
中国運輸局 重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ・自動車運送事業者などに対し、会議等において助言指導を推進し、安全運行の徹底を図った。・自動車運送事業者に対して、歩行者及び自転車利用者（特に子供、高齢者）の安全、乗合バス等における乗客の保護に配慮するよう指導した。○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ・自動車運送事業者に対し、特に薄暮時の前照灯の早めの点灯を呼びかけた。○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ・自動車運送事業者などに対し、会議等において助言指導を推進し、安全運行の徹底を図った。・シートベルトを常時着用できる状態にしておくとともに、運行前にシートベルト及び座席の不具合の有無の点検を行い、乗客にシートベルトの着用を呼びかけるよう指導した。○飲酒運転の根絶 ・自動車運送事業者などに対し、会議等において助言指導を推進し、安全運行の徹底を図った。・自動車運送事業者に対し、運転者に対する適切な指導監督を実施するとともに、アルコール検知器の使用の徹底による厳正な点呼の実施を行うよう指導した。○その他 ○自動車損害賠償責任保険等への加入促進○本運動期間中、井原鉄道株式会社に立入りして調査したところ、次のとおり積極的に取り組んでいた。・視覚障害者に対する誘導案内等の強化について関係部署に通達を発出し積極的に取り組んでいたほか、駅の放送設備等を活用してホーム上における事故防止の啓発に取り組んでいた。・このほか、列車に添乗して運転士の運転取扱いについて確認したところ、基本動作を励行しており良好であった。・9月20日（水）には消防署と合同で踏切事故発生時の現場処置訓練並びに負傷者救護及びお客様誘導訓練を実施し、相互の連携について理解を深めていた。・街頭車両検査及び自動車整備事業者の監査を実施し、不正改造車、整備不良車の排除を行った。広島労働局 重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 県内各労働基準監督署、ハローワークにおいて、「秋の全国交通安全運動」のポスターを掲示するとともに実施要綱の周知を図った。○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 県内各労働基準監督署、ハローワークにおいて、「秋の全国交通安全運動」のポスターを掲示するとともに実施要綱の周知を図った。○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 県内各労働基準監督署、ハローワークにおいて、「秋の全国交通安全運動」のポスターを掲示するとともに実施要綱の周知を図った。○飲酒運転の根絶 １）県内各労働基準監督署、ハローワークにおいて、「秋の全国交通安全運動」のポスターを掲示するとともに実施要綱の周知を図った。２）「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づく始業点呼時での飲酒等の確認について、事業場へ周知指導を実施した。○その他 １）過重労働の防止、労働条件の確保・改善のため、県内各労働基準監督署において、運送事業者に対する監督指導を実施した。２）労働基準関係法令の周知のため、陸運行政機関が行う新規許可事業者等への指導講習へ講師派遣を行った。３）自動車運転者の労働条件の改善及び交通事故防止のため、労働時間管理適正化指導員による自動車運送事業者に対する個別訪問指導を実施した。広島国道事務所 重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ・高齢者の利用する機会の多い施設周辺において点検を実施○その他 ・道路情報表示板の活用による安全通行に関する情報の提供・大型車両等の通行における指導取締り

平成29年秋の全国交通安全運動における各機関・団体の実施結果



広島県市長会・広島県町村会重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ・事務局が入居する会館内にポスターを掲示して，事故防止の啓発を行った。○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ・事務局が入居する会館内にポスターを掲示して，事故防止の啓発を行った。○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ・事務局が入居する会館内にポスターを掲示して，シートベルト，チャイルドシート着用の啓発を行った。○飲酒運転の根絶 ・事務局が入居する会館内にポスターを掲示して，飲酒運転防止の啓発を行った。広島市 重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底○飲酒運転の根絶○その他広島県教育委員会豊かな心育成課重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ○秋の全国交通安全運動の周知と併せて，児童生徒の交通事故防止について通知した。○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ○秋の全国交通安全運動の周知と併せて，自転車の安全な利用について通知した。〇県警察本部と連携し，「児童生徒に対する自転車交通安全教育の活性化」について通知し，各学校に対し次の２点を指導した。①所管の警察署と連携し，自転車交通安全教育を実施し，児童生徒が主体的に学ぶ機会とすること。②「自転車安全利用五則」をはじめとした道路交通法等関連法規の遵守，自転車通学における使用の決まりの遵守，車両の点検整備，通学路での混雑緩和等の安全指導及び安全管理を実施すること。○「自転車通学指導セミナー」を開催し，生徒への自転車利用に当たって指導方法を研修した。広島県警察 重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ○悪質危険な交通違反に対する指導取締り○県下一斉通学路取締りを実施○通学・通園時間帯は児童幼児を中心に，薄暮時間帯は高齢者を中心とした保護誘導活動○安全運転サポート車の体験試乗会を実施　○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ○歩行者に対する反射材用品の配布，直接貼付活動を実施○ハンドＰＯＰを使用して早めのライト点灯と上向きライトの励行について街頭活動を実施○早朝，薄暮時にパトカーから安全運動に関する広報文などを広報啓発を実施○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ○シートベルトコンビンサーを活用した交通安全活動を実施○事業所に対するシートベルト着用の重要性についての交通安全講話を実施○街頭キャンペーンにおける通行車両に対するシートベルト着用及びチャイルドシートの正しい使用に関する広報啓発活動を実施○飲酒運転の根絶 ○酒酔い体験ゴーグルを活用した交通安全教室を実施○飲酒取締りを実施○飲酒運転根絶宣言所の拡充を図る広報啓発活動を実施○飲酒運転による交通事故パネルを使用して飲酒運転根絶を訴える広報啓発活動を実施○その他 ○情報板の活用による情報発信・啓発活動の実施○白バイ交通安全競技大会を通じて，二輪車の交通事故防止，安全運転サポート車の体験試乗を実施

別紙のとおり



健康福祉局 重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底○飲酒運転の根絶広島県土木建築局道路整備課重点実施項目 実　施　内　容○その他 ・道路情報提供装置に「秋の全国交通安全運動実施中」等を表示し，広報活動を行った。・道路パトロールを実施した。西日本旅客鉄道株式会社 広島支社重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ・自動車運転時には防衛運転の実行、子ども・高齢者への思いやりの精神に徹した運転を心がけるよう指導した。・公私共に同乗する際には運転者任せにすることなく交通状況を把握し、危険であれば運転者へ指示するなど「気づかせる行為」をおこなうように指導した。○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ・交通ルール遵守とマナー向上に努めることを周知した。・日没が早くなり歩行者が見えづらくなることで事故を起す恐れが大きくなるので、運転者は早めライトを心掛けること。また、暗所ではハイビームを活用し事故防止に努めるよう区内全員に周知した。○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ・安全運転、法令順守、交通マナーの徹底を社員に周知した。○飲酒運転の根絶 ・交通ルールを再確認し遵守すること、特に飲酒運転は絶対に行わないことを「４つの自問」と合わせて指導した。○その他 ・小学校に出向き低学年の児童を対象に踏切教室を実施した。その中で、踏切非常ボタン及びホーム非常ボタンの取扱い方を体験していただくと伴に、イタズラで決して押さないよう指導した。西日本旅客鉄道株式会社 岡山支社重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止○飲酒運転の根絶 ・ポスター掲出による取り組み内容の周知・点呼等で秋の全国交通安全運動の実施を周知西日本高速道路㈱中国支社重点実施項目 実　施　内　容○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底○飲酒運転の根絶○その他 ・休憩施設（SA・PA）でのポスター、チラシの掲示・交通安全キャンペーンの実施

・ポスター掲出による取り組み内容の周知・点呼等で秋の全国交通安全運動の実施を周知
・チラシの掲示

関係団体（保育所，民生委員・児童委員協議会，社会福祉協議会等）に対し，今回の運動の基本の推進項目について周知した。



本州四国連絡高速道路(株)しまなみ尾道管理センター重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底○飲酒運転の根絶○その他広島県道路公社 重点実施項目 実　施　内　容○その他 ・道路情報表示板への「秋の全国交通安全運動実施中」の表示・管理事務所での啓発ポスターの掲示広島高速道路公社 重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 〇情報提供の推進社屋の掲示板等において情報提供を行った○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 〇情報提供の推進社屋の掲示板等において情報提供を行った。○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 〇多様な情報提供の推進・HPや各種広報媒体を用いて、交通事故に関する情報提供を行った。・全席シートベルト着用について、道路情報板や巡回車両の車載表示板を用いて利用者へ啓発を行った。○飲酒運転の根絶 〇多様な情報提供の推進各種広報媒体を用いて、交通事故に関する情報提供を行った。〇職員及び委託業務従事者への教育職員等に対して行っている「安全教育」や「酒気帯び確認」等の対策を継続するとともに、委託業務従事者に対しても交通安全教育を徹底した。

                                       ・ＰＡ内に交通安全に関するポスター等を掲出・ＰＡでの交通安全キャンペーンを実施・道路情報板を活用した交通安全の啓発



(公財)広島県交通安全協会重点実施項目 実　施　内　容

○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ○交通安全講習会の開催・子ども交通安全教室　　13回　延べ人員  816人・高齢者交通安全教室　　40回　延べ人員3,713人・ビデオ教室　　　　　　74回　延べ人員 1,868人・母親教室　　　　　　　 2回　延べ人員   100名・その他教室　　　　　　12回　延べ人員   803名○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ○各種講習会、交通安全教室等の実施県内各地において、夕暮れ時や夜間の危険性、夜間等における自転車の安全な乗り方や安全な歩行等について、反射材や「点ける広島県」ライト運動実施中のチラシを使った街頭指導、キャンペーン、交通安全講習会を通じて啓発した。・自転車教室　　　　　 6回　     　人員   741人・自転車点検　　　　　13回   772台 人員   101人・高齢者交通教室 　　 40回     延べ人員  3,713人・子供交通教室　　　　13回　　 　　人員　  816人・グランドゴルフ 　　  5回　 　　  人員　  581人○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ○各種講習会、交通安全教室等の実施○県内各地において、運転者に対する講習等を実施してシートベルト着用やチャイルドシートの重要性、有効性に関して理解と確実な着装を教養した。○飲酒運転の根絶 ○各種講習会、交通安全教室を開催した際、ハンドルキーパー運動を広めて飲酒運転根絶への協力を呼びかけた。○飲食店等に対し、ハンドルキーパー運動の協力を呼びかけて協力を依頼した。○その他 ○広島県運転免許センター玄関前に「交通安全運動期間中」のバナー、通路に交通安全啓発の幟旗を掲出。○広島県運転免許センター内の「セーフティプラザ」及び、交通安全体験車「ヒコア号」によるシミュレーション体験などの実践体験型安全講習を実施した。・「セーフティプラザ」期間中の来場者　 　 　５４４名・交通安全運動期間中、「交通安全体験車ヒコア号」・派遣回数        ５ 回・体験者合計   ５５０名○期間中チャイルドシート貸出　　２3台○９月７日、ＪＭＳアステールプラザにおいて、県民の交通安全意識の高揚を図るため、「秋の全国交通安全運動」の一環として広島県、広島県警察等と共催し、「広島県交通安全県民大会」を開催した。○来場者　544名

１　広報活動の推進（１）月刊広報紙「交通ひろしま」、ポスター、リーフレット等の各種資料による広報活動　　・広報紙「交通ひろしま」配布　　110,000部　　・各地区広報紙                   12,700部　　・チラシ・パンフ類               68,330部　　・交通安全関連配布物　　　　　　  6,781部    ・反射材配布　　　　　　　　　　 24,700個、（２）ラジオによる広報・中国放送で各警察署交通課長等による、おはようラジオ｢今日も一日交通安全｣　（9月中　 20回）（３）中国新聞・朝日新聞広告による広報（４）インターネットによる広報ホームページでの情報提供（５）電光文字放送、懸垂幕等による運動スローガン等の広報（６）広報車による街頭広報活動　　  ・出動車両　 　延べ　161回、　人員　311人（７）広島県運転免許センター正面玄関、及び東部運転免許センター正面玄関に秋の交通安全運動の「バナー」、通路に各地区交通安全協会の「幟端」を掲出し、交通事故防止を呼びかけた。２　各種イベント等の開催地区交通安全協会を中心に、地域の実情に即したイベント、街頭キャンペーン等で、運動の重点や安全意識の高揚に努めた。・交通安全運動開始式　  14箇所 　    人員　1,637人　・交通安全キャンペーン　83回   延べ人員  2,357人　・交通安全パレード　　　 7回　　　 人員　　127人・街頭指導　　　　　　　 217回　 延べ人員　1,308人　・街頭パレード　　　　　 7回　 延べ人員　　127人　・テント村　　　　　　55箇所   延べ人員  1,872人　・イベント　　　　　　　34回　　　 人員　1,101人　・グランドゴルフ　　　　 5回　　　 人員　　581人３　各種講習会、交通安全教室等の実施県内各地において、高齢者に対する自転車の安全な乗り方教室等、各種交通安全講習や交通安全教室を開催した。４　県内企業等に対する交通安全講習会の開催(４件)・情報プラザ～安佐北支所亀崎支　　・東広島支所～特定非営利活動法人対象の交通安全講習会・安佐北支所～亀崎支部事務局内の情報プラザで高齢者等対象の交通安全講習会・呉支所～    企業対象(日新製鋼)の交通安全講習会・福山東支所～企業対象(早川ゴム)の交通安全講習会

○共通項目



一般社団法人広島県安全運転管理協議会重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ○安全運転管理者等講習、企業内交通安全講習（以下「交通安全講習会等」という。）において「子供や高齢者の特性」を説明・理解させ、運転者としての配意事項及び保護意識について再認識させた。また、高齢運転者に対しては、身体機能の変化と運転に及ぼす影響を説明し、交通安全意識の高揚を図った。○関係機関・団体と共催で、小学校生徒、高齢者に対する交通安全教室を開催した。○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ○交通安全講習会等において、反射材の効果を理解させ、歩行者・自転車利用者の着用促進を指導した。○自転車利用者に対しては、法令遵守意識の高揚を図った。○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ○交通安全講習会等において、シートベルトの効果を説明し、正しい着用を徹底するよう指導した。○飲酒運転の根絶 〇交通安全講習会等により飲酒運転の危険性、犯罪性等を取り上げ、根絶気運の醸成を図った。○飲酒ゴーグルやアルコールチェッカーを活用し、飲酒運転防止を訴えるとともに、ハンドルキーパー運動の徹底を呼びかけた。○その他 ○地区協議会に対して交通安全運動の周知と効果的な取組みを行うよう文書を発出するとともに、地区から事業所に対して同様に通知した。○関係機関・団体等協力し、街頭キャンペーン、車両パレードにより、それぞれの重点に沿った交通事故防止を呼びかけた。○電光掲示板、懸垂幕及び幟旗等による交通事故防止の周知と啓発を図った。○ＤＶＤの貸出を促進し、交通安全意識の醸成を図った。○機関誌及びホームページに本運動を掲載して、啓発を図った。○メールアドレス登録者に対して、本運動を周知し、事業所での取組について指導した。（一社）広島県指定自動車学校協会重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ○高齢者交通安全教室等を開催し、安全な道路横断のほか、高齢者の身体機能の低下など教養するとともに、安全サポートカーの体験乗車など交通事故防止教養の推進９校４５２人○高齢者講習時を利用した交通事故防止教養の推進７校　７３回７１９人○子供交通安全教室の開催４校２２９人○通学路等における交通安全街頭活動の推進７校６９５人○大型モニター、ポスター、チラシ等による「高齢者交通事故防止啓発活動」の推進２９校○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ○小学生児童等に対する自転車教室等を開催し、自転車の正しい乗車方法を実技指導した。５校318人○通学路、駅前などにおいて自転車事故防止キャンペーンの開催　６校　475人○「自転車安全五則」のポスターなどを貼付し広報啓発活動の推進　29校○大型モニター、ポスター、チラシなどによる啓発活動の推進　29校○高齢者講習、各種キャンペーンにおいて反射材などのグッズを配付　８校　1090人○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ○大型モニター、電光掲示板、ポスターなどによる広報啓発活動の推進　29校○コンビンサーを使用した体験型指導の推進　４校600人○各種講習、企業研修を利用した正しいチャイルドシート着装の指導　29校○飲酒運転の根絶 ○酒酔いゴーグルを使用した体験型指導の推進　　４校　１８０人○卒業生に対するレターでの呼びかけ広報啓発活動の推進　　２校　７８０人○職員に対する飲酒運転絶滅意識の高揚　　　　２９校○大型テレビモニターで「広島飲酒運転ゼロプロジェクト」の動画の配信　　１校○その他 ○幟旗、立て看板、交通安全マグネットの全車両への貼付による広報啓発活動を推進２９校○警察、関係団体等と連携し、交通安全各種イベントの実施　　１９校○各種イベント・講習を通じ、反射材、ティッシュなどを配付し、交通安全運動の機運醸成　1619人



広島県交通安全母の会 重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 県内各地において、児童、生徒の登下校時の見守りやあいさつ運動を通して地域の交通活動をはかる。○飲酒運転の根絶 「交通安全は家庭から」を徹底し、各家庭で交通安全家族会議を行い、飲酒運転根絶を周知させる。広島県二輪車普及安全協会重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ・県下二輪販売店店頭で安全指導を実施・幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用と幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進・高齢者自身による身体機能の低下を認識し安全行動の実践を推進・自身の運転技術に応じた安全運転を推進○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ・歩行者・自転車利用者の反射材用品等の着用の促進・安全点検実施。整備不良・不正改造車の復元指導・夕暮れ時における自転車の前照灯の早め点灯の励行（傘下会員販売店店頭・街頭指導等で実施）・夕暮れ時、車両は早めの点灯とスピードダウンを励行○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ・全ての座席においてシートベルト又はチャイルドシートの着用の必要性と義務化されたことの周知徹底・オートバイに於いてはヘルメットの正しい着用と胸部プロテクターの着用をアピール。○飲酒運転の根絶 ・飲酒運転追放のポスターの掲示　来客・職員に広報啓発・飲酒運転の悪質性・危険性の理解や飲酒運転行為を是正させるための運転者指導・ハンドルキーパー運動普及促進　実銭○その他 ・新聞の交通安全推進運動広告に協賛掲載（朝刊 1紙）安全運動告知・県下会員二輪販売店にポスター・チラシ等交通安全運動広報資を送付 街頭指導・店頭で配付　安全運動推進に活用・地区開催街頭キャンペーンに参加，関係機関と連携し啓発物等を配付，交通安全運動期間の告知・期間中店頭・街頭で二輪車及び自転車の無料安全点検実施日本自動車連盟広島支部重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ・イベント等で「こども安全免許証」を発行し、交通安全の啓発を実施　→期間中実施４回、発行者数４１４名・高齢者対象のＡＳＶ座学講習　→期間中実施１回、３６名参加・視機能診断装置「ドライバーズドック」の使用　→期間中実施２回、６０名体験○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ・イベント等で反射材効果体験ツールを使用した反射材着用の推進　→期間中実施２回、体験人数２２２人○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ・シートベルトコンビンサー（体験車）等にてシートベルトの効果を体験し、正しい着用の必要性について指導・啓発　→期間中実施１回、１２５名体験・ＪＡＦ会員向けに機関誌にて広報し、チャイルドシート取付チェックを実施　→期間中実施２回、参加者数２名○飲酒運転の根絶 ・企業、団体等が実施する安全運転講習会に講師として参加し、交通事故防止を推進　→期間中実施３回、１１０名参加○その他 ・事務所内外に幟旗・ポスターの掲示と連盟車両に『交通安全運動実施中』のマグネットステッカーを貼り運動の広報　→連盟車両２８台にマグネット貼付、県内６箇所で幟旗・ポスターの掲示



（公社）広島県バス協会重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ○広報活動の推進○社会的使命と運転適性の自覚を促す・高齢者・子供等への運行中の注意及び配慮をする・車内事故防止の再徹底（ゆとり運転・ゆとり乗降）・安全・安心が絶対の使命であることを自覚させる○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ○昼間・早めのヘッドライト点灯○暗い道での前照灯（上向き）の点灯の励行○夕方や夜間の無灯自転車に注意をする○安全に必要な車間距離を再確認する○狭隘路では絶対に追い抜かない○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ○シートベルト着用の再点検・乗客の着用の目視確認・シートベルト不具合の有無の点検・運転者の着用○飲酒運転の根絶 ○飲酒運転防止マニュアル等を活用した再徹底○飲酒の身体に与える影響を再認識○飲酒に関する社会の動向を周知○その他 ○車内放送で本運動の趣旨を一般に周知した。○車両・停留所・事業所等にポスターを掲示し本運動の趣旨を一般に周知した。一般社団広島県タクシー協会重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ・通勤・通学時間帯における街頭の児童に対する思いやり運転の励行に努めた。・高齢者に対する思いやり運転の励行と、高齢者マークを表示した車両に対する保護義務を周知した。○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故を防止するため、視認性を高める前照灯の早めの点灯に努めた（原則上向き点灯とこまめな切り替え）・自転車を見かけたときは、危険を予測し自転車の動きに注意して速度を落とすなど、思いやり運転に努めた。○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ・全席シートベルトの着用と正しいシートベルト使用方法の徹底を図った。・シートベルト着用のステッカーを車内に貼付し、乗客に対する着用の声掛けの励行に努めた。○飲酒運転の根絶 ・ハンドルキーパー運動の促進及び運転者への酒類提供禁止を周知徹底した。・点呼時に義務付けられている乗務前後のアルコールチェッカーを用いた飲酒検査を確実に実施した。○その他 ・いわゆる「ながらスマホ」のユーザーが増加し、周囲への注意力が欠如した状態行動に起因する交通事故防止に配慮した。・指導員・指導車による巡回指導を実施し、悪質・危険性・迷惑性の高い違法駐車の排除に努めた。・事業所に交通安全旗・ポスター等を掲出し、車両にステッカー、乗務員にワッペンを着装して本運動の周知を図った。広島県個人タクシー協会重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ・広報及びポスターの掲示等により、高齢者及び子どもの保護意識の徹底と交通ルールの遵守及び　交通マナーの向上を事業者団体を通じ事業者に呼び掛けた。○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ・注意及び保護意識の徹底を図るための広報活動を行った○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ・広報及びポスターの掲示等により、シートベルト着用の効果等について事業者団体を通じて事業者に周知を図った。○飲酒運転の根絶 ・広報及びポスターの掲示等により、飲酒運転の悪質性・危険性を訴えるとともにアルコール検知器の点検及び適正な使用と記録について、事業者団体を通じ事業者に指導した。○その他 ・自動車点検基準に基づく日常点検整備及び定期点検整備の励行について事業者団体を通じ事業者に指導した。



（公社）広島県トラック協会重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 ・高齢者の交通事故防止対策として、広島県警察と協力し、「カープのロゴ入り、赤色」のＬＥＤライト5,000個作成し、街頭キャンペーン等の機会を通じて配布し、子供と高齢者の交通事故防止を図った。・尾道トラック祭り等のイベント開催において、子供・高齢者を対象とした安全指導を行った。○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ・事業用自動車等の薄暮時の交通事故を防止するため、、事業者間において「早めのライト点灯運行」を指示し展開した。・事業用自動車運行中、自車周囲の自転車に対する警戒心及び自転車利用者の安全に配慮した運転意識の醸成及び自転車利用者の安全に配慮した運転意識の醸成を図った。・自身及び家族を含めた自転車利用者に対する利用マナーの徹底を図った。○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 ・事業用貨物自動車乗務中における確実なシートベルト着装意識の徹底を図った。・乗務員家族を含めた、マイカー運転時の全席の確実なシートベルトの着装とチャイルドシートの使用を徹底した。○飲酒運転の根絶 ・適正化指導員により、各事業所運行管理者等による点呼時の確実なアルコールチェックの実施を再度徹底した。・安全教育等を通じ、「飲酒運転をさせない・許さない土壌、環境づくり」の推進と飲酒運転根絶気運を醸成した。・各種会合等を通じ、「ハンドルキーパー」の推進を図った。○その他 ・協会機関誌「ひろしまトラック広報」による会員への広報活動を実施した。・中国新聞、ラジオ等の広報媒体による広報活動を行った。・交通安全幟旗を作成し、会員に配布するとともに、各事業所において掲示し、啓発を推進した。・県警・各自治体等が開催する開始式や各種街頭キャンペーンに積極的に参加し、啓発運動を行った。（別添、出発式及び各種キャンペーン等への参加状況のとおり）（公財）広島県老人クラブ連合会重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底○飲酒運転の根絶○その他自動車安全運転センター広島県事務所重点実施項目 実　施　内　容○子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底○飲酒運転の根絶○その他 ・当事務所における電話対応の際，併せて本運動の実施を広報するとともに安全運転意識の高揚のためのワンポイントアドバイスを実施する。
・ポスターの掲示事務所窓口及び掲示板に本運動のポスターを掲示し，来訪者等に対し，本運動の実施を広報した。・講習会場等での本運動の広報の実施優良運転者講習時に行う勧奨業務時及び窓口申請者に対して，本運動の実施を広報した。・本運動のイベント等に積極的に参加し，本運動の実施を広報した。

「平成２９年秋の全国交通安全運動」について，広島市を除く県内２２の市町老人クラブ連合会へ文書で周知するとともに，当会ホームページに啓発チラシ及び実施要綱を掲載し，会員等への周知を図った。



◎道路管理課 実施事項 実　施　内　容 実施期間 実施場所
9月9日(土)

10:00～10:45飲酒運転根絶 9月9日(土)キャンペーン 10:20～13:00 パレード以降市内電車各路線で通常運行
9月10日(日)

9:30～11:30◎中区 実施事項 実　施　内　容 実施期間 実施場所
9月21日(木)

10:00～10:30

9月22日(金)

15:00～16:00◎東区 実施事項 実　施　内　容 実施期間 実施場所
9月21日(木)

17:30～18:00

9月28日(木) 東区民文化センター
11:45～12:15 オープンプラザ
9月28日(木)

15:00～16:00◎南区 実施事項 実　施　内　容 実施期間 実施場所
9月21日(木) 国道2号
7:30～8:00 出汐町交差点他

9月25日(月) マツダスタジアム
8:10～8:50 西交差点◎西区 実施事項 実　施　内　容 実施期間 実施場所交通安全

9月21日(木)街頭キャンペーン 11:00～12:00

街頭キャンペーン 交通安全運動期間中であることを、啓発物の配布などを通じて、通行している車、自転車及び歩行者へ周知するとともに、併せて交通ルールの遵守やマナーアップなどを呼び掛ける。連絡通路を通行する人を対象に、(公社)広島県トラック協会広島支部と協働で啓発物等の配布による啓発活動を実施し、交通安全運動の周知と交通事故防止を呼び掛ける。 アルパーク連絡通路

こどもの安全教室 児童館の児童を対象に、交通安全啓発用ビデオの上映を実施し、交通安全意識の高揚を図る。 上温品児童館

街頭キャンペーン 八丁堀交差点周辺において、中区交通安全運動街頭キャンペーンと自転車盗難防止キャンペーンを実施する。関係団体の協力により、チラシ・啓発物を配布するとともに、のぼり旗を掲出し、市民の交通安全・防犯意識の高揚を図る。 八丁堀交差点周辺広報車による広報 広報車で広報テープによる広報を行う。 主要道路
街頭キャンペーン 交通安全用のぼり旗の掲出や啓発物の配布などを通して自動車及び自転車運転者等に対し、交通事故防止や交通マナーの向上を呼び掛ける。 JR広島駅北口周辺「木曜であい市」交通安全啓発 「木曜であい市」の利用者を対象に啓発物の配布を通じて交通安全の周知と交通事故防止を呼び掛ける。

交通安全ラッピング電車の運行 交通安全スローガンを表示したラッピング電車を運行し、広く市民に対し交通安全運動の周知と交通安全意識の高揚を図る。 9月9日(土)～30日(土) 電車パレード：広島駅～広電西広島安全運転サポート車、飲酒運転根絶の啓発 交通イベント「ひろしまバスまつり」において、高齢運転者の安全運転を支援する自動ブレーキなど先進安全技術を搭載した自動車「安全運転サポート車」の普及啓発及び飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立を図る。 広島市中小企業会館

広島市実施結果秋の全国交通安全運動ふれあいキャンペーン 秋の全国交通安全運動(9月21日～30日)に先立ち、警察署・交通安全協会との共催でキャンペーンを行い、参加者による通行人への啓発物配布等により、広く市民に交通安全運動の周知と交通安全意識の高揚を図る。 JR広島駅南口地下イベント広場及び広島駅南口駅前広場関係機関が一体となったキャンペーンを行い、死亡事故等の重大事故に直結する飲酒運転根絶の機運の高揚と飲酒運転根絶に向けた各種取組みの一層の推進を図る。
別紙



◎安佐南区 実施事項 実　施　内　容 実施期間 実施場所
9月28日(木) 安佐南警察署駐車場
15:00～16:00 及び安佐南区役所駐車場◎安佐北区 実施事項 実　施　内　容 実施期間 実施場所安佐北交通安全
9月19日(火)区民大会 9:30～11:30

9月25日(月)

10:00～12:00

9月28日(木)

15:00～16:00◎安芸区 実施事項 実　施　内　容 実施期間 実施場所駅の周辺でチラシを配りながら交通安全を呼び掛ける。 9月21日(木)広島県立安芸南高等学校書道部が作成した、安芸区スローガンを書いた横断幕を使用して啓発を行う。 7:30～8:00

9月22日(金) 国道2号線及び31号線
15:00～16:15 主要交差点7か所◎佐伯区 実施事項 実　施　内　容 実施期間 実施場所ファミリーストア広電楽々園店及びその周辺五月が丘交通安全 交通安全キャンペーンを実施し、車のドライバーや通行者に啓発物の配布を行う。 9月28日(木) ピュアークックテント村 五月が丘中学校生徒会、警察署、その他地域団体と協力し、交通事故防止を訴える。 16:30～17:30 五月が丘店前

街頭キャンペーン JR矢野駅周辺主要交差点立会 交通安全運動推進隊が各地区の活動場所交差点に立会して交通安全指導を行う。街頭キャンペーン 交通安全街頭キャンペーンを実施し、通行者に啓発物の配布を行う。併せて、交通ルールの周知と子どもと高齢者の交通事故防止について重点的に訴える。 9月21日(木)

16:00～17:00

街頭キャンペーン 三入児童館を利用する小学1～3年の児童が、桐陽台入口バス停付近で、通行する車両のドライバーに交通安全マスコットを手渡しながら安全運転を呼び掛ける。 桐陽台入口バス停付近

街頭キャンペーン 自動車運転者等に対して、チラシ･啓発物を手渡すとともに、自転車マナーアップの声かけを行う。交通安全表彰式及び平成27年度末から実施しているドライブレコーダーを活用した高齢運転者の運転診断が1年半を経過したことから、最初に運転診断を実施した80歳以上の高齢運転者3名に再度運転診断を受けてもらい、現在の運転技術や判断力などを確認し、気づきなどの意見交換や運転診断カルテの交付を通し、安全運転への意識啓発を図る。 安佐北区役所講堂高齢者交通安全教室 深川地区の高齢運転者を対象に、運転技能や身体能力等の診断や体験を通して交通安全の意識啓発を行う。 高陽自動車学校



２　広報活動等 実施事項 実　施　内　容 実施期間 備　考広島市ホームページによる広報 広島市のホームページに、運動の概要と各種行事の予定を掲載することにより、運動の周知を図る。 9月中旬から運動期間終了まで 道路管理課
9月17日(日)

21:54～21:58広島市デジタルサイネージによる広報 広島市のデジタルサイネージに、運動の期間と重点等を掲載することにより、運動の周知を図る。 運動期間中 道路管理課ポスターの掲出 区役所等の各施設でポスターを掲出し、運動の周知と交通安全の意識啓発を行う。 運動期間中 本庁舎及び区役所等懸垂幕の掲出 懸垂幕を掲出し、運動の周知と交通安全意識の啓発を図る。 運動期間中 本庁舎及び区役所道路電光表示 安佐北区内5か所による広報 佐伯区内3か所安芸区民文化センター広報車による巡回広報 各区役所の広報車により、市域内を巡回広報する。 運動期間中 区役所本庁舎、区役所及び協力企業等施設内放送による広報 公共施設、大型スーパー等に対し、交通事故防止を呼び掛ける放送を依頼し、利用者等に交通安全運動の周知と交通安全意識の高揚を図る。 運動期間中

広島市広報番組による広報 「ひろしま日常劇場ご老公様出番ですよ(飲酒運転は犯罪行為の巻)」を放送することにより、飲酒運転根絶の機運の高揚を図る。 道路管理課
道路電光表示板に運動期間等を表示し、通行車両に交通安全を呼び掛ける。 運動期間中電光掲示板による広報 区民文化センターの電光掲示板に、交通安全に関する掲示を行い、交通事故防止を呼び掛ける。 運動期間中






