
月日 場所 主催 実施内容 備考9月8日(土)10:00～10:45 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 広島市広島市内各地区警察署・交通安全協会 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った。9月8日(土)10:20～13:00 JR広島駅南口地下イベント広場 広島市、広島県広島県警察広島市内各地区交通安全協会 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の一層の推進を図った。9月8日(土)～9月30日(日) 電車パレード：広島駅～広電西広島パレード以降市内電車各路線で通常運行 広島市広島県警察広島市内各地区交通安全協会 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った。9月21日(金)～9月28日(金) 大芝公園他 広島市 鈴が峰小学校他7小学校、大林保育園他6保育園等に、交通教育指導員が、信号機等を利用した実施指導、交通安全のお話、DVDの上映、腹話術、交通クイズなど、年齢層に応じた交通安全指導を行った。9月25日(火)16:00～16:40 市役所前交差点及び市役所北交差点周辺 中区役所広島中央警察署広島中央交通安全協会 啓発物の配布、のぼり旗の掲出、安全指導9月21日(金)10:00～12:00 中区主要道路 中区役所 中区内主要道路にて広報車による広報を行った。9月26日(水)17:00～18:00 JR広島駅北口周辺 広島東警察署広島東交通安全協会東区役所 チラシや啓発物の配布及びのぼりの掲示9月27日(木)11:45～12:15 東区民文化センター 東区役所 「木曜であい市」の買い物客に対し、チラシや啓発物を配布9月21日(金)7:30～8:00 出汐町交差点他２交差点 南区役所・広島南警察署・広島南交通安全協会共催 出汐町交差点他２交差点での街頭交通指導・啓発活動9月21日(金)7:30～8:30 庚午小学校先交差点 広島西交通安全協会 広島西交通安全協会、広島西警察署及び庚午小学校等と協力し、チラシや啓発グッズ等を配布し、交通安全指導を実施した。9月21日(金)11:00～12:00 アルパーク連絡通路 （公社）広島県トラック協会広島支部 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及び広島西警察署と協働で啓発物等の配布による啓発活動を実施し、安全運転と交通事故防止を呼びかけた。9月27日(木)7:30～8:30 JR横川駅南口周辺 広島西交通安全協会 広島西交通安全協会及び広島西警察署等と協力し、チラシや啓発グッズ等を配布し、交通安全指導を実施した。9月27日（木）15:00～16:00 JA広島市戸山支店前 安佐南交通安全協会 交通安全啓発用幟旗を掲出し、慈光保育園の園児手作りの啓発物を手渡すとともに、交通ルール順守の声掛けを行うことで、交通安全意識の向上を図った。

飲酒運転根絶キャンペーン交通安全ラッピング電車の運行
秋の全国交通安全運動ふれあいキャンペーン名称等

交通安全教室「中区交通安全街頭キャンペーン」及び「自転車盗難防止キャンペーン」
街頭活動街頭活動街頭交通指導・啓発活動交通安全街頭キャンペーン
交通安全街頭キャンペーン

広報車による広報

交通安全街頭キャンペーン
保育園児との交通安全運動街頭キャンペーン



9月19日(水)10:30～11:30 久地小学校前 安佐北交通安全協会安佐7支部、久地小学校 久地小学校児童とともに通行車両のドライバーに啓発物を配付し、運動の周知と安全運転、交通安全の意識啓発9月21日(金)9:30～11:30 安佐北区総合福祉センター周辺 安佐北交通安全協会可部地区6支部 安佐北区総合福祉センター周辺のスーパー等で買物客に啓発グッズを配付するとともに同センター前で横断幕を掲出し、運動の周知と安全運転、交通安全の意識啓発9月21日(金)16:00～16:30 下岩上バス停付近 安佐北交通安全協会高陽地区4支部、推進隊高陽南地区隊 通行の歩行者等にチラシ等を配布し、運動の周知と交通安全の意識啓発9月27日(木)15:00～16:00 狩小川児童館 安佐北交通安全協会狩小川支部、同女性部、狩小川児童館 狩小川児童館を利用する児童を対象に、交通安全の意識啓発9月21日（金）7:30～8:00 JR中野東駅 安芸区コミュニティ交流協議会安芸区役所 交通安全運動初日に街頭キャンペーンを実施9月25日（火）15:00～16：15 安芸区内国道2号、31号の主要交差点 広島安芸区交通安全運動推進隊安芸区役所 安芸区内の国道2号、31号の主要交差点で交通安全指導を実施9月21日(金)16:00～17:00 ファミリータウン広電楽々園ほか 佐伯区役所 買い物客、通行人などに交通安全啓発物を配り、交通安全の周知と交通事故防止を訴えた。9月18日(火)16:30～17:30 ピュア―クック五月が丘店前交差点 五月が丘交通安全母の会 五月が丘交通安全母の会や五月が丘中学校の生徒と協力し、交通安全啓発物をドライバーや通行人に配布した。9月21日 藤三広店駐車場 交通安全協会広支所広警察署 ドライバーにチラシや啓発グッズを配布し交通安全を呼びかける9月25日 昭和市民センター付近 昭和地区交通安全推進協議会 ドライバーにチラシや啓発グッズを配布し交通安全を呼びかける9月26日 阿賀まちづくりセンター前国道 阿賀地区交通安全推進協議会広交通安全協会阿賀支部 ドライバーにチラシや啓発グッズを配布し交通安全を呼びかける9月26日 藤三御所の浦店駐車場 音戸倉橋交通安全対策協議会 来場者の自転車・バイクの専門業者による無料点検及び交通事故防止啓発グッズの配布9月27日 豊浜市民センター前県道 豊浜地区交通安全推進協議会 ドライバーにチラシや啓発グッズを配布し交通安全を呼びかける9月27日 小長港前県道 豊地区交通安全推進協議会 ドライバーにチラシや啓発グッズを配布し交通安全を呼びかける9月27日 であいの館前県道 蒲刈地区交通安全推進協議会 ドライバーにチラシや啓発グッズを配布し交通安全を呼びかける9月28日 下蒲刈町見戸代交差点 下蒲刈地区交通安全推進協議会広交通安全協会下蒲刈支店 ドライバーにチラシや啓発グッズを配布し交通安全を呼びかける9月28日 下蒲刈町大津泊庭園 下蒲刈地区交通安全推進協議会広交通安全協会下蒲刈支店 園児が太鼓の演奏等を行い広く交通安全を呼びかける9月21日 市内全域 呉市交通安全推進協議会連合会 各地区での指定場所での交通安全街頭指導9月21日～9月30日 市民センター 呉市 懸垂幕掲示
交通安全キャンペーン早朝街頭指導懸垂幕掲示

交通安全街頭キャンペーン交通安全街頭キャンペーン交通安全街頭キャンペーン二輪車点検事故防止啓発交通安全キャンペーン
交通安全テント村

可部地区交通安全街頭キャンペーン高陽地区交通安全街頭キャンペーン児童館交通安全教室交通安全運動街頭キャンペーン主要交差点立会交通指導秋の交通安全運動街頭キャンペーン

交通安全キャンペーン交通安全テント村

秋の五月が丘交通安全テント村

安佐地区交通安全街頭キャンペーン



9月21日 市役所前忠海駅前 竹原市竹原警察署竹原地区交通安全協会竹原地区安全運転管理協議会 交通安全運動初日に街頭啓発活動を実施9月21日 藤三竹原店駐車場 竹原市竹原警察署竹原地区交通安全協会 交通安全運動初日に街頭啓発活動を実施9月24日 竹原自動車学校 竹原市竹原警察署竹原地区交通安全協会 交通安全体験車での交通安全意識の啓発・交通安全サポート車の試乗9月20日 フジグラン三原 三原市交通安全推進協議会 開会挨拶，大正琴パフォーマンス，啓発パレード，啓発グッズ配布を実施9月20日 沼泉・須波・大和 三原交通安全協会 啓発パレードを実施9月21日 本郷 三原交通安全協会 自転車利用時の交通ルール・マナーの学習と交通安全意識の啓発9月25日 八幡ＳＡ 三原市NEXCO西日本広島県トラック協会三原支部 啓発グッズを配布9月25日 小谷ＳＡ 広島県トラック協会三原支部 啓発グッズを配布9月22日 府中自動車学校 府中市高齢者交通安全教育推進協議会 ３世代（親、子、孫）が交通安全について、体験し学べる行事9月25日 府中明郷学園 府中市教育委員会 府中明郷学園　交通少年団の鼓笛隊による演奏9月21日 三次市役所正面玄関先 三次市三次警察署三次交通安全協会 交通安全運動初日に開始式を実施9月21日 商業施設（ＣＣプラザ） 三次警察署三次交通安全協会 保育所園児による，交通事故防止ソング「安全な横断で」のオリジナルダンス披露9月14日 和田小学校 和田小学校 雨天のため体育館で鼓笛隊による演奏9月21日 作木町（港三叉路・門田・大津） さくぎ交通安全推進委員会 啓発物配布，幟旗，広報紙9月21日 道の駅ゆめランド布野 三次交通安全協会布野支部 国道54号線通行者（車），道の駅利用者に対し，交通安全思想の普及・浸透を図ることを目的として啓発活動を行った。9月23日 粟屋町内 三次交通安全協会粟屋支部 粟屋町内を広報車とパトカーでパレード9月25日 甲奴町本郷 三次交通安全協会甲奴支部 7時30分～8時まで，甲奴町本郷の県道で実施。交通安全協会員・地元企業の安全運転管理者・甲奴町振興協議会役員・学校・保育所行政関係者26名で，運転手に呼びかけと啓発グッズを配布。9月26日 吉舎町 三次交通安全協会吉舎支部 街頭で広報紙を配布9月26日 君田町 君田町交通安全対策協議会 交通安全啓発グッズを小学校児童からドライバーへ手渡し
粟屋町交通安全パレード甲奴町テント村吉舎町テント村君田町テント村

交通安全街頭パレード秋の全国交通安全運動開始式「安全な横断で」オリジナルダンス発表会和田地区交通安全パレード街頭キャンペーン街頭指導交通安全運動街頭キャンペーン

交通安全運動開始式軽トラパレード小・中・高早朝交通指導高速道路事故防止キャンペーン高速道路事故防止キャンペーン交通安全ふれあいフェスタ

秋の全国交通安全運動街頭キャンペーン交通安全啓発物品配布高齢者講習会



9月27日 粟屋西集会所 三次市老人クラブ連合会粟屋支部9月29日 三次自動車学校 三次交通安全協会 交通安全の座学9月21日～30日（土日・休日を除く） 君田町内６か所 君田町交通安全対策協議会9月21日～30日 君田町内６か所 君田町交通安全対策協議会9月20日・21日 君田町内 君田町交通安全対策協議会 君田町内に音声告知放送を実施9月28日 作木町（大津・光守・西野・大山・香淀） 作木小学校 スクールバス同乗交通安全指導9月20日 作木中学校 作木中学校 学級朝会で学級担任が交通安全運動の実施と自転車運転に係る留意点について周知・指導した。期間中の開校日 県道62号線国道375号線 作木中学校 一斉集団下校の取組及び職員による下校時の巡回指導を強化した。9月26日 さくぎ保育所～風土記の丘 さくぎ保育所 バスの乗り方のマナーや，乗降時の安全，集団での道路の歩き方を学ぶ。9月21日～9月29日 三和町内5箇所 三次交通安全協会三和支部 通勤・通学時間帯に５箇所の交差点で実施9月21日～9月30日 三和町内 三次交通安全協会三和支部 三和町内１５箇所9月19日～10月1日 甲奴町内４か所 三次交通安全協会甲奴支部 交通安全運動実施の幟旗の設置9月21日，25日～28日 布野町内（国道54号沿い） 三次交通安全協会布野支部 計5回，早朝に通行者（車）に対し，指導を行った。9月19日～9月28日 三次市役所屋上 三次市 交通安全運動実施の横断幕の設置9月19日～9月28日 旧三次市内３か所 三次市 交通安全運動実施の懸垂幕の設置9月21日 三次市内 三次警察署 三次市内全域に音声告知放送を実施9月21日～9月30日 三次市内 三次市 三次市ホームページ，Facebookに交通安全運動に係る記事を掲載。9月21日 東城 東城交通安全協会 交通安全講座チラシ・啓発品配布9月11日 口和 庄原地区交通安全協会 チラシ・啓発品配布9月21日 高野 庄原地区交通安全協会 チラシ・啓発品配布

懸垂幕の設置音声告知放送市ホームページ，Facebookへの記事掲載交通安全東城大会（ｻﾎﾟｰﾄｶｰ試乗会）口和交通安全テント村高野交通安全テント村

交通安全指導街頭指導啓発ノボリの設置交通安全幟旗の設置街頭指導横断幕の設置

街頭指導のぼり旗音声告知放送通学路巡回指導交通安全指導下校指導

粟屋老人クラブ交通安全教室八次地区高齢者交通安全協会交通安全教室



9月26日 比和 庄原地区交通安全協会 チラシ・啓発品配布期間中 総領 庄原地区交通安全協会 街頭指導9月28日 ショージ黒瀬店 東広島市 交通事故死ゼロを目指す日の前日に街頭広報及び俊敏性測定機器を用いた啓発活動を行う。9月21日 くすのき幼稚園 廿日市市 道路の通行・横断及び信号交差点の渡り方、その他ルール9月21日 友和保育園 安協佐伯支部 園児・メキシコ選手団等による「交通事故なし（梨）」を通行車両に配布した9月21日 廿日市市内（国道2号線） 交通安全協会廿日市支部 国道2号線主要交差点にて、のぼり旗を持ち、立哨街頭活動（交通安全啓発）を実施した。9月27日 第１集会所 交通安全協会老人クラブ 安全運転サポートカーの機能体験など9月21日 向島町戸島県道上 安芸高田市交通安全対策協議会 ドライバー、歩行者に対し、チラシ、反射材等の交通安全防止啓発用品を配布9月22日 甲田町三和分かれ交差点 安芸高田市交通安全対策協議会 ドライバー、歩行者に対し、チラシ、反射材等の交通安全防止啓発用品を配布9月25日 美土里支所 安芸高田市交通安全対策協議会 ドライバー、歩行者に対し、チラシ、反射材等の交通安全防止啓発用品を配布9月26日 高宮町高宮支所前交差点 安芸高田市交通安全対策協議会 ドライバー、歩行者に対し、チラシ、反射材等の交通安全防止啓発用品を配布9月27日 吉田町上入江エトワール 安芸高田市交通安全対策協議会 ドライバー、歩行者に対し、チラシ、反射材等の交通安全防止啓発用品を配布9月21日 大柿町大君横走（国道487号） 江田島市交通安全協会大柿支部 大柿町内の保育園児の協力のもとドライバーに対して啓発物品を配布9月25日 江田島警察署江田島市交通安全協会 歩行シミュレーターを使用した安全な横断の体験会を実施９月21日～　９月30日 江田島市内 江田島市交通安全協会 通学路にある横断歩道にて街頭指導を実施
9月28日 １ 大柿町　 大原交差点２ 沖美町 　三高桟橋３ 能美町　 能美市民センター前　 交差点４ 江田島町 　切串西沖桟橋５ 江田島町　 鷲部　県道44号沿い 　堀栄工業付近 江田島市交通安全協会 幟旗を掲げ，交通安全啓発活動を実施

９月21日～　９月30日 江田島市内 江田島市交通安全協会 通勤・通学時間に合わせ広報車での啓発活動を実施

交通安全テント村秋の全国交通安全運動に伴う講習会街頭指導
交通死亡事故０を目指す日
広報活動

交通安全グラウンドゴルフ向原町交通安全テント村甲田町交通安全テント村美土里町交通安全テント村高宮町交通安全テント村吉田町交通安全テント村

比和交通安全テント村－街頭広報交通安全教室交通安全「交通事故なし(梨）」配布立哨街頭活動



９月21日～　９月30日 大柿町内各所 江田島市交通安全協会 市内各所に横断幕・幟旗を掲出し広報活動を実施9/20/2018 山県警察署管内 山県交通安全協会・安芸太田町・北広島町 子ども達の交通安全や防犯の願いを込めた「交通安全フラッグ」をバトン代わりに、リレー形式で北広島町役場・安芸太田町役場及び各支所を経由する車両パレードを行うもの。2018/9/21～2018/9/30 安芸太田町内 安芸太田町 役場・教育委員会・小中学校の職員や住民のボランティア方々で、児童の登校時間に街頭指導を行うもの。9月20日 北広島町役場本庁舎前他 山県交通安全協会・安芸太田町・北広島町 ・交通安全テント村は雨天のため路上で行わず、近隣のショッピングセンター内で交通安全啓発グッズを配布。・フラッグリレーは北広島町から安芸太田町まで予定どおり敢行。・運動期間中、フラッグを北広島町役場本庁アトリウム内に掲示。9月19日 せら夢公園 世羅郡交通安全協会・世羅警察署 高齢者人口が増加する中、グラウンドゴルフを通じて交通安全意識の高揚を図る9月21日 道の駅せら 世羅郡交通安全協会・世羅警察署 道の駅で交通安全を願う梨配り9月21日 神石高原町安田（神石郡森林組合事務所付近） 神石高原町交通安全自治連絡協議会 交通安全運動初日に開始式を実施。その後，テント村にてドライバーへ安全運転の呼びかけ，啓発活動を実施する予定であったが，悪天候により中止。各地域にて啓発活動に取り組む。9月25日 神石高原町上豊松コミュニティセンター前 交通安全自治会豊松学区 テント村にてドライバーへ安全運転の呼びかけ，啓発活動を実施する交通安全テント村

交通安全・減らそう犯罪フラッグリレー街頭指導「交通安全・減らそう犯罪フラッグリレー」及び「交通安全テント村」世羅郡交通安全グラウンドゴルフ大会街頭キャンペーン交通安全運動開始式及びテント村

横断幕・幟旗の掲出


