
実施市町 行事名 実施日時 場所 主催 内容
参加予定
人数等

早朝一斉街頭指導
12月12日（月）

7:00～8:00
各地区の主要交差点

福井市、福井・福井南署及び各交通
安全推進団体

児童生徒の登校時間に主要交差点に立ち、交通安全指導を実施する。 650

街頭広報活動
12月13日（火）
15:30～16:30

・エルパ、アピタ福井大
和田店
・ベル

福井市、福井・福井南署及び各交通
安全推進団体

啓発チラシや反射材等の啓発品を配布して、広く市民に交通事故防止
を呼びかける。

100

街頭広報活動
12月16日（金）
17:30～18:30

各地区の主要交差点
福井市、福井・福井南署及び各交通
安全推進団体

主要交差点付近において、ドライバーへの交通ルール・マナーの啓発
活動を実施する。

500

交通安全教育
12月13日(火)､14日

(水)､15日(木)
・幼稚園、こども園
・高齢者デイホーム

福井市 幼児、高齢者を対象とした交通安全教室を実施する。 160

広報活動 県民運動期間中 市内一円
福井市、福井・福井南署及び各交通
安全推進団体

広報車及びゴミ収集車による広報、のぼり旗等の設置や広報誌・機関
紙等により交通事故防止を呼びかける。

－

年末の交通安全県民運動
一斉早朝街頭指導

12月12日(月）
7:15～8:00

市内一円 敦賀市交通対策協議会
市内主要ポイントにおいて、敦賀市交通対策協議会の構成機関及び団
体等が歩行者やドライバーに対し交通安全（交通事故防止）を呼び掛け
る。

200

一斉薄暮時街頭指導
12月16日(金）
17:30～18:30

市内主要交差点
敦賀警察署、敦賀市交通指導員連
合会

敦賀警察署交通課員、敦賀市交通指導員等が、国道８号をはじめとす
る主要幹線道路にて街頭指導を行う。

30

12月12日(月）
7:15～8:00、
17:30～18:30

12月16日(金）
17:30～18:30

合同研修会
12月19日(月）
19:00～20:30

市役所講堂 敦賀市交通指導員連合会
敦賀市交通指導員が、交通安全啓発活動や交通安全に必要な研修会
を開催することで、会員の交通安全意識の向上を図る。

52

敦賀市シルバー交通安全推進員研
修会

12月19日(月）
13:30～15:00

 市役所講堂 敦賀市
敦賀市シルバー交通安全推進員に対し講話や交通安全教室を行い、
交通安全（交通事故防止）を呼び掛ける。受講後、各推進員が地域の
高齢者に対し、交通安全啓発・広報活動を実施するよう依頼する。

35

12月15日(木）
10:00～、13:30～

三島保育園 敦賀市、敦賀警察署
保育園児（主に年長、年中）を対象に道路の安全な歩き方、横断につい
て交通安全教室を行い、交通安全（交通事故防止）を呼び掛ける。

40

12月16日（金）
10：00～

つるが保育園 敦賀市、敦賀警察署
保育園児（主に年長）を対象に道路の安全な歩き方、横断について交通
安全教室を行い、交通安全（交通事故防止）を呼び掛ける。

14

12月20日（火）
14：30～

櫛川２丁目会館 敦賀市
高齢者を対象に、道路横断時の注意点や反射材の活用について交通
安全教室を行い、交通安全（交通事故防止）を呼び掛ける。

30

令和４年年末の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

福井市

敦賀市

交通安全教室

年末特別街頭指導 敦賀市交通指導員連合会
敦賀市交通指導員が、各地区指定の主要交差点にて街頭指導を行う。
（８地区）

各地区指定場所 52



実施市町 行事名 実施日時 場所 主催 内容
参加予定
人数等

令和４年年末の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

下校時交通安全指導 県民運動期間中 市内小学校 敦賀市、敦賀警察署
小学校高学年を対象に、下校時の交通安全指導を実施し、交通事故防
止を呼び掛ける。

 交通安全広報車によるパトロール 県民運動期間中 市内一円 敦賀市
市の交通安全広報車にて、主に児童、生徒の下校時刻にパトロールを
行い、交通安全を呼びかける。

敦賀市嶺南ケーブル
ネットワークによる広報

県民運動期間中 敦賀市
敦賀市の行政チャンネルで交通安全県民運動期間及び運転の重点等
を通知し、市民に対し交通安全意識の向上を呼び掛ける。

のぼり立て 県民運動期間中 敦賀市交通指導員連合会 市内主要ポイントに、県民運動の旗を立てる。

早朝一斉街頭指導
12月12日（月）
7：20～8：20

小浜市内通学路主要
交差点

小浜市交通指導員会、若狭交通安
全協会、小浜警察署

児童の登校時間に合わせた街頭指導により、児童等の安全を確保した
上で、交通マナーの向上を図っていく。

100

交通事故０を目指す統一行動日
12月12日（月）
10：30～12：00

おおい町総合運動公園
小浜市交通指導員会、若狭交通安
全協会、小浜警察署

車両運転手や歩行者に交通法令の遵守による交通事故防止を呼びか
ける。

35

薄暮時一斉街頭指導
12月16日(金)
17：30～18：30

小浜市内国道27号主
要交差点

小浜市交通指導員会、小浜警察署
交通事故の危険性が高まる薄暮時間帯に、国道27号の主要交差点で
街頭指導を行い交通事故防止に努める。

16

飲酒運転根絶の啓発活動
12月17日(土)
10：30～12：00

バロー小浜店
小浜市交通指導員会、若狭交通安
全協会、小浜警察署

買い物客にチラシ等を配布し、飲酒運転防止を呼びかける。 20

ポスター掲示等 県民運動期間中 小浜市役所等
市民の目に付きやすい公共施設等の場所にポスターを掲示し、交通安
全意識の向上を図り、事故防止に努めてもらう。

飲酒運転根絶宣言大会及び飲酒運
転根絶啓発活動

12月2日（金）
18：30～20：00

結とぴあ305・306
市内飲食店

大野市交通対策協議会
飲酒運転根絶宣言大会を開催し、終了後は市内飲食店を約20班に分
かれて巡回して啓発品を配布し、飲酒運転根絶を呼びかける

70

薄暮時の街頭指導
12月16日（金）
17：30～18：30

市内主要交差点 大野市交通指導員会
薄暮時に交通安全を呼びかける。
（荒天時は中止）

28

小浜市

大野市

敦賀市



実施市町 行事名 実施日時 場所 主催 内容
参加予定
人数等

令和４年年末の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

年末の交通事故追放キャンペーン
12月12日(月）
17：00～18：00

市内量販店

市（参加団体：警察署、交通安全協
会、指導員会、高齢者連合、安全運
転管理者協議会、交母の会、高齢者
交通安全リーダー協議会、交通安全
活動推進委員協議会）

市内量販店において買い物客（高齢者中心）にチラシ等を配布し、交通
安全啓発活動を実施する。

20

勝山市公式ラインに啓発メール掲
載

12月12日（月） 勝山市
交通事故ゼロを目指す統一行動日を市民にお知らせし市民の安全意
識を高める。

路上駐車一掃パトロール
12月20日（火）
18：45～20：00

市内
市（参加団体：警察署、奥越土木事
務所、交通安全協会、指導員会、交
通安全推進委員協議会）

路上駐車を未然に防止し、冬期間の良好な道路交通を確保するためパ
トロールを実施する。

30

飲酒運転追放キャンペーン
12月16日（金）
17：15～20：00

市内飲食店 勝山交通安全協会
市内酒類提供飲酒店を巡回し、ポスター飲酒運転撲滅等を記載した啓
発チラシを配布する。

10

赤ランプ作戦
12月11日（日）

～12月20日（火）
18：00～19：00

市内主要交差点 勝山交通安全協会 市内主要交差点等で交通安全を呼び掛ける。 20

交通安全教室
12月14日（水）
12月20日（火）

高齢者サロン 鯖江市 高齢者サロンでの交通安全教室 40

薄暮時一斉街頭指導
12月16日（金）
18：00～18：45

旧8号線沿い主要交差点 鯖江市交通指導員会 交通指導員による街頭指導 20

広報車による啓発
12月16日（金）
18：00～18：45

市内 鯖江市 広報車による啓発 2

市役所正面玄関での反射材配布
11月7日

～12月28日
市役所庁舎 鯖江市

鯖江市役所正面玄関に、「交通死亡事故防止対策集中運動チラシ」掲
示および靴用反射材を設置し、夜間出かけるときは反射材をつけるよう
呼びかける

市役所内窓口での反射材配布
11月14日

～12月28日
市役所庁舎 鯖江市

鯖江市役所各窓口に、夜間出かけるときは反射材をつけるよう呼びか
けるPOPと靴用反射材を設置

早朝一斉街頭指導 12月12日（月） 市内各所
あわら市、あわら交通安全協会、あ
わら市交通指導員会、あわら市交通
安全母の会

各地区主要交差点において交通安全指導を実施する。 190

薄暮時パトロール 12月16日（金） 市内各所 あわら市、あわら市交通指導員会
あわら市内の事故多発箇所に交通指導員が立ち、交通安全指導を行
う。

8

鯖江市

あわら市

勝山市



実施市町 行事名 実施日時 場所 主催 内容
参加予定
人数等

令和４年年末の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

早朝一斉街頭指導
12月12日(月)
7:30～8:30

国道8号他、主要交差
点19箇所

越前市交通安全推進協議会
越前市交通安全推進協議会に加入する各種団体・事業所の参加のも
と、街頭指導を行う。

約100

交通安全広報活動 12月11日(日)～
国道8号他、主要交差
点

越前市交通安全推進協議会
交通安全モデル事業所・優良事業所の協力を得て、企業敷地等に交通
安全啓発幟旗を設置

約35事業
所

薄暮時一斉街頭指導
12月16日(金)
17:30～18:30

旧8号線主要交差点 越前市交通指導員会 旧８号線主要交差点での街頭指導 約20

市ＨＰ掲載 県民運動期間中 越前市 市ＨＰで交通安全県民運動を紹介し、周知を図る。

早朝一斉街頭指導
12月12日（月）

7:10～8:00
市内一円

坂井市、坂井市交通指導員会、各交
通安全協会

市内主要交差点で通行車両、歩行者に対し交通事故防止を呼び掛け
る。

200

交通安全寸劇
12月14日（水）
10:00～11:00

のうねの郷コミュニティ
センター

坂井市交通安全母の会 地域の高齢者向けに、交通安全寸劇を通じて交通安全啓発を行う。 30

交通安全広報
12月14日（水）
16:30～17:30

 三国町イーザ
三国交通安全協会、坂井西警察署、
坂井市交通指導員会

買い物客に対し、反射材着用・飲酒運転根絶等を呼び掛ける。 25

薄暮時街頭指導
12月16日（金）
17:30～18:30

市内一円 坂井市交通指導員会
市内主要交差点で通行車両、歩行者に対し交通事故防止を呼び掛け
る。

40

広報パトロール 県民運動期間中 市内一円
坂井市交通指導員会、坂井・三国の
各交通安全協会

広報車で音楽メッセージを流しながら市内一円を巡回し、通行車両、歩
行者に注意喚起を行う。

各日6人

幼児に対する交通安全教室
12月15日（木）
10:00～11:00

米納津保育所（坂井市
三国町）

坂井市 市交通指導員が道路の安全な渡り方などを保育園児に指導する。

永平寺町 一斉街頭活動
12月12日（月）
7：00～7：50

町内一円 永平寺町 町内交差点及び学校前において交通安全の呼びかけを実施 100

街頭監視
12月14日（水）
17：50～18：30

町内各所
池田町、越前交通安全協会池田町
支部

町内５か所において、午後５時５０分から午後６時３０分までの間、街頭
監視を行う。

23

巡回啓発
12月14日（水）
17：50～18：30

町内全域
池田町、越前交通安全協会池田町
支部

街頭監視時間帯に合わせて、広報車にて町内の巡回啓発を行う。 2

街頭指導
12月12日(月)
7:15～7:45

町内主要交差点
南越前町交通指導員会、越前交通
安全協会

通勤通学者等に対する街頭指導 40

警戒パトロール
12月16日(金)
18:00～19:00

国道8号、365号沿い 南越前町交通指導員会 パトライト点灯による啓蒙活動 15

街頭指導
12月20日(火)
7:15～7:45

町内主要交差点 越前交通安全協会 通勤通学者等に対する街頭指導 20

池田町

南越前町

越前市

坂井市



実施市町 行事名 実施日時 場所 主催 内容
参加予定
人数等

令和４年年末の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

交通事故ゼロを目指す統一行動日
12月12日（月）
18：00～19：00

各地区街頭指導箇所 越前町交通指導員会 町内主要交差点において夕方の街頭指導 20

薄暮時における一斉街頭指導日
12月16日（金）
18：00～19：00

各地区街頭指導箇所 越前町交通指導員会 町内主要交差点において夕方の街頭指導 20

広報車巡回
　12月12日（月）
　12月16日（金）
　18：00～19：00

町内一円 越前町 街頭指導時間に合わせ交通安全広報車による巡回 1

防災無線放送
　12月12日（月）
　12月16日（金）
　各日の18:40

町内一円 越前町 街頭指導時間に合わせ防災無線で放送 －

ホームページに掲載
12月5日

～12月20日
－ 越前町 町ホームぺージで県民運動について周知 －

統一行動日 12月12日（月）
国道沿いのコンビニエ
ンスストア付近

美浜町交通指導員連絡協議会 のぼり旗を立てて交通安全の啓発活動を行う。 20

薄暮時一斉街頭指導 12月16日（金） 町内主要道路沿い 美浜町交通指導員連絡協議会 主要交差点において街頭啓発 10

赤色回転灯活動 県民運動期間中 町内主要道路沿い 敦賀交通安全協会美浜支部 町内4箇所で赤色パトライトにより交通事故防止に努める。 8

街頭交通指導 県民運動期間中 町内交差点 美浜町交通指導員連絡協議会 交差点において交通指導を行う。 15

早朝街頭指導
12月12日（月）

7:30～8:10
町内主要交差点

高浜町、交通安全協会高浜支部、
高浜町交通指導員会

主要交差点での県民運動の周知と交通マナー向上の呼びかけ 70

交通死亡事故０街頭啓発活動 12月12日(月) おおい町 若狭交通安全協会　他 国道27号沿線にて一斉街頭指導 60

薄暮時街頭指導、飲酒運転根絶
キャンペーン

県民運動期間中
高浜町、交通安全協会高浜支部、
高浜町交通指導員会

薄暮の街頭指導及び、反射材配布及び飲酒運転根絶の呼びかけ 20

越前町

美浜町

高浜町



実施市町 行事名 実施日時 場所 主催 内容
参加予定
人数等

令和４年年末の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

のぼり旗設置 県民運動期間中 町内
おおい町、若狭交通安全協会、
おおい町交通指導員会

のぼり旗を交差点に設置 3

早朝街頭指導

12月12日(月)
【大飯地域】
7:20～8:00

【名田庄地域】
7:15～7:45

町内（５か所）
若狭交通安全協会、おおい町交通指
導員会

町内交差点において街頭指導を行い、歩行者、運転者（自動車、自転
車）に対し、交通安全意識の高揚を図る。

30

国道27号交通死亡事故「0」街頭啓
発活動

12月12日(月)
10：30～

町内   若狭交通安全協会
若狭地域の交通事故の根絶、地域住民への交通安全の意識付けを図
ることを目的とし、国道２７号線沿いでの啓発活動を行う。

10

薄暮時街頭指導・飲酒運転根絶街
頭啓発活動

12月16日(金)
17：30～18:30

町内
おおい町、若狭交通安全協会、
おおい町交通指導員会

町、交通安全協会及び交通指導員が共同して町内商業施設等で街頭
指導を行うことで、施設の利用者に対して、交通安全意識の高揚を図
る。

20

赤ランプ作戦
12月16日(金)
18：30～19:15

町内交差点 おおい町交通指導員会
町内交差点において赤色回転灯による啓発を行うことで交通安全意識
の高揚を図る。

5

 飲酒運転根絶キャンペーン
12月6日(火)
18:00～19:00

ＰＬＡＮＴ-２ 上中店 若狭交通安全協会上中支部
年末の交通安全運動を周知するとともに、飲酒運転根絶チラシ等を配
布し、量販店での啓発活動を実施する。

15

早朝一斉街頭指導
12月12日（月）

7:00～8:00
主要交差点
集落出入口付近

若狭交通安全協会上中支部、
敦賀交通安全協会三方支部

国道27号線など主要幹線、各集落の出入口において関係団体及び集
落役員による早朝街頭指導を実施する。

200

交通死亡事故０啓発活動
12月12日（月）

10:30～
おおい町 若狭交通安全協会 主要幹線である国道27号線において街頭啓発活動に参加する。 5

薄暮時一斉街頭指導
12月13日（火）
16:30～17:30
17:15～18:15

主要交差点 若狭町交通指導員協議会 国道27号線など主要幹線において、薄暮時一斉街頭指導を実施する。 15

 飲酒運転根絶キャンペーン
12月17日(土)
17:00～18:00

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
レピア

敦賀交通安全協会三方支部
年末の交通安全運動を周知するとともに、飲酒運転根絶チラシ等を配
布し、量販店での啓発活動を実施する。

15

広報・PR事業 県民運動期間中 町内全域
若狭交通安全協会上中支部、
敦賀交通安全協会三方支部

地区・集落においてのぼり旗を掲出し交通安全運動の周知徹底を行う。 50

赤ランプ作戦 県民運動期間中 主要交差点
若狭交通安全協会上中支部、
敦賀交通安全協会三方支部

薄暮時から夜間にかけてパトライトを設置した車両による駐留監視を行
う。

15

交通安全施設整備 県民運動期間中 町内全域
若狭交通安全協会上中支部、
敦賀交通安全協会三方支部

カーブミラー等交通安全施設の点検・清掃を行う。 15

 交通ルール遵守・マナー向上署名活動 県民運動期間中 町内全域
若狭交通安全協会上中支部、
敦賀交通安全協会三方支部

交通事故のない安全安心若狭町を目指し、交通安全意識の向上を図る
ため署名活動を実施する。署名簿は翌年1月に行う交通安全祈願祭に
おいて奉納祈願する。

8,000

若狭町

おおい町


