:00

魅惑の里

（広島県廿日市市吉和 132）

地区の老人会のグラウンドゴルフ大会終了後，大会参加者に対し

て安全運転サポート車の機能について体験させるもの。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装

置も体験可能。

人数：調整中

グラウンドゴルフ大会参加者のみ事前予約

不可

廿日市警察署交通課交通総務係

0829-31-0110
雨天中止

中国 広島県 熊野町 海田署、広島トヨタ
9月28日（金）

9:00-11:00

テクノ自動車学校

（広島県安芸郡熊野町5640-1）

高齢運転者ドッグ参加者に対して安全運転サポート車の性能体験

等を行うもの。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装

置も体験可能。

高齢運転者ドッグ参加者20人

海田警察署管内居住の65歳以上の運転免許

保有者要事前問合せ（予約不可の場合あ

り）

海田警察署交通課交通総務係

082-820-0110
雨天中止

中国 広島県 福山市 福山東署、広島SUBARU
9月28日（金）

13:30-15:00

コスモドライビングスクール

（広島県福山市大門町5-5-3）

高齢運転者ドッグ参加者に対して安全運転サポート車の性能体験

等を行うもの。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキが体験可能。

高齢運転者ドッグ参加者50人

福山東警察署管内居住の65歳以上の運転免

許保有者要事前問合せ（予約不可の場合あ

り）

福山東警察署交通一課交通総務係

084-927-0110 雨天中止

中国 広島県 広島市
広島県警・交通企画課、広島トヨペッ

ト、ダイハツ広島、残り1社調整中

10月2日（火）

10:00-11:55

広島県庁

（広島県広島市中区基町10-52）

交通指導員研修参加者に対して安全運転サポート車の性能体験等

を行うもの。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキが体験可能。

交通指導員100人

交通指導員研修会参加者のみ

広島県環境県民局県民活動課

082-513-2723
雨天中止

中国 広島県 広島市 広島市・安佐北署、スズキ広島
10月2日（火）

14:00-15:30

高陽自動車学校

（広島県広島市安佐北区上深川125）

安佐北警察署管内居住の高齢者に対して安全運転サポート車の性

能体験等を行うもの。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装

置も体験可能。

安佐北警察署管内居住の高齢者30人

事前予約不要（要当日受付）

広島市道路交通局道路管理課安全対策係

082-504-2122
雨天中止

中国 広島県 三原市 三原署、調整中
10月9日（火）

10:00-12:00

くい文化センター

（広島県三原市久井町和草1883-6）

警察署管内居住の高齢者に対して行われる交通安全講話

サポカーの体験と講習を二班に分けて交互に行う。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装

置も体験可能。

高齢者60人（三原警察署管内）久井地区の

民生委員等要事前問合せ（予約不可の場合

あり）

三原警察署交通課交通総務係

0848-67-0110
雨天中止

中国 広島県 広島市 広島市・海田署、スズキ広島
10月9日（火）

14:00-15:30

船越公民館

（広島県広島市安芸区船越5-22-23）

海田警察署管内居住の高齢者に対して安全運転サポート車の性能

体験等を行うもの。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキが体験可能。

海田警察署管内居住の高齢者30人

事前予約不要（要当日受付）

広島市道路交通局道路管理課安全対策係

082-504-2122
雨天中止

中国 広島県 広島市 運転免許課、JAF
10月12日（金）

13:00-14:50

広島県運転免許センター

（広島県広島市佐伯区石内南3-1-1）

教習指導員対象の研修にて安全運転サポート車の性能体験等を行

うもの。

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。被害軽減

（自動）ブレーキが体験可能。
教習指導員100人

運転免許課　自動車教習所係

082-228-0110
雨天中止

中国 山口県 長門市 長門警察署、長門自動車学校
9月21日（金）

16:00-17:00

長門自動車学校

（長門市東深川1188-17）
【交通安全定期診断におけるサポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

長門交通安全協会等が対象
長門警察署

(0837-22-0110)

中国 山口県 山口市 宇部警察署、山口県総合交通センター
9月22日（土）

10:00-12:00

山口県総合交通センター

（山口市小群下郷3560-2）
【山口県総合交通センター見学におけるサポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

宇部交通指導員協議会が対象
宇部警察署

(0836-22-0110)
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中国 山口県 萩市 萩警察署、萩自動車学校
9月22日（土）

9:00-12:00

萩自動車学校

（萩市大字江向46-1）
【高齢者ドライビングコンテストにおけるサポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

コンテスト参加者が対象
萩警察署

(0838-26-0110)

中国 山口県 柳井市 柳井警察署、柳井自動車学校
9月22日（土）

10:00-12:00

柳井自動車学校

（柳井市柳井1697-2）
【サポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

平尾町・田布施町居住の高齢者が対象
柳井警察署

(0820-23-0110)

中国 山口県 周南市 周南警察署、周南自動車学校
9月24日（月）

10:00-15:00

周南自動車学校

（周南市大字粟屋1041-2）
【山口(周南)バイクフェス維新におけるサポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

主として周南市内在住の二輪車愛好者が対

象

周南警察署

(0834-21-0110)

中国 山口県 宇部市 宇部警察署、宇部自動車学校
9月27日（木）

9:30-12:00

宇部自動車学校

（宇部市沖宇部1番地）
【交通安全定期診断におけるサポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

宇部安全協会琴芝分会が対象
宇部警察署

(0836-22-0110)

中国 山口県 山口市 山口南警察署、小郡自動車学校
9月27日（木）

14:00-16:00

小郡自動車学校

（山口市小群下郷768）
【交通安全定期診断におけるサポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

鋳銭司地区老人クラブが対象
山口南警察署

(083-972-0110)

中国 山口県 光市 光警察署、光自動車学校
9月27日（木）

15:00-16:00

光自動車学校

（光市大字立野643）

【シニアドライバーズコンテスト(交通安全定期診断)におけるサ

ポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

光交通安全協会各支部高齢者が対象
光警察署

(0833-72-0110)

中国 山口県 防府市 防府警察署、山口県高等自動車学校
10月1日（月）

13:00-17:00

山口県高等自動車学校

（防府市大字浜方58）
【第11回　防府市交通安全高齢者自転車大会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

防府市内の高齢ドライバー大会選手及び大

会関係者が対象

防府警察署

(0835-25-0110)

中国 山口県 宇部市 宇部警察署、宇部中央自動車学校
10月19日（金）

14:00-16:00

宇部中央自動車学校

（宇部市西琴芝1-8-31）
【交通安全定期診断におけるサポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

宇部安全協会上宇部分会等が対象
宇部警察署

(0836-22-0110)

中国 山口県 宇部市 宇部警察署、宇部自動車学校
10月22日（月）

9:30-12:00

宇部自動車学校

（宇部市沖宇部１番地）
【交通安全定期診断におけるサポカー体験試乗会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

宇部交通安全協会常盤分会が対象
宇部警察署

(0836-22-0110)

中国 山口県 山口市 山口県警、山口県総合交通センター
10月27日（土）

9:00-12:00

山口県総合交通センター

（山口市小郡下郷3560-2）
【高齢者県下交通安全大会】

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

県下の高齢ドライバー等が対象
山口県警交通企画課

(083-933-0110)

中国 山口県 岩国市 岩国警察署、玖西自動車学校
10 月17日（水）

13:40～15:30

玖西自動車学校

（岩国市周東町上久原１１番地２）
【交通安全定期診断におけるサポカー体験試乗会】

「衝突被害軽減ブレーキ」「誤発進抑制制御装置」の安全

機能が搭載された車両に体験試乗。その他に展示車1台あ

り。

本郷自治会員等約10 名
玖西自動車学校

０８２７－２４－０２７０

中国 山口県 山口市 山口県民生活課、交通安全学習館

10月17日（水）

9:00~12:00の間の約

20分間

山口県交通安全学習館

 （山口市小郡下郷３５６０番地２）
【ＴＹＳテレビ山口県政番組「大好き！やまぐち」の取材】

「衝突被害軽減ブレーキ」の安全機能が搭載された車両を

アナウンサーが体験試乗 。
テレビ局の取材

山口県 県民生活課 地域安心・安全推

進班

０８３－９３３－２６１９

中国 山口県 美祢市 美祢警察署
10月22日（月）

10:00 ～11:30

鳳鳴地域交流センター

美祢市東町綾木景平４４４３番地２
【サロン講習におけるサポカー体験試乗会】

「衝突被害軽減ブレーキ」「誤発進抑制制御装置」の安全

機能が搭載された車両に体験試乗。その他に展示車2台あ

り。

鳳鳴やまさと会老人クラブ 20 名
鳳鳴地域交流センター（元鳳鳴小学

校）０８３９６－２－０１１４
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中国 山口県 下関市
長府警察署、アイルモータースクール下

関

10月23 日（火）

13:30～14:30

アイルモータースクール下関

（下関市菊川町吉賀１５８８）
【老人クラブ菊川支部におけるサポカー体験試乗会】

「衝突被害軽減ブレーキ」「誤発進抑制制御装置」の安全

機能が搭載された車両に体験試乗。その他に展示車1台あ

り。

老人クラブ菊川支部 10名
アイルモータースクール下関

０８３－２８７－００１８

中国 山口県 下関市 小串警察署
10月26日（金）

13:30～14:30

夢が丘公園駐車場

下関市豊浦町大字小串８８
【小串地区におけるサポカー体験試乗会】

「衝突被害軽減ブレーキ」「誤発進抑制制御装置」の安全

機能が搭載された車両に体験試乗。その他に展示車2台あ

り。

小串地区の高齢者 20 名
下関市建設農林課管理

０８３－７７２－０６１１

四国 徳島県
板野郡松

茂町

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月20日（土）

13:00-16:00

徳島県運転免許センター

（板野郡松茂町満穂字満穂開拓1－1）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

５０歳以上（運転歴１年以上）のドライ

バーを対象とした講習会。※マイカーでの

実習。参加車両は３・５・７ナンバーの自

家用自動車に制限。定員あり、要事前申し

込み（10月10日（水）まで）

https://jafevent.jp/event/1803_36_001_

0.html

JAF徳島支部

TEL:088-625-6511（土・日・祝・年末年

始は休み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

四国 香川県 高松市

（一社）日本自動車販売協会連合会香川

県支部

（一社）日本自動車連盟（JAF）

香川県警察本部交通部

９月23日（日）

10:00-15:00

香川県運転免許センター

（高松市郷東町578番地138）

・（一社）日本自動車販売協会連合会香川県支部加盟各社による安全運転サポー

ト車（サポカー）の体験試乗

・（一社）日本自動車連盟香川支部等による安全運転サポート車（サポカー）の

機能に関する交通安全教室

　ゲスト　女優（うどん県副知事）　木内　晶子さん

・交通安全ライブ

　mimikaさん、香川県警察音楽隊による交通安全ライブ

助手席・後部座席による同乗試乗にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置等の先進安

全技術の体験が可能。

対象者に制限はありませんが（当日要受

付）、当日の参加希望者数によっては体験

できない場合があります。

自販連香川県支部

TEL:087-881-4996

四国 愛媛県 松山市

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）愛媛県交通安全協会

9月22日（土）

9:00-13:00（8:30受

付開始）

愛媛県運転免許センター

（松山市勝岡町4463-7）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操作「走

る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通

じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や先進安全自動車

（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

普通運転免許証を保有し、マイカーで参加

できる満50歳以上で、運転歴１年以上、車

両に対しての任意保険に加入されている方

定員あり。要事前申し込み

JAF愛媛支部

TEL:089-925-8668

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

四国 愛媛県 東温市

愛媛県警察本部、愛媛トヨタ販売店グ

ループ等
9月22日（土）

10:00-16:00

フジグラン重信 駐車場

（東温市野田3-1-13）

【セーフティドライブ　デイ　in　愛媛】

⑴　サポカー体験（プロドライバーによる実演）

⑵　ドライビングシミュレータ体験

⑶　交通安全教育車によるシミュレータ等体験

⑷　脳機能チェック・視機能トレーニング

⑸　ＡＥＤ講習会

⑹　反射板作成教室

⑺　白バイ・パトカー展示

同乗（助手席又は後部座席）にて、サポカー体験（プロド

ライバーによる実演）が可能。体験内容は、被害軽減（自

動）ブレーキ体験、踏み間違い時サポートブレーキ体験ほ

かを予定。

どなたでも体験可能ですが、当日受付が必

要。当日の希望者数によってはご体験いた

だけない場合があります。

愛媛県警察本部交通企画課

TEL:089-934-0110

四国 愛媛県
伊予郡松

前町

愛媛県警察本部、伊予警察署、松前町、

松前町交通安全推進協議会、愛媛県交通

安全協会、伊予交通安全協会

9月28日（金）

10:30-12:00

エミフルMASAKI 駐車場

（伊予郡松前町大字筒井850）

【交通安全フェア】

⑴　第１部

県警交通機動隊による出動式、アトラクション

⑵　第２部

ア　二代目愛媛県住みます芸人「ひめころん」による交通安全漫才

イ　松前ひまわり保育所、黒田保育所園児による交通安全合唱

ウ　サポカー講習会

エ　「おたたさん」による交通安全啓発広報

オ　白バイ・パトカー写真撮影会　　ほか

同乗（助手席又は後部座席）にて、サポカー体験（プロド

ライバーによる実演）が可能。体験内容は、被害軽減（自

動）ブレーキ体験、踏み間違い時サポートブレーキ体験ほ

かを予定。

どなたでも体験可能ですが、当日受付が必

要。当日の希望者数によってはご体験いた

だけない場合があります。

愛媛県警察本部交通企画課

TEL:089-934-0110

四国 高知県

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月20日（土）

9:30-12:30

高知県運転免許センター

（吾川郡いの町枝川200）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

50歳以上の普通運転免許所持者の方が対象

《参加車両条件》３・５・７ナンバーの自

家用自動車（ＡＢＳ付き車両に限る）※安

全性を考慮して制限させていただきます。

定員あり、要事前申し込み（10月10日

（水）まで）

https://jafevent.jp/event/1808_39_003_

0.html

JAF高知支部

TEL:088-882-0311

9:00-17:30（土・日・祝・年末年始は休

み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。
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九州 福岡県 遠賀町
福岡県警察

（一社）日本自動車連盟（JAF）福岡支部

9月17日（月）

13:15-16:30

おんが自動車学校

（遠賀町大字今古賀81-5）

まずは、安全運転に関する知識・実技の際の注意事項を説明し、

コース走行(急制動・コース内走行)を行う。その後、サポカーの

体験をしていただく。

サポカーには、助手席・後部座席にて体験していただく。

内容は、衝突被害軽減ブレーキ・誤発進防止装置等となっ

ている。

65歳以上の運転者を対象に、事前に申し込

みをしていただく

(一社)日本自動車連盟(JAF)福岡支部

(担当者 玉江･差形)

092-841-7731

九州 福岡県 北九州市
福岡県警察

（一社）日本自動車連盟（JAF）福岡支部

9月20日（木）

13:15-16:30

響灘緑地グリーンパーク

（北九州市若松区大字竹並1006）

まずは、安全運転に関する知識・実技の際の注意事項を説明し、

コース走行(急制動・コース内走行)を行う。その後、サポカーの

体験をしていただく。

サポカーには、助手席・後部座席にて体験していただく。

内容は、衝突被害軽減ブレーキ・誤発進防止装置等となっ

ている。

65歳以上の運転者を対象に、事前に申し込

みをしていただく

JAF福岡支部(担当者 玉江･差形)

092-841-7731

九州 福岡県 柳川市
福岡県警察

（一社）日本自動車連盟（JAF）福岡支部

10月1日（月）

13:15-16:30

柳川自動車学校

（柳川市大和町豊原100）

まずは、安全運転に関する知識・実技の際の注意事項を説明し、

コース走行(急制動・コース内走行)を行う。その後、サポカーの

体験をしていただく。

サポカーには、助手席・後部座席にて体験していただく。

内容は、衝突被害軽減ブレーキ・誤発進防止装置等となっ

ている。

65歳以上の運転者を対象に、事前に申し込

みをしていただく

JAF福岡支部(担当者 玉江･差形)

092-841-7731

九州 福岡県 筑後市
福岡県警察

（一社）日本自動車連盟（JAF）福岡支部

10月15日（月）

13:15-16:30

筑後自動車学校

（筑後市大字久富1133）

まずは、安全運転に関する知識・実技の際の注意事項を説明し、

コース走行(急制動・コース内走行)を行う。その後、サポカーの

体験をしていただく。

サポカーには、助手席・後部座席にて体験していただく。

内容は、衝突被害軽減ブレーキ・誤発進防止装置等となっ

ている。

65歳以上の運転者を対象に、事前に申し込

みをしていただく

JAF福岡支部(担当者 玉江･差形)

092-841-7731

九州 福岡県 うきは市
福岡県警察

（一社）日本自動車連盟（JAF）福岡支部

10月21日（日）

13:15-16:30

うきは市立自動車学校

（うきは市浮羽町浮羽469-1）

まずは、安全運転に関する知識・実技の際の注意事項を説明し、

コース走行(急制動・コース内走行)を行う。その後、サポカーの

体験をしていただく。

サポカーには、助手席・後部座席にて体験していただく。

内容は、衝突被害軽減ブレーキ・誤発進防止装置等となっ

ている。

65歳以上の運転者を対象に、事前に申し込

みをしていただく

JAF福岡支部(担当者 玉江･差形)

092-841-7731

九州 福岡県 豊前市
福岡県警察

（一社）日本自動車連盟（JAF）福岡支部

10月23日（火）

13:15-16:30

アイルモータースクール豊前

（豊前市大字松江1381-1）

まずは、安全運転に関する知識・実技の際の注意事項を説明し、

コース走行(急制動・コース内走行)を行う。その後、サポカーの

体験をしていただく。

サポカーには、助手席・後部座席にて体験していただく。

内容は、衝突被害軽減ブレーキ・誤発進防止装置等となっ

ている。

65歳以上の運転者を対象に、事前に申し込

みをしていただく

JAF福岡支部(担当者 玉江･差形)

092-841-7731

九州 福岡県 北九州市
福岡県警察

（一社）日本自動車連盟（JAF）福岡支部

10月29日（月）

13:15-16:30

北方自動車学校

（北九州市小倉南区葉山町2-7-1）

まずは、安全運転に関する知識・実技の際の注意事項を説明し、

コース走行(急制動・コース内走行)を行う。その後、サポカーの

体験をしていただく。

サポカーには、助手席・後部座席にて体験していただく。

内容は、衝突被害軽減ブレーキ・誤発進防止装置等となっ

ている。

65歳以上の運転者を対象に、事前に申し込

みをしていただく

JAF福岡支部(担当者 玉江･差形)

092-841-7731

九州 佐賀県 佐賀市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

9月30日（日）

12:30-16:30

佐賀県運転免許試験場

（佐賀市久保泉町川久保2269）

【JAF・セーフティトレーニング】

安全運転にかかせない運転の基本操作である「走る・曲がる・止

まる」、「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再

確認する講習会。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイカーでの体験

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

普通免許取得後１年以上、任意保険加入の

3・5・7ナンバーの自家用自動車（ABS付

車両に限る）で参加できる方

定員あり、要事前申し込み（8月29日

（水）まで）

https://jafevent.jp/event/1803_41_013_

0.html

JAF佐賀支部

TEL:0952-30-7000

9:00-17:30（土・日・祝日・年末年始は

休み）

九州 長崎県 西海市 西海市交通安全協議会
9月22日（土）

9:00-12:30

西海市大瀬戸総合運動公園

（西海市大瀬戸瀬戸西濱郷　　８６８番地）

【高齢者子供の参加体験型交通安全教室】入場無料

県警音楽隊等による演奏会や警察官による交通安全の寸劇も開

催！安全サポートカー展示、特別ブースで試乗ができます。白バ

イ・パトカーの乗車体験も！たくさんのイベント用意してますの

で、家族みんなでご参加下さい！

試乗会では、助手席による同乗試乗体験可能。 誰でも体験可能
西海市交通安全協議会事務局

0959-37-0164（西海市役所内）

九州 長崎県 長崎市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月28日（日）

12:45-16:45

浦上自動車学校

（長崎市赤迫3丁目１９－１）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

50歳以上対象。運転歴1年以上で任意保険

加入の3.5.7ナンバーにて参加可能な方

（ABS付き車両に限る）。定員あり、要事

前申し込み（10月28日（木）まで）。

https://jafevent.jp/event/1808_42_006_

0.html

JAF長崎支部

TEL:095-811-2333

9:00-17:30（土・日・祝日・年末年始は

休み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。



ブロック 都道府県 市町村 主催者/共催者 開催日時 開催場所 イベント全体概要 サポカー試乗会概要
対象者（制限の有無）

事前予約の必要性
問い合わせ先 その他連絡事項

九州 長崎県
長崎県警察本部交通部高速道路交通警察

隊、長崎県高速道路交通安全協議会

9月26日（水）

14:00-15:30

長崎自動車道　下り線　大村湾パーキングエ

リア内

【交通安全キャンペーン】

秋の全国交通安全運動の一環として、大村湾パーキングエリアを

利用する運転者等に対して、大学生と共に、交通安全チラシ、交

通安全グッズ等を配布し、全シートベルトとチャイルドシートの

正しい着用、高速道路通行時のマナーアップ、高齢者の交通事故

防止、飲酒運転の根絶を呼びかけるもの。また、セーフティ・サ

ポートカーによる試乗体験、発炎筒使用体験の実施。

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

参加者に制限はありませんが、当日の希望

者数によっては、ご体験いただけない場合

があります。

長崎県警察本部交通部高速道路交通警察

隊（担当　神尾）

ＴＥＬ:0957-26-0178

九州 長崎県 島原市
長崎県県民生活部交通、地域安全課 、 長

崎県警察本部

10月17日（水）

14:00-16:00

雲仙自動車学校

（島原市荻原2丁目5248-1）

【高齢者参加・体験型交通安全講習会】

高齢運転者（６５歳以上）の交通事故防止のため講習会を実施

し、その中で安全運転サポート車の説明、体験試乗を行う予定。

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

高齢運転者（６５歳以上）が対象。

長崎県交通・地域安全課交通安全班

（担当　谷川）

ＴＥＬ:095-895-2341

九州 長崎県
東彼杵郡

川棚町

長崎県県民生活部交通、地域安全課 、 長

崎県警察本部

10月22日（月）

14:00-16:00

川棚自動車学校

（東彼杵郡川棚町百津郷296-37）

【高齢者参加・体験型交通安全講習会】

高齢運転者（６５歳以上）の交通事故防止のため講習会を実施

し、その中で安全運転サポート車の説明、体験試乗を行う予定。

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

高齢運転者（６５歳以上）が対象。

長崎県交通・地域安全課交通安全班

（担当　谷川）

ＴＥＬ:095-895-2341

九州 長崎県 長崎市
長崎県県民生活部交通、地域安全課 、 長

崎県警察本部

10月29日（月）

14:00-16:00

浦上自動車学校

（長崎市赤迫3-19-1）

【高齢者参加・体験型交通安全講習会】

高齢運転者（６５歳以上）の交通事故防止のため講習会を実施

し、その中で安全運転サポート車の説明、体験試乗を行う予定。

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

高齢運転者（６５歳以上）が対象。

長崎県交通・地域安全課交通安全班

（担当　谷川）

ＴＥＬ:095-895-2341

九州 長崎県 壱岐市
長崎県県民生活部交通、地域安全課 、 長

崎県警察本部

10月31日（水）

14:00-16:00

壱岐市自動車教習所

（壱岐市郷ノ浦町田中触991-1）

【高齢者参加・体験型交通安全講習会】

高齢運転者（６５歳以上）の交通事故防止のため講習会を実施

し、その中で安全運転サポート車の説明、体験試乗を行う予定。

同乗試乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽減（自動）

ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置といった先

進安全技術をご体験いただけます。

高齢運転者（６５歳以上）が対象。

長崎県交通・地域安全課交通安全班

（担当　谷川）

ＴＥＬ:095-895-2341

九州 長崎県 長崎市 長崎警察署交通課
10月15日（月）

13:00-16:00

おくんち広場

（長崎市元船町17番）

【高齢者等を対象とした交通安全活動～サポカーの体験試乗会

～】

長崎署管内の高齢者、自治会、買い物客等を対象とした署

独自の交通安全啓発活動を実施し、サポカーの体験試乗会

を行う。試乗会では同乗（助手席又は後部座席）にて、被

害軽減（自動）ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装

置等の先進安全技術を体験可能。

長崎署管内の高齢者、自治会、買い物

客等が対象

長崎警察署交通課

TEL:095-822-0110

九州 長崎県 南島原市 南島原警察署交通課
10月23日（火）

13:00-14:00

南島原市布津多目的集会施設

（南島原市布津町乙１３５４番地）
【南島原市布津地区老人クラブ連合大会】

高齢運転者等に対する安全意識高揚を図るためのイベン

ト。その中で安全運転サポート車の展示、体験試乗を行

う。試乗会では同乗（助手席又は後部座席）にて、被害軽

減（自動）ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等

の先進安全技術を体験可能。

南島原市布津地区老人クラブ連合の高

齢者が対象

南島原警察署交通課

TEL:0957-86-2110

九州 熊本県 合志市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月14日（日）

10:00-16:00

セミコンテクノパーク内特設会場

（合志市福原1-1）

【JAF・セーフティトレーニング】

安全運転にかかせない運転の基本操作である「走る・曲がる・止

まる」、「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再

確認する講習会。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイカーでの体験

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

運転歴１年以上の方、任意保険加入の３、

５、７ナンバーの車両で参加可能な方（Ａ

ＢＳ付き車両に限る）

定員あり、要事前申し込み（10月3日

（水）まで）

https://jafevent.jp/event/1807_43_011_

0.html

JAF熊本支部

TEL:096-380-9200

9:00-17:30（土・日・祝・年末年始は休

み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

九州 熊本県 八代市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

9月16日（日）

12:30-16:30

八代ドライビングスクール

（八代市平山新町5338）

【JAF・シニアドライバーズスクール】

シニアドライバーズスクール 安全運転にかかせない運転の基本操

作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実

際の運転を通じて再確認する講習会。運転の基本、視機能診断や

先進安全自動車（ASV）の体験等が可能。

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

＊50歳以上の方

 ＊任意保険加入の3・5・7ナンバーの車両

で参加可能な方（ABS付き車両に限る）

定員あり、要事前申し込み

JAF熊本支部

TEL:096-380-9200

9:00-17:30（土・日・祝・年末年始は休

み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。



ブロック 都道府県 市町村 主催者/共催者 開催日時 開催場所 イベント全体概要 サポカー試乗会概要
対象者（制限の有無）

事前予約の必要性
問い合わせ先 その他連絡事項

九州 宮崎県 宮崎市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月8日（月）

10:00-16:00

宮崎県総合自動車運転免許センター

（宮崎市阿波岐原4276-5）

【JAF・セーフティトレーニング】

安全運転にかかせない運転の基本操作である「走る・曲がる・止

まる」、「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再

確認する講習会。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイカーでの体験

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

運転経験が1年以上あればどなたでも参加

可能。

定員あり、要事前申し込み（9月30日

（日）必着）

https://jafevent.jp/event/1806_45_008_

0.html

JAF宮崎支部

Eメール:miyazaki-jigyou@jaf.or.jp

TEL:0985-52-4511　

	FAX:0985-53-1483

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。

九州 鹿児島県 鹿児島市

（一社）日本自動車連盟（JAF）

（一社）日本自動車工業会（JAMA）

（一財）全日本交通安全協会

10月13日（土）

13:00-17:00

鹿児島県運転技能向上センター

（鹿児島市谷山港1-2）

【JAF・セーフティトレーニング】

安全運転にかかせない運転の基本操作である「走る・曲がる・止

まる」、「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再

確認する講習会。

※一部のカリキュラムを除き、普段乗り慣れたマイカーでの体験

【ＡＳＶ（先進安全自動車）体験】

先進安全自動車（サポカー）を使って、衝突被害軽減ブ

レーキの体験試乗。

※実施内容は変更になる場合あり

運転歴１年以上で参加可能な方（ＡＢＳ付

き車両に限る）

定員あり、要事前申し込み（10月4日

（木）必着）

https://jafevent.jp/event/1807_46_008_

0.html

JAF鹿児島支部

TEL:099-284-0007

9:00-17:30（土・日・祝・年末年始は休

み）

カリキュラム内容は会場により異なる。ま

た、会場等によっては、衝突被害軽減ブレー

キなどASV体験カリキュラムの実施や内容等が

変更されている場合があるため、事前に開催

場所のJAF支部までお問い合わせください。


