
月日 場所 主催 実施内容 参加人数 備考12月3日～10日 大芝公園 他 広島市 牛田小学校他1小学校、亀山みどり保育園他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。 69612月5日10:00～10:30 八丁堀交差点周辺 広島中央警察署広島中央交通安全協会中区役所 他 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、市民の交通安全意識の高揚を図った。 5812月4日15:00～16:00 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。 211月30日(金)14:00～15:00 (開始式)東区役所駐車場(街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)ＪＲ広島駅北口周辺 東区役所広島東警察署 パトカー、青パト及び白バイを集めて、交通安全運動の開始式及び車両出発式を行った後、通行人に対し、交通安全を呼び掛けながらチラシ及び啓発物の配布を行った。 8012月6日(木)11:45～12:15 東区民文化センター　オープンプラザ 東区役所 「木曜であい市」の利用者に対し、交通安全を呼び掛けながらチラシ及び啓発物の配布を行った。 10011月30日(金)7:30～8:00 国道2号出汐交差点他 南区役所広島南警察署広島南交通安全協会 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た。 7012月8日(土)10:00～15:00 県立産業会館東館 南区安全・安心なまちづくり推進会議（南区役所　広島南警察署　広島南交通安全協会他） フェスティバルにおいて、交通安全体験車（セーフティプラザヒコア）の設置や安全運転支援技術の紹介等を実施し、交通安全意識の高揚を図った。 300012月5日(水)7:30～8:15 庚午小学校先交差点 広島西警察署広島西交通安全協会西区役所 他 安全運転の呼び掛け、チラシ・グッズの配布などの街頭キャンペーンを実施した。 1612月10日(月)7:30～8:15 ＪＲ横川駅南口周辺 広島西警察署広島西交通安全協会西区役所 他 安全運転の呼び掛け、チラシ・グッズの配布などの街頭キャンペーンを実施した。 1512月2日(日)15:30～16:00 アストラムライン大塚駅周辺 安佐南交通安全協会安佐南警察署安佐南区役所 飲酒運転根絶や交通安全の啓発幟旗の掲出及び啓発物を配布し、高齢者や自転車運転者を中心に薄暮時の反射材の活用や交通マナーの向上による交通事故防止を呼びかけた。併せて、自動車運転者に対しては早めのライト点灯を呼び掛けた。 1712月3日(月)11:00～12:00 イオンモール広島祗園店駐車場 安佐南警察署安佐南交通安全協会安佐南区役所 他 「年末交通事故防止県民総ぐるみ運動」にあたり、この運動を広く県民に周知するとともに、県民の交通安全意識の高揚を図った。また、開始式終了後に来店客に対して啓発物を配布し、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を呼び掛けた。 5012月4日(火)16:00～16:30 県道37号線下岩上バス停付近 安佐北地域交通安全活動推進委員協議会安佐北警察署安佐北区役所 他 歩行者等に交通安全運動を周知した。 15
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12月5日(水)13:30～14:30 国道191号線勝木(上行森交差点北側) 安佐北交通安全協会亀山・亀山南支部安佐北警察署安佐北区役所 他 通行車両のドライバーに3色信号餅等を配布し交通安全運動の周知とともに交通安全意識の高揚を図った。 1512月10日(月)14:00～15:00 飯室小学校、広電安佐営業所付近 飯室小学校安佐北警察署安佐北区役所 他 飯室小学校2年生の児童が通行車両の運転手に交通安全運動の周知とともに、交通安全意識の高揚を呼び掛けた。 5012月8日(土)10:00～10:30 フジグラン高陽ふれあい広場 亀崎学区子ども会安佐北警察署・高陽交番安佐北区役所 他 ふれあい広場通行者等に亀崎学区子ども会の子どもたちと交通事故防止を呼び掛けた。 7011月30日(金)7:00～8:00 ＪＲ下深川駅通路付近 「りょうま」を見守る会安佐北警察署安佐北区役所 他 駅利用者等に交通安全運動の周知と交通事故防止を呼び掛けた。 2012月5日(水)10:00～10:50 鈴張保育園 鈴張保育園安佐北警察署安佐北区役所 他 保育園児を対象に、横断歩道の渡り方など、基本的な交通安全指導を行った。 5012月6日(木)15:00～15:50 日浦児童館 日浦児童館安佐北警察署安佐北区役所 他 児童館利用者を対象に、クイズを交えて交通安全意識の啓発を行った。 3012月6日(木)10:00～11:50 諸木会館 安佐北交通安全協会倉掛支部安佐北警察署安佐北区役所 他 諸木地区の高齢者を対象に、交通安全講話等を行い、交通安全意識の高揚を図った。 4012月6日(木)10:00～12:00 高陽自動車学校 安佐北交通安全協会白木支部安佐北警察署高陽自動車学校安佐北区役所 白木地区の高齢者を対象に、交通安全講話、運転技能指導等を行い、交通安全意識の高揚を図った。 4012月7日(金)10:00～11:00 大林集会所 安佐北交通安全協会大林支部安佐北警察署安佐北区役所 大林地区の高齢者を対象に交通安全講話等を行い、交通安全意識の高揚を図った。 4012月3日(月)7:30～8:00 ＪＲ安芸中野駅周辺 安芸区役所 駅の周辺でチラシを配りながら交通安全を呼び掛けた。 3112月4日(火)15:00～16:15 国道2号及び31号主要交差点(8か所) 広島安芸交通安全運動推進隊安芸区役所 安芸区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った。 3012月4日(火)7:30～8:30 県道164号入川（日本製鋼所前）バス停付近 ㈱日本製鋼所安芸区役所 入川（日本製鋼所前）バス停付近にて交通安全街頭キャンペーンを実施。通勤・通学者に交通通安全事故防止を呼び掛けた。 3012月3日(月)16:00～17:00 ゆめタウン五日市店及びコイン通り商店街周辺 佐伯区役所 ゆめタウン五日市店にて交通安全街頭キャンペーンを実施。買い物客や通行者に飲酒運転の根絶等を呼び掛けた。 110
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12月5日(水)16:30～17:30 佐伯区役所別館6階大会議室 佐伯区役所 交通安全児童生徒習字・標語コンクールを実施し、小中学生の交通安全意識の向上を図った。約9000点の応募があり、中でも優秀な18点を佐伯区長賞、佐伯警察署長賞、佐伯交通安全協会会長賞とし、12月5日の表彰式で表彰状・記念品を授与した。 6511月21日 ドライブイン灘駐車場 広警察署広交通安全協会安浦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 15011月28日 呉警察音戸分庁舎 呉警察署音戸倉橋交通安全対策協議会 交通安全運動期間中にイルミネーションを点灯し，交通安全を啓発を図る 10012月1日～12月10日 本庁市民センター 呉市 横断幕及び懸垂幕掲示 －12月1日～12月10日 呉警察署呉警察署音戸分庁舎広警察署など 呉交通安全協会広交通安全協会音戸倉橋交通安全安全協会 幟旗・電光掲示板及び広報車による広報活動 －12月1日 三菱日立パワーシステムズ呉工場体育館 呉市呉警察署 ・減らそう犯罪・暴力追放・交通事故防止の３つの運動を連動させ，事件事故のない安全安心な明るい「呉市」を目指すため決起大会を実施 30012月3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 120012月3日 呉あそか（幼） 呉交通安全協会 子ども達を交通事故から守るため、安全に行動できるよう指導 13712月3日 みはらし荘（運動推進） 呉交通安全協会 年末交通事故防止県民総ぐるみ運動に伴い、高齢者の事故防止を呼びかける 3412月4日 三坂地(保) 呉交通安全協会 子ども達を交通事故から守るため、安全に行動できるよう指導 10512月4日 みはらし荘（天応老連） 呉交通安全協会 年末交通事故防止県民総ぐるみ運動に伴い、高齢者の事故防止を呼びかける 4712月5日 藤三宇和木店駐車場 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 3012月5日 黒瀬川河川防災ステーション 広警察署広交通安全協会郷原地区交通安全推進協議会 小学６年生を対象にトラックを利用した交通安全教室 80
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12月5日 わかば(こ) 呉交通安全協会 子ども達を交通事故から守るため、安全に行動できるよう指導 7412月6日 明徳(保) 呉交通安全協会 子ども達を交通事故から守るため、安全に行動できるよう指導 5412月6日 みはらし荘（コスモスの会） 呉交通安全協会 年末交通事故防止県民総ぐるみ運動に伴い、高齢者の事故防止を呼びかける 3612月7日 国道185号線本通１丁目～4丁目国道沿い歩道 第２・第３地区交通安全推進協議会 歩行者にチラシや啓発グッズを配布し交通安全を呼びかけるまたドライバーには幟で交通安全を呼びかける 10012月8日 安浦まちづくりセンター 広警察署広交通安全協会 交通安全運動期間中に大会を実施し，交通安全を呼びかける 25012月10日 よしうら(こ) 呉交通安全協会 子ども達を交通事故から守るため、安全に行動できるよう指導 6212月3日 フジ竹原店 竹原市竹原警察署竹原地区交通安全協会 交通安全啓発物品の配布。 2012月3日 ＪＲ忠海駅 竹原警察署竹原地区交通安全協会 忠海駅での交通安全啓発用イルミネーションの点灯。 2012月6日 市役所庁舎 竹原市竹原警察署竹原地区交通安全協会 市民へ標語を募集し交通安全の意識の高揚をはかり，優秀な作品を市内に啓示。 2012月7日 ＪＲ忠海駅 竹原市竹原警察署竹原地区交通安全協会 自転車利用の多い高校生をメインに交通安全啓発物品の配布。 2011月30日 久井 三原交通安全協会久井支部 啓発パレードを実施 3012月1日 須波町 三原交通安全協会須波支部 啓発パレードを実施 20
12月2日 三原市立南小学校体育館 三原警察・三原交通安全協会・三原安全運転管理協議会・三原市防犯連合会・三原市暴力監視追放協議会・三原市

開会挨拶（三原市長・三原警察署長），南小学校吹奏楽クラブによる演奏，KID’S WAVESチアリーディングクラブによる演技，キャラクター紹介（キラリマン，モシカ，やっさだるマン），三原警察署員による啓発紙芝居， 交通安全･防犯宣言，閉会あいさつ（三原交通安全協会会長） 300年末交通事故防止・減らそう犯罪総ぐるみ運動開始式

交通安全イルミネ－ション点灯式平成３１年交通安全標語表彰式自転車安全利用推進キャンペーン軽トラパレード軽トラパレード

交通安全啓発活動第2・第3地区街頭キャンペーン広警察署管内交通安全大会交通安全教室年末交通事故防止キャンペーン

交通安全教室交通安全教室



12月3日 沼泉地区 三原交通安全協会沼泉支部 夕方，交通指導を実施 1712月3日 大和 三原交通安全協会大和地区 啓発パレードを実施 1512月3日 本郷 三原交通安全協会本郷支部 早朝，交通指導を実施 4012月7日 本郷駅前 三原交通安全協会本郷支部 開始式，夕方から夜にかけてパトロール，ビラ配り，交通安全宣言 10012月8日 沼北地区 三原交通安全協会沼北支部 駐在所に交通安全啓発のイルミネーションを点灯 4012月8，9日 小坂町交差点 三原交通安全協会 三原ベースボールクラブの中学生・保護者が８時～８時30分の間，交差点で幟旗を持って啓発活動(交通安全協会は備品を提供） 2412月10日 八幡PA 三原市NEXCO西日本広島県トラック協会三原支部 開始式，啓発グッズを配布 1012月1日 向島町 尾道市尾道交通安全協会尾道警察署 交通事故と犯罪のない安全なまちづくりのため、市民の意識高揚を目的に大会を実施 60012月5日12月6日12月7日 市内一円 尾道市 幼児の交通ルール・マナーの学習と交通安全意識の啓発 21412月3日 島内一円 尾道市因島交通安全協会尾道警察署 横断歩道・交差点に立哨し、子どもの通学指導、街宣車による安全運転の呼びかけを実施 5011月26日 ①生活安全推進課②学校③公民館 福山市 ①課内設置②③配布11月26日 市ホームページ 福山市 市ホームページへ掲載11月26日 市イントラネット 福山市 市イントラネットへ掲載12月1日 福山市内 福山市 広報「ふくやま」１２月号に記事掲載12月1～10日 ①本庁，支所②市内大型店舗③市内主要スーパー 福山市 ①庁内放送②③店内放送12月1～10日 本庁，支所 福山市 設置・掲出12月1～10日 公用車 福山市 公用車へ掲示11月27日 登録者に配信 福山市 当運動に関する情報を配信
有線放送懸垂幕　立看板のぼり旗マグネットメール

街頭指導ちらし　要綱福山市ホームページ福山市イントラネット広報ふくやま

イルミネーション点灯式三原ベースボールクラブ啓発活動高速道路事故防止キャンペーンなくそう犯罪・なくそう交通事故総決起大会の実施交通安全教室

薄暮時の交通指導軽トラパレード早朝あいさつ運動年末総ぐるみ運動



11月30日 福山西警察署 福山西警察署 開始式　街頭パレード 参加者数：10012月1日 フジグラン神辺 福山北警察署 街頭広報活動 参加者数：6112月3日 本庁 広島県福山東警察署福山東地区防犯組合連合会福山市 市民の交通安全意識の高揚を図るため，福山市役所北側広場において開始式を行った。また，街頭キャンペーンでは，通行者に対して啓発チラシ・グッズの配布などを通じて，運動の周知と交通事故防止を呼び掛けを行った 参加者数：500サポカー体験 12月4日 支所 福山北警察署 自動ブレーキ搭載の安全運転サポート車（サポカ―）の体験乗車会 参加者数：6012月4・6・7・10日 保育所２ヵ所こども園１ヵ所町内会１ヵ所 福山市 受講者への交通安全に関する指導・啓発 出務者数：5/回受講者数：計40412月5～7日 中学校４校高校１校 福山市 自転車の交通事故防止と盗難防止を図るための，チラシ配布，交通事故防止・盗難防止用品の配布・取付けなどの指導・啓発活動 出務者数：15/回配布数：計1,00011月30日 府中市役所前交差点 府中市 交通安全運動の開始に先立ちドライバーへ交通ルールを啓発 5012月1日 商業施設（ＣＣプラザ１階セントラルコート） 三次市・三次警察署・三次交通安全協会・三次警察署管内防犯組合連合会 本運動初日に開始式を実施 100本運動期間中 三次市内各所 三次市等 三次市内に，横断幕，懸垂幕，のぼり旗を掲示本運動期間中 三次市内 三次市等 本運動期間中に２回，音声告知放送を実施本運動期間中 三次市内 三次市 三次ケーブルビジョンのデータ放送を実施本運動期間中 三次市内 三次市 本市ホームページ，Facebookに記事を掲載本運動期間中（土日・休日を除く。） 君田町内 君田町交通安全対策協議会 君田町内６か所で実施 54本運動期間中 三良坂支所前交差点 三次市三良坂支所 職員で交差点２か所で指導 1012月3日 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 3012月10日 さくぎ保育所 さくぎ保育所 道路では遊ばない。飛び出しをしない。 32
街頭指導街頭指導街頭キャンペーン街頭指導交通安全教室

「年末交通事故防止県民総ぐるみ運動・年末年始犯罪事故防止活動」開始式横断幕，懸垂幕，のぼり旗の掲示音声告知放送ＣＡＴＶデータ放送ホームページ，Facebook

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動２０１８年年末交通事故防止県民総ぐるみ運動開始式・街頭キャンペーン
交通安全教室自転車利用者対策事業交通安全街頭啓発活動

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動



12月3日 落合橋作木中学校 作木中学校PTA 落合橋及び中学校正門に保護者，職員が立ち，登校指導と見守りを行った。 312月3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注意点について周知・指導した。12月3日 作木中学校 作木中学校 ポスター掲示12月14日 商業施設（ゆめマート三次東店） ゆめマート三次東店 パトカー，白バイの展示，子ども用制服で記念撮影会 8012月1日 商業施設（サングリーン） 広島県トラック協会北備支部 広報紙の配布 20011月28日 西野集会所 西野サロン 交通事故防止について 1011月29日 塩町中学校 三次警察署 生徒190名に交通安全教育を実施 19011月29日 三次青陵高校 三次警察署 生徒237名に交通安全教育を実施 23712月5日 吉舎町 三次交通安全協会吉舎支部 広報紙を配布し，街頭指導を実施 7012月7日 西酒屋町 広島県トラック協会北備支部 交通安全講話 10012月7日 上原町ﾊﾟﾄｶｰの駅 庄原地区交通安全協会 交通安全大型看板及びクリスマスツリーイルミネーッション点灯式チラシ・啓発品配布 8012月1日 西城町 庄原地区交通安全協会 チラシ・啓発品配布 2011月30日 市役所本館 危機管理課 交通安全運動前日に出発式を実施 15011月30日 ゆめタウン東広島店 危機管理課 スーパーで買い物客を対象に交通安全啓発チラシおよび啓発グッズの配布（配布数200） 2012月7日 ショージ寺家駅前店 危機管理課 スーパーで買い物客を対象に交通安全啓発チラシおよび啓発グッズの配布（配布数200） 2012月1日 廿日市警察署 ・廿日市市・廿日市交通安全協会・廿日市警察署 交通安全運動初日に開始式を実施 5012月3日 佐伯地域内 ・交通安全協会佐伯支部・廿日市市 地域内保育所・幼稚園等(３ヶ所）に三色信号餅を配布、ミニ交通教室を開催した 22012月3日 佐伯地域内 ・交通安全協会佐伯支部・廿日市市 地域内保育所・幼稚園児（147人）に対して信号機の色について教示した 157交通安全「信号餅」を配布　ミニ交通安全教室の開催

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動交通安全出発式交通安全該当啓発交通安全該当啓発交通安全運動開始式

塩町中交通安全教室三次青陵高校交通安全教室吉舎交通安全街頭キャンペーントラック交通安全大会交通安全ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ点灯式

交通安全指導ポスター掲示年末交通事故防止県民総ぐるみ運動交通安全イベントトラック協会交通安全イベント西野地区サロン

交通安全指導



12月3日 宮島街頭Ｒ２新宮（交差点） ・廿日市交通・廿日市交通安全協会 Ｒ２主要交差点で全員が交通安全幟端を保持し啓発 2512月4日 認可保育園みどりの森ようこう保育園 ・同保育園・廿日市市 新入児童が一人で通学できるように安全指導 2512月4日 廿日市宮内ビック廿日市店 廿日市交通安全協会紅白餅を配布し、年末交通安全防止を呼びかけた。 5012月4日 廿日市宮内ビック廿日市店 ・廿日市市・廿日市交通安全協会・トラック協会・廿日市警察 「キラキラ作戦」として反射材を配布 5012月9日 佐伯地域（河津原地区） ・交通安全協会佐伯支部・廿日市市 　　「交通安全」文字に電飾ツリーを施し通行車両に対して交通安全意識高揚を図る 2112月10日 池田保育園 ・同保育園・廿日市市 ○ 園児に対する身近な交通事故防止対策○ 信号機設置の横断歩道の渡り方、注意事項 75期間中（平日） 廿日市地域 廿日市市 公用車により、交通安全啓発放送を作成し、交通安全を呼びかけた 10期間中（平日） 佐伯地域 ・廿日市市・交通安全協会佐伯支部・その他関係機関 　地域内１１箇所において立哨活動を実施し、広報車を巡回広報した 133期間中 佐伯地域 ・交通安全協会佐伯支部・廿日市支部 　地域内４箇所に横断幕を設置、交通要所に桃太郎旗を掲出した 22期間中 大野支所屋内及び駐車場等 ・廿日市市・廿日市交通安全協会・その他関係機関 ○ 安全運動期間を示す広報板、反射材着用促進広報等 -期間中(平日）大野地域要所交差点 ・廿日市市・廿日市交通安全協会・その他関係機関 ○ 通学路での要所交差点での立哨・保護誘導活動 -期間中（平日） 廿日市地域 廿日市市 登下校児童の通学路の巡回、見守り、安全指導 5期間中（平日） 廿日市市役所廿日市市 午前10時、午後３時の一日二回、庁内放送により安全啓発 -

 横断幕等の設置年末交通事故防止総ぐるみ運動等広報板及び交通安全幟旗の掲出要所交差点における立哨、保護誘導活動早朝パトロール有線放送

街頭啓発交通安全電飾ツリー設置交通安全教室街頭啓発 街頭指導

早朝街頭啓発交通安全教室街頭啓発



期間中（平日） 廿日市地域 廿日市市 通学路を中心に安全点検を実施 512月5日 みどりの森保育所 安芸高田市交通安全協会交通安全運動推進隊 信号機と同色の赤、黄、緑の3色１セットの餅を作り運転手に配布 6012月7日 高宮支所 安芸高田市交通安全協会交通安全運動推進隊 開始式にて安全運転宣言を行い、その後、高宮町内をパトカー・青パトにて広報活動を実施 5011月30日 藤三 江田島店江田島市交通安全協会 藤三江田島店付近の交差点において，ドライバーに交通啓発物品を配布 35１２月１日～　１２月１０日 江田島市内 江田島市交通安全協会 児童の通学時間に合わせ，横断歩道にて街頭指導を実施 204１２月１日～　１２月１０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 17１２月１日～　１２月１０日 江田島市内各所江田島市交通安全協会 江田島市内各所に横断幕・幟旗を掲出し広報活動を実施
11月30日 東区役所広島駅北口 広島東安全・安心まちづくり会議（東警察・東区・府中町） 交通安全運動開始に当たりその前日に開始式・街頭キャンペーンを実施 100期間中 イオンモール広島府中 期間中に店内放送を依頼、一日に数回、放送を行っていただいた。期間中 町内各所 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校において、街頭指導や交通安全指導を行った。 のべ6,897期間中 町内各所 交通指導員、交通安全推進隊において、街頭指導を行った。 1212月17日 JR坂駅 坂町交通安全協会 通行人に啓発グッズ・ティッシュを配布し、交通安全啓発を行う 30######### 安芸太田町役場前 山県交通安全協会・安芸太田町 役場本庁前で、テント村を開村し、啓発グッズを通行車両に配布し、交通安全・交通事故防止を呼び掛けるもの。 302018/12/1～2018/12/10 安芸太田町内 安芸太田町 役場・教育員会・小中学校の職員や住民のボランティアの方々で、児童の登校時間に街頭指導を行うもの。 100

街頭指導交通安全街頭指導交通安全テント村街頭指導

広報活動横断幕・幟旗の掲出交通安全運動開始式及び街頭キャンペーン店内放送街頭指導

安全施設点検年末交通安全もちつき大会交通安全運動開始式・パレード「年末交通事故防止県民総ぐるみ運動」に伴う街頭啓発活動街頭指導



11月30日 北広島町役場隣（千代田中央公民館前） 山県交通安全協会・安芸太田町・北広島町 山県交通安全協会女性部が事前に搗いた餅（青黄赤３色）入りの啓発物を、通行車両に配布して交通事故防止の呼びかけを実施。 10012月4日 役場本庁前 木江地区交通安全協会 当日雨天により中止とした。（準備していた啓発グッズは、期間中に住民に配布した。） 40名12月1日～12月10日 町内三ヶ所 木江地区交通安全協会 町内三ヶ所の主要道路に、交通安全啓発ののぼり旗と横断幕を設置した。 －12月16日 大崎小学校体育館 木江地区交通安全協会 参加26チームによりビーチポールバレー大会を実施した。開会式の際、参加者代表より交通死亡事故撲滅宣言の宣言を受けた。 ２００名12月5日 甲山ショッピングﾞモールパオ 世羅郡交通安全協会、世羅警察署、世羅町 園児たちが合唱や餅つきを行い、来場者に対しお餅を配布し交通安全を呼び掛けるイベント。 12012月3日 町内 世羅町 街頭指導 1011月28日、29日 町内全戸 世羅町 交通安全運動を実施する旨を防災行政無線で町内全戸に対し広報無線広報

交通安全運動開始式のぼり旗、横断幕の設置木江地区交通安全協会ビーチボールバレー大会ハローシグナル交通安全クリスマス＆餅つき大会街頭指導

「交通安全テント村」


