
【市区町】 月日 場所 参加人数 広報4月6日 広島市役所 400 インターネットによる広報4月9日～4月13日 大芝公園 他 1,2275月11日 アリスガーデン本通り，金座街 143 市政記者クラブへの情報提供5月14日 JR広島駅北口周辺 49 facebookによる広報を実施5月15日 JR向洋駅北口周辺 345月15日 広島駅西高架北交差点付近 305月16日 広島市東区民文化センター 35月10日 出汐町交差点区役所前交差点平野橋東交差点 805月13日 庚午小学校先交差点 約255月14日 商工センター入口交差点附近 約405月16日 横川駅南口周辺 約405月10日 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ中筋駅周辺 255月15日 JA広島市戸山支店前 345月10日 下岩上バス停付近 26 中国新聞朝刊に掲載5月13日 可部上市バス停付近 505月16日 三入児童館とその周辺 505月20日 真亀児童館 20

実施内容
広島市中区役所広島中央警察署広島中央交通安全協会
広島市，広島市交通安全運動推進隊連絡協議会 ・開会式（アリスガーデン）・街頭パレード（本通り、金座街）・閉会式（アリスガーデン）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，交通事故防止や交通マナーの向上を呼び掛けた。

名称等広島市交通安全運動推進隊大会
広島東警察署広島東交通安全協会広島市東区役所

主催

街頭キャンペーン 府中町 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，交通事故防止や交通マナーの向上を呼び掛けた。
交通安全運動を推進するためボランティア活動を行っている交通安全運動推進隊の大会を開催し，交通安全思想の普及と交通事故防止の推進を宣言するとともに，長年活動された優秀な隊員の表彰を行う。船越小学校他1小学校，可部東保育園他3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う。街頭キャンペーン

交通安全教室中区交通安全街頭キャンペーン 広島市
街頭キャンペーン 広島県トラック協会広島支部 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，交通事故防止や交通マナーの向上を呼び掛けた。「木曜であい市」交通安全啓発 広島市東区役所 「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た。啓発グッズの配布自転車運転マナー指導等 広島市南区役所広島南警察署広島南交通安全協会 交通ルールの遵守，交通マナーの実践，自転車運転マナー街頭指導等の啓発活動（街頭キャンペーン）を実施した。交通安全街頭キャンペーン 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する。交通安全街頭キャンペーン (公社)広島県トラック協会広島支部 交差点付近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る。交通安全街頭キャンペーン 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する。街頭キャンペーン 安佐南交通安全協会 アストラムライン中筋駅及び中筋バスターミナル付近において街頭啓発を実施し，主に歩行者や自転車利用者に対して，交通安全を呼び掛けると共に啓発物等配布した。保育園児による交通安全運動 安佐南交通安全協会 JA広島市戸山支店前において，交通安全啓発のぼり旗を掲出し，慈光保育園の園児がドライバーへ啓発物を手渡すと共に，交通ルールの遵守を呼び掛けた。高陽地区交通安全街頭キャンペーン 安佐北交通安全協会高陽地区4支部，安佐北交通安全運動推進隊高陽南地区隊，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 通行中の歩行者や自転車利用者に啓発物を配布しながら，運動の周知と交通安全を呼び掛けた。併せて，通行中のドライバーに対し，「早目のライト点灯」を呼びかけるプラカードを掲出し，安全運転を呼びかけた。可部地区交通安全街頭キャンペーン 安佐北交通安全協会可部7支部・女性部，安佐北警察署，安佐北区役所 通行中の歩行者や自転車利用者に啓発物を配布しながら，運動の周知と交通安全を呼び掛けた。併せて，通行中のドライバーに対し，「交通安全運動実施中」を呼びかける横断幕を掲出し，運動の周知を図った。三入児童館交通安全教室 安佐北交通安全協会三入支部，安佐北警察署，安佐北区役所 三入児童館の利用児童を対象に，クイズ形式のＤＶＤを視聴しながら，道路横断時における危険性やより安全な渡り方などを理解させるとともに，実際の路上における横断の仕方を習得させた。真亀児童館交通安全教室 安佐北交通安全協会真亀支部，安佐北警察署，安佐北区役所 真亀児童館の利用児童を対象に，クイズ形式のＤＶＤを視聴しながら，道路横断時における危険性やより安全な渡り方などを指導し，交通安全意識の高揚を図った。

2019年春の全国交通安全運動の実施結果2019年春の全国交通安全運動の実施結果2019年春の全国交通安全運動の実施結果2019年春の全国交通安全運動の実施結果



月日 場所 参加人数 広報実施内容名称等 主催5月14日 海田市駅周辺 805月15日 国道2号，31号主要交差点 355月13日 ＪＲ五日市駅周辺 1005月中旬 ピュア―クック五月が丘店前 505月11日 佐伯運動公園（多目的広場） 2005月10日 尾道駅前港湾緑地広場ほか 150 新聞等マスコミ5月10日～5月20日 市内小学校 1025月10日 尾道駅前港湾緑地広場ほか 150 新聞等マスコミ
5月9日 ポートプラザ 200 チラシの配布懸垂幕・横断幕・立看板・のぼり旗の掲出（期間中）公用車へ啓発用マグネットの取付（期間中）広報「ふくやま５月号」へ掲載市ホームページ・庁内イントラネットの掲載，メール配信サービスへ配信報道提供，新聞掲載5月9日 西部市民センター 80 チラシの配布懸垂幕・横断幕・立看板・のぼり旗の掲出（期間中）公用車へ啓発用マグネットの取付（期間中）安全協会所有のスピーカーのついた車に乗り，放送しながら走る（期間中）メール配信サービス5月11日 神石高原町道の駅さんわ182ステーション 100 チラシの配布懸垂幕・横断幕・立看板・のぼり旗の掲出（期間中）公用車へ啓発用マグネットの取付（期間中）道の駅の来場者と国道１８２号線の通行者に対し，チラシとグッズを配布するメール配信サービス5月16日 福山サービスエリア - ちらし，グッズの配布5月10日 府中市役所前交差点 50 各新聞社が取材5月18日 府中自動車学校 50 各新聞社が取材5月14日～5月17日 府中市内保育所 350 各新聞社が取材5月10日 三次市役所 約80 三次ケーブルテレビにより開始式の様子が市民向けに放送された。

街頭キャンペーン 広島市安芸区役所 海田市駅周辺にて啓発物を配布し，交通安全を呼びかける。主要交差点立合会 広島市安芸区役所 安芸区内の国道2号及び31号の主要交差点交通安全指導等の街頭活動を行う。2019年春の全国交通安全街頭キャンペーン 広島市佐伯区役所 啓発物を配布し，交通ルールや自転車の安全運転を訴える。また，駅近隣で信号待ちの車にも，飲酒運転の根絶を訴える。五月が丘交通安全テント村 五月が丘交通安全母の会 店前の交差点で啓発物を配布し，子どもと高齢者の交通事故防止を呼びかける。第32回佐伯区交通安全グラウンドゴルフ大会 広島市佐伯区役所 高齢者を中心に交通安全グラウンドゴルフ大会を実施。横断歩道，道路標識及び障害物等を設定したコースを，交通ルールを守りながら，楽しくプレーしてもらう。春の全国交通安全運動開始式 尾道市尾道警察署尾道交通安全協会因島交通安全協会 交通事故防止と市民の交通マナーアップを図るため，市内３か所で春の全国交通安全運動開始式を実施。交通安全教室 尾道市 市内の小学校に通う新入学生を対象に，横断歩道の渡り方等の交通ルールの基本を教える。街頭指導 尾道市，尾道警察署向島地域安全対策会議尾道交通安全協会因島交通安全協会 市内での交通事故防止と市民の交通マナーアップを図るため、市内各地で街頭指導を実施。春の全国交通安全運動開始式・街頭キャンペーン 福山東警察署福山東交通安全協会福山市 開始式とパトカー・白バイ・青色パトロール車などによる街頭キャンペーン，パレード，ハーレー隊「横断歩道は，歩行者優先」を強調し，キラリマン，ローラ，ミスローズによる模擬的な横断
春の交通安全運動開始式・街頭キャンペーン 福山西警察署福山西交通安全協会福山西安全運転管理協会福山市 開始式とパトカー・白バイ・青色パトロール車などによる街頭キャンペーン
春の交通安全運動開始式 福山北警察署福山北交通安全協会福山北安全運転管理協会福山市神石高原町 開始式とチラシ，グッズの配布パレード，ハーレー隊（会場から神石高原町役場までの往復）福山サービスエリアキャンペーン 西日本高速道路警察福山市 チラシ，グッズの配布
春の全国交通安全運動開始式 三次市，三次警察署，三次交通安全協会 来賓14名が出席し，子供の城保育園の園児20名が三次市のゆるキャラ「きりこちゃん」と共に三次警察署員作成の交通安全ソングを歌とダンスで披露した。
交通安全街頭啓発活動 府中市 交通安全運動前日に街頭啓発キャンペーンを実施春季地域交通安全教室 府中市高齢者交通安全教育推進協議会 高齢者を対象にサポカーの講習や乗車体験等を実施交通安全教室 府中市交通安全協会 市内保育所（園）・幼稚園で映画，指導講話を実施



月日 場所 参加人数 広報実施内容名称等 主催5月10日 C.C.プラザ 約20期間中 市内全域 -期間中 市内各所 -5月11日～5月20日 大竹市内 215月15日 JR大竹駅前 435月11日～5月20日 大竹市内 965月15日 大竹港アクセス道路 95月11日～5月20日 大竹市内４か所 2175月11日～5月20日 大竹市内 15月18日 大野市民センター -5月14日 地御前小学校 2185月16日 宮園小学校 745月20日 原小学校 555月13日 いもせ保育園 955月16日 鳴川保育園 105月17日 宮島学園(小・中学校) 48期間中 廿日市市内 -5月13日 廿日市市内吉和地域 110期間中 廿日市市内吉和地域 205月10日 廿日市市佐伯地域 -5月11日～5月17日 廿日市市宮島地域 -

市内の商業施設におけるチラシ及び啓発物品配布 三次交通安全協会 市内の商業施設「C.C.プラザ」において，啓発チラシ及び広島カープのうちわを配布した。市ホームページ・Facebookへの記事掲載，音声告知放送・データ放送の実施 三次市 各種広報媒体を活用した広報を実施した。横断幕，懸垂幕，幟旗の掲示 三次市 市役所屋上，市内各所に横断幕，懸垂幕又は幟旗を掲示した。交通安全指導車で市内広報 大竹交通安全協会 交通安全指導車で市内広報街頭活動 大竹市，大竹警察署，大竹交通安全協会 JR大竹駅前にてチラシ・啓発物を配布街頭活動 大竹交通安全協会 通学路等における立哨指導大竹港アクセス道路交通安全運動 大竹市，自治会，企業，大竹警察署 大竹港アクセス道路を通行する車両に対してチラシ・啓発物を配布交通安全テント村 大竹交通安全協会 交通安全テント村を市内４か所で実施のぼり旗を市内に設置 大竹市 交通安全運動実施中ののぼり旗を市内に設置大野市民センター祭り交通安全ブース支援 大野市民センター 反射神経診断コーナー，交通安全運動・自転車マナーアップ月間各チラシ配布交通安全教室 廿日市市 小学生を対象に，横断歩道の渡り方や自転車における交通ルールを指導する交通安全教室 廿日市市 小学生を対象に，横断歩道の渡り方や自転車における交通ルールを指導する交通安全教室 廿日市市 小学生を対象に，横断歩道の渡り方や自転車における交通ルールを指導する交通教室実施 いもせ保育園 交通事故を起こさないための約束，交通ルール教養DVD視聴，信号機のある横断歩道の渡り方実技　他交通教室実施 鳴川保育園 交通事故を起こさないための約束，交通ルール教養DVD視聴，信号機のある横断歩道の渡り方実技　他交通教室実施 宮島学園（小・中学校） 道路の正しい歩行，信号機のある横断歩道の渡り方実技，自転車ルールと走行（基本・応用）実技，自転車ルール教養DVD視聴（問答式）広報車による交通安全パトロール 廿日市市 地域内を広報車により交通安全意識高揚の為の広報を実施交通安全ミニテント村 交通安全協会吉和支部，吉和地域安全協議会 国道沿いにミニテントを設置し，通勤等で行き来するドライバーに対し，交通安全についての啓発を行った広報車による交通安全広報 交通安全協会吉和支部，吉和地域安全協議会，廿日市市 地域内を広報車により巡回し，交通安全に関する啓発を行った。防災無線による広報の実施 廿日市市 「春の全国交通安全運動」の開催と運動目的を広報し，交通安全意識高揚を図る防災無線による広報の実施 廿日市市 「春の全国交通安全運動」の開催と運動目的を広報し，交通安全意識高揚を図る



月日 場所 参加人数 広報実施内容名称等 主催5月19日 宮島地域内 -5月10日 安芸高田市吉田町 70 地元広報媒体「お太助フォン」で広報し，交通安全週間のチラシや啓発用品を通行人に配布した。5月16日5月17日5月20日 安芸高田市高宮町 146期間中 安芸高田市内 205月10日 江田島町鷲部県道44号沿い 595月20日 江田島町小用 20江田島市内の各保育園・小学校 895月11日～5月20日 江田島市内 2065月11日～5月20日 江田島市内 235月11日～5月20日 江田島市内各所 -5月14日 海田市駅周辺 305月11日～5月20日 海田町役場 35月15日 海田町内一円 25月10日～5月20日 熊野町内7か所 -5月10日～5月20日 熊野町内1か所 -5月10日 熊野町内3か所 505月14日 坂町内14か所 1205月9日 北広島町　千代田地域づくりセンター前他 50 町内音声告知放送ケーブルテレビ「きたひろネット」で収録・放映5月11日 神石高原町坂瀬川（道の駅さんわ１８２ST） 705月13日 神石高原町上豊松コミュニティセンター前 20

防災無線による広報の実施 廿日市市 「交通事故死ゼロを目指す日」のお知らせを広報し，交通安全意識高揚を図る交通安全パレード 安芸高田市交通安全協会交通安全推進隊 開会式にて交通安全推進隊による安全運転宣言を行った後，安芸高田市内を白バイ，パトカー，青パトが広報活動を実施しながらパレードした。交通安全教室 交通安全推進隊 小学校や中学校等において，交通安全教室を実施し，同校の児童に交通ルールを指導する。街頭指導 交通安全推進隊 青パトにて，交通安全の広報テープを流して走行し，交通安全意識を醸成する。交通安全テント村 江田島市交通安全協会 江田島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交通死亡事故０を目指す日 江田島市交通安全協会 啓発物品を配布し交通安全の呼び掛けを実施交通安全教室 江田島市交通安全協会 自転車の安全利用及び横断歩道の正しい渡り方等の指導街頭指導 江田島市交通安全協会，学校教育課 通学路にある横断歩道にて街頭指導を実施広報車での巡回 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横断幕・幟旗の掲出 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交通安全運動夜間街頭キャンペーン 海田町交通安全協会 交通安全の啓発品の配布懸垂幕による啓発 海田町 懸垂幕の設置早朝広報 海田町 広報車による広報幟旗設置 熊野町 町内各地に幟旗を設置横断幕・懸垂幕の設置 熊野町 横断幕と懸垂幕を設置
神石高原町福山北警察福山北交通安全協会 交通安全運動初日に開始式を実施。ハーレー会による交通安全パレード，キャンペーン活動を行い，交通安全の呼びかけ，啓発活動を実施。

街頭早朝キャンペーン 熊野町 幟旗を持って啓発活動春の全国交通安全運動週間街頭指導 坂町交通安全協会 啓発グッズ配布・街頭指導
交通安全テント村 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・減らそう犯罪フラッグリレー」及び「交通安全テント村」 山県交通安全協会，安芸太田町，北広島町 交通安全テント村において、交通安全啓発グッズを配布。フラッグリレーは安芸太田町を出発し，北広島町まで。交通安全運動開始式及び街頭キャンペーン


