
令和元年夏の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

市町 行事名 実施日時 場所 主催 実施内容 参加予定人数

早朝一斉街頭指導
7月19日(金)
7：00～8：00

各地区主要交差点
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。 500

街頭広報活動
7月22日(月)

17：30～18：00
エルパ、ベル

福井市、福井・福井南署及び各
交通安全推進団体

エルパやベルにおいて、啓発チラシや反射材等の啓発品を配布して、広く
買い物客に交通事故防止を呼びかける。

120

交通ルール・マナー啓発活動
7月26日(金）

17：30～18：30
各地区主要交差点

福井市、福井・福井南署及び各
交通安全推進団体

各地区主要交差点において、啓発旗等により通行するドライバーや歩行
者・自転車利用者等に交通マナーの啓発を実施する。

400

広報活動 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

広報車による広報や広報誌・機関紙等により交通事故防止を呼びかける。 ―

夏休み「交通安全ちかいの言葉」推
進運動

夏休み期間中
各地区ラジオ体操会
場

福井市、福井・福井南署及び各
交通安全推進団体

夏休み期間中、各地区のラジオ体操会場にて「交通安全ちかいの言葉」を
子供たちと一緒に唱和し、夏休み中の子供の交通事故防止を図る。

―

一斉早朝街頭指導
7月22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て、敦賀市交通対策協議会の構成機関・団体等が歩行
者・ドライバーに対して交通安全（交通事故防止）を呼びかける。

200

一斉薄暮時街頭指導
7月26日(金)

17：30～18：30
若葉町交差点

敦賀警察署、敦賀交通安全協
会、敦賀市交通指導員連合会

敦賀警察署交通課員、敦賀交通安全協会員、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。

40

夏季特別街頭指導 7月26日(金) 岡山町１丁目交差点 敦賀市交通指導員連合会 敦賀市交通指導員が、主要交差点にて街頭指導を行う。 30

松原地区交通安全茶屋 7月21日(日) ユアサ㈱駐車場
敦賀市交通指導員連合会
（松原地区）

松原地区の交通指導員等がドライバーに対し、啓発チラシ、飲み物を渡し、
交通安全を呼び掛ける。

30

愛発地区交通安全茶屋 7月27日(土)

疋田地籍
国道8号分岐
手前下り駐車場
(冬期チェー設置場所)

敦賀市交通指導員連合会
（愛発地区）

愛発地区の交通指導員等がドライバーに対し、啓発チラシ、飲み物を渡し、
交通安全を呼び掛ける。

30

敦賀市嶺南ケーブルネットワークに
よる広報

運動期間中 ― 敦賀市生活安全課
敦賀市の行政チャンネルで市民に対して県民運動期間や運転の重点等を
通知し、交通安全意識の向上を呼びかける。

―

のぼり旗たて 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。 ―

敦賀市

福井市



令和元年夏の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

市町 行事名 実施日時 場所 主催 実施内容 参加予定人数

県下一斉早朝街頭指導
7月19日（金）
7：30～8：30

各交差点 小浜市交通指導員会ほか

　一学期終業式に合わせて街頭指導を実施する。車両運転手に対して歩
行者優先を徹底すること、通学児童など歩行者には周囲の安全を十分に
確認しながら横断歩道を利用することなど街頭指導を通じて交通ルール遵
守の重要性を伝える。

150

交通安全茶屋
7月21日（日）
10：00～11：30

国道162号 小浜市交通安全母の会
京都・小浜をつなぐ幹線道路である国道１６２号において、車両運転手に対
してリーフレットなどを配布し、後部座席を含め全席シートベルトの装着など
交通ルールの遵守を呼びかける。

50

交通事故０街頭啓発
7月22日（月）
11：00～12：00

高浜町 若狭交通安全協会
安全協会主催のもと、当市などが協賛して、主要幹線道路である国道２７
号を利用する車両運転手に、歩行者や自転車利用者に思いやりのある運
転や交通法令の遵守による交通事故の防止を呼びかける。

50

薄暮時間帯街頭指導
7月26日（金）
17：30～18：30

国道27号主要交差点 小浜市交通指導員会、小浜市
交通事故の発生が増加する薄暮時間帯に合わせ、国道27号の主要交差
点で街頭指導を行う。車両運転手などに早めのライト灯火や横断歩道にお
ける歩行者優先等法令を遵守した運転を指導する。

15

交通安全街頭啓発
7月19日（金）
7:15～8:00

市内コンビニ5カ所 大野市交通対策協議会 コンビニ客らに啓発物やチラシを配布し、交通安全の呼びかけを行う。 30

広報車による街頭啓発 運動期間中 市内一円 交通指導員会
市内を広報車でまわり、夏の交通安全県民運動期間の周知と交通安全を
呼びかける

4

赤ランプ作戦 運動期間中 市内幹線道路沿い
交通指導員会、大野交通安全
協会

幹線道路沿いにおいて赤ランプ駐留監視を実施し、交通事故防止に努める 10

一斉早朝街頭監視
7月19日（金）
7:00～8:00

市内 勝山市交通対策協議会 通勤、通学に合わせて早朝街頭監視を行う。 150

広報車巡回
7月19日（金）
7:00～8:00

市内 勝山市交通対策協議会 通勤、通学時に広報車にて交通安全を呼びかける。 2

赤ランプ作戦
7月19日（金）
19:00～20:00

市内５カ所 勝山市交通指導員会 赤ランプの点灯により、運転者にスピード抑制など交通安全を呼びかける。 25

交通安全茶屋 7月25日（木） 主要幹線道路 勝山交通安全協会 運転者に交通安全グッズ等を配布し、交通安全を呼びかける。 20

交通安全茶屋
7月26日（金）
16:00～17:00

主要幹線道路 勝山市交通指導員会 運転者に交通安全グッズ等を配布し、交通安全を呼びかける。 25

広報車巡回
7月30日（火）
16:00～17:00

市内 勝山市交通対策協議会 広報車にて交通安全を呼びかける。 2

小浜市

大野市

勝山市



令和元年夏の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

市町 行事名 実施日時 場所 主催 実施内容 参加予定人数

薄暮時街頭指導 7月26日（金） 国道8号線 鯖江市交通指導員会 交通指導員が国道8号線の主要交差点で薄暮時の街頭指導を行う。 21

一斉街頭啓発 7月26日（金） 市内各量販店 鯖江市交通対策協議会 交通対策協議会メンバーが市内各スーパー等でチラシ等の配布を行う。 50

一斉街頭啓発 7月26日（金） 市内 鯖江市 広報車による啓発 1

一斉街頭啓発 7月26日（金） 市内交差点 鯖江市 市職員による市内主要交差点での街頭啓発 80

交通安全教室 7月23日（火） 保育園4ヶ所 鯖江市 交通安全教育指導員による保育園4ヶ所での交通安全教室 341

早朝一斉街頭指導 7月19日（金） 市内各所 あわら市
市内の各交通関係団体の協力を得て、早朝、各所に立ち、交通マナー啓発
や子どもの安全見守りを行う。

230

夜間パトロール 7月22日（月） 市内各所 あわら市 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。 4

薄暮時一斉街頭指導 7月26日（金） 市内各所 あわら市 あわら市内の主用幹線道路に交通指導員が立ち、交通安全指導を行う。 4

交通教室 7月26日（金） 市内こどもクラブ あわら市 夏休み中のこどもクラブの児童に対し、交通教室を行う。 94

早朝一斉街頭指導
7月19日（金）
7:30～8:30

市内主要交差点
22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、
早朝街頭指導を行う

100

交通安全広報活動 7月19日（金） 協力企業 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、企業敷地内へ交通安
全啓発のぼり旗を設置する。

20企業
（約20人）

（統一行動日）街頭指導
7月22日（月）
17：00～18：00

市内主要交差点21箇
所

越前市交通指導員会
市内の主要交差点での街頭指導
市交通安全広報車による広報活動

20

薄暮時街頭指導
7月26日（金）
17：30～18：30

国道8号の主要交差点 越前市交通指導員会
旧国道8号の主要交差点での街頭指導
市交通安全広報車による広報活動

20

越前市

鯖江市

あわら市



令和元年夏の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

市町 行事名 実施日時 場所 主催 実施内容 参加予定人数

一斉街頭監視
7月19日（金）

7:10～
市内全域 坂井市交通安全推進協議会 登校中の児童・生徒への声掛け、通勤中の運転者に対する事故防止広報 200

広報キャンペーン
7月21日（日）

9:30～
三国町 三国交通少年団 通行車両に対する交通事故防止広報 20

「元気でいてね」隊委嘱式
7月22日（月）

10:00～
春江町 坂井交通安全協会

春江ゆり保育園の園児から、地域の高齢住民に対し交通事故防止を呼び
掛ける。

100

反射材着用広報
7月26日（金）

7:30～
三国町 三国交通安全協会

三国地区で反射材を着用して道路を歩き、反射材の着用効果を通行車両
に広報する。

30

巡回広報パトロール 運動期間中随時 市内一円 坂井市交通安全推進協議会 広報パトロール車で市内を巡回し、交通事故防止を呼び掛ける。 10

一斉街頭活動 7月19日（金） 永平寺町一円 永平寺町 町内交差点及び学校前において交通安全を呼びかける。 120

交通安全水上カルタ大会 7月26日（金） 松岡小学校 福井交通安全協会
町内の小学生を対象とし、交通安全に関する標語の手作りカルタをプール
に浮かべて取り合うゲームを行う。

120

街頭監視
7月19日（金）
7:00～8:00

町内各所 池田町、交通安全協会 町内8か所において、午前７時から午前８時までの間、街頭監視を行う。 38

巡回啓発 7月19日（金） 町内全域 池田町、交通安全協会 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。 4

街頭指導
7月19日（金）
    30日（火）

町内主要交差点 交通指導員会・交通安全協会 通勤通学者等に対する街頭指導 40

街頭指導 7月19日（金） 町内主要交差点 交通指導員会 通勤通学者等に対する街頭指導 5

警戒パトロール 7月26日（金） 町内 交通指導員会 パトライト点灯による啓蒙活動 20

池田町

南越前町

永平寺町

坂井市



令和元年夏の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

市町 行事名 実施日時 場所 主催 実施内容 参加予定人数

交通事故ゼロを目指す統一行動日 7月22日（月） 各地区街頭指導箇所 交通指導員 町内主要交差点で夕がたの街頭指導 24

薄暮における一斉街頭指導日 7月26日（金） 各地区街頭指導箇所 交通指導員 町内主要交差点で夕がたの街頭指導 24

子どもと高齢者の交通事故ゼロを
目指す日

7月30日（火） 各地区街頭指導箇所 交通指導員 町内主要交差点で夕がたの街頭指導 24

広報車巡回
7月22日（月）
     26日（金）
     30日（火）

町内 越前町 交通指導員の街頭指導時間に合わせた交通安全広報車による町内巡回 1

防災無線放送
7月22日（月）
     26日（金）
     30日（火）

― 越前町
交通指導員の街頭指導時間に合わせて防災無線で交通安全について放
送

―

ホームページに掲載 7月1日（月）～ ― 越前町 町ホームページで県民運動について周知 ―

街頭啓発 7月22日（月） 国道沿い 敦賀交通安全協会美浜支部 交通安全の啓発活動の実施 20

街頭交通指導
7月21日(日)

～
7月30日（火）

各交差点等 美浜町交通指導員連絡協議会
交差点において交通指導の実施
7/26（金）薄暮時における一斉街頭指導の実施

15

交通安全茶屋 7月22日（月） 大薮地係

美浜町（協力団体：交通指導員
連絡協議会及び敦賀交通安全
協会美浜支部、敦賀警察署、敦
賀交通安全協会）

国道沿いの敷地でドライバーに啓発物の配布による交通安全の呼びかけ
配布物：県民運動チラシ、飲み物等

30

赤色回転灯活動
運動期間中任意

の
日時

町内 敦賀交通安全協会美浜支部 赤色パトライトによる交通事故防止のための活動等 10

早朝街頭指導
7月19日(金)
7:30～8:10

町内主要交差点
交通安全協会、交通指導員会、
交通安全母の会

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 60

交通死亡事故０を目指す啓発活動 7/22(月) 町内 交通安全協会他 一斉街頭指導及び反射材・チラシ等配布 70

薄暮時街頭指導 運動期間中 町内 交通安全協会他
国道での交通死亡事故を防止するため、国道沿いにおいて薄暮時に街頭
指導を行う。

15

交通安全教室 運動期間中 町内の小中学校 交通指導員会 自転車の交通安全教室を行い、交通事故防止を図る。 10

広報・啓発活動 運動期間中 町内 交通安全協会 のぼり旗等により運動の周知徹底を行う。 ―

高浜町

美浜町

越前町



令和元年夏の交通安全県民運動期間中の主な取組み予定

市町 行事名 実施日時 場所 主催 実施内容 参加予定人数

のぼり旗設置 運動期間中 町内
おおい町、交通安全協会、交通
指導員会

のぼり旗を交差要点に設置 3

交通マナー向上町民総決起大会
7月16日（火）
13:30～14:30

おおい町
総合町民センター

おおい町、交通安全協会、交通
指導員会、交通安全母の会

啓発活動により、交通安全に対する自覚と関心を高め、交通ルールの遵守
と交通マナーの向上を図る。

70

早朝街頭指導

7月19日（金）
【大飯地区】
7:30～8:00

【名田庄地区】
7:15～7:45

町内５ヶ所
交通安全協会、交通指導員会、
交通安全母の会

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、運動の周知徹底と交通安全意識の高揚を図る。

30

交通安全茶屋
7月25日（木）
17:00～18:00

大飯地域
（大飯駐在所前）

おおい町、交通安全協会、交通
指導員会、交通安全母の会

ドライバーに休憩の場を提供し、交通安全チラシ等を配布し、交通事故防
止を呼びかける。

15

薄暮時街頭指導
7月30日（火）
17:30～18:30

町内
（３か所）

おおい町、交通安全協会、交通
指導員会、交通安全母の会

町、交通安全協会及び交通指導員、母の会役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

交通安全施設の点検・清掃
7月28日（日）
9:00～11:00

名田庄地区
おおい町、交通安全協会、交通
指導員会

町内のカーブミラー等の交通安全施設の点検整備と清掃を行う。 70

早朝一斉街頭指導
7月19日(金)
7:00～8:00

主要交差点
集落出入口付近

若狭安協上中支部、敦賀安協
三方支部、交通指導員協議会

国道27号線など主要幹線のスクールゾーン、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

交通安全啓発キャラバン 7月23日(火) 高浜町 若狭交通安全協会
車両を使用した国道27号線での広報活動及び量販店での啓発活動に参加
する。

5

野木地区交通安全茶屋
7月24日(水)
10:00～11:00

県道小浜上中線
野木公民館前

野木地区老人クラブ 県道を走行するドライバーに対し、交通安全を啓発する。 30

薄暮時一斉街頭指導
7月26日(金)

17:30～18：30
国道27号線沿い主要
交差点

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

小浜署・高島署合同啓発イベント
7月27日(土)
11:00～12:00

道の駅くつき新本陣 小浜警察署、高島警察署
小浜警察署と滋賀県高島警察署による合同啓発イベントを実施し、ドライ
バーへチラシ配布等啓発活動を行う。

5

広報・PR事業 運動期間中 ―
若狭安協上中支部、敦賀安協
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 運動期間中 ―
若狭安協上中支部、敦賀安協
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 運動期間中 ―
若狭安協上中支部、敦賀安協
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

おおい町

若狭町


