
《 実 施 期 間 》 令和２年12月 15日（火）から12月 31日（木）までの17日間

《 目 的 》    市民一人ひとりが、自らの交通安全に関する意識を高め、交通ルール 

の遵守と交通マナーの実践に努めることにより、交通事故防止を図る 

《 ス ロ ー ガ ン 》 安全を つなげて広げて 事故ゼロへ 

《運 動 の重 点 》  １ 歩行者の安全確保と自転車の安全利用 

２ 高齢運転者等の安全運転の励行 

３ 飲酒運転等の危険運転の防止 

４ 通勤・通学時の交通事故防止 

５ 交通事故に対する忌避意識の醸成 

《統一主要行事》 

行事名 実施日 内     容 

運 動 初 日 広 報

街 頭 指 導 の 日

12月 15日

（火） 

本運動の開始を広報し、期間中に行われる各種活動への

取組意識を高めるとともに、「ピカッと作戦！強化の日」と

連携した交通指導等を行い、市民の交通安全意識の高揚を

図る。

飲 酒 運 転 等

危険運転防止の日

12月 18日

（金） 

「飲酒運転をしない・させない」環境づくりを推進する

とともに、妨害運転（いわゆる「あおり運転」)を未然に防
ぐ「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要

性に関する広報啓発を推進する。

安 全 運 転 対 策

強 化 の 日

12月 22日

（火） 

全てのドライバーに対し、セーフティ・サポートカー（略

称：サポカー）の普及啓発を図るとともに、年末年始の交

通事故防止に向け、交通ルールの遵守についての広報啓発

を推進する。

浜松市交通事故防止対策会議

令和２年

年末の交通安全県民運動実施要綱
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浜松市交通事故ワースト１脱出作戦実施中！ 

※浜松市は人口10万人当たり交通事故発生件数が 

政令指定都市中で連続ワースト1となっています。 



１ 歩行者の安全の確保  

(1)  通学路や、未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等における見守り活

動等の推進 

(2) 高齢者自身が、加齢に伴って生ずる身体機能の変化を理解し、安全な行動の実践を促

すための参加・体験・実践型の交通安全教育の推進 

(3) 歩行者保護意識の徹底を図るための運転者に対する交通安全教育や広報啓発活動の

推進 

２ 自転車の安全利用の確保 

(1)  「自転車安全利用五則」を活用した交通ルールの徹底 

(2)  「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の周知活動の推進 

  (3) 自転車の安全を確保するための定期的な点検整備の促進 

１ 高齢運転者対策

(1) 高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響などの安全教 

育及び広報啓発 

(2)  衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置が搭載された、セーフ 

ティ・サポートカー（略称：サポカー）の普及啓発 

(3)  身体機能の低下等により安全な運転に不安のある運転者等に対する安全運転相談 

窓口の積極的な周知 

(4) 運転免許証の自主返納制度及び自主返納者に対する各種支援施策の広報啓発の推進 

２ 全ての運転者に対する交通ルールの遵守徹底 

  (1) 全ての座席でのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

(2) 横断歩道手前での減速義務や横断歩道等における歩行者優先義務等の遵守による 

歩行者保護の徹底 

(3) スマートフォン等を使用しながら車両を運転する危険性と罰則強化の周知徹底

１  「ピカッと作戦！」の効果的な展開 

(1) 自発光式等の反射材用品の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の促進 

(2) 夕暮れ時における、自動車・自転車の「早めのライトオン」の実践 

(3) 夜間の対向車や先行車がいない状況における「ハイビームの効果的な活用」

２ 夕暮れ時と夜間における重大事故の特徴を踏まえた交通安全教育の実施 

３ 自動車運送事業者による、従業員に対する夕暮れ時から夜間の時間帯における運転時 

 の注意喚起 



「事故忌避意識を高める啓発の推進」 

交通ルール及び他者の安全を軽視したドライバーが多く存在し、全体の交通秩序を乱し

ている状況にある。こうしたドライバーの多くは、安全確認や必要な運転操作を省くなど、

利己的な運転が常態化していると考えられるため、状況を打開するため事故忌避意識を高

める啓発に積極的に取り組む。

１ 飲酒運転等の危険運転の防止 

(1)  交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等による、飲酒運転を絶対に許さない 

環境づくりの推進 

  (2)  飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進 

(3) 飲酒運転の悪質性・危険性の理解と飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の 

推進 

  (4)  自動車運送事業者による点呼時におけるアルコール検知器の使用等、飲酒運転根絶に 

向けた取組の実施 

 ２ 妨害運転（いわゆる「あおり運転」）の防止 

(1) 妨害運転（いわゆる「あおり運転」）の悪質性・危険性の周知と道路交通法の一部改 

正に伴う罰則の創設等についての広報啓発の推進 

  (2)  「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性とドライブレコーダーの 

普及促進等に関する広報啓発の推進 

１ 「イエローストップ運動」の普及啓発 
２ 事故多発時間帯及び多発路線での追突事故防止を促す広報活動の促進 
３ 心と時間にゆとりを持った運転及び交通ルールとマナーを遵守 
する気運の醸成 

４ 通学通勤時における道路利用者への交通ルール指導の促進 



 事務局・各区支部名

月日 実施行事 実施場所 時間 主催機関・団体等 区別 参加者

12月15日 初日早朝街頭広報 JR浜松駅前広場 7:20 ～ 8:00
中央署、浜中安協、浜中安
管、浜松地域交通指導員
会、道路企画課

30

懸垂幕・横断幕の掲出 市役所庁舎ほか － －

広報車による広報 市内全域 － －

参加者合計 30

 事務局・各区支部名

月日 実施行事 実施場所 時間 主催機関・団体等 区別 参加者

初日早朝街頭広報 中区役所前 7:20 ～ 8:10
浜松市、浜中安協、浜中安
管、中央署

20

交通安全寸劇
ふれあい交流セン
ターいたや

11:00 ～ 13:00 浜中安協、中央署、中区 30

登校指導
中部学園通学路4カ
所

7:10 ～ 7:40 浜中安協 15

あなたの反射能力は？
交通安全器機体験

ふれあい交流セン
ターいたや

11:00 ～ 13:00 浜中安協、中区 20

ドライバー交通安全宣言 浜松中央警察署 13:30 ～ 14:00 浜中安協、浜中安管 10

登校指導
中部学園通学路4カ
所

7:10 ～ 7:40 浜中安協 15

和合町自治会自転車安全利
用街頭広報

和合町交差点 7:30 ～ 8:15
自治会、浜中安協、中央
署、中区

50

あなたの反射能力は？
交通安全器機体験

ふれあい交流セン
ターいたや

11:00 ～ 13:00 浜中安協 20

リスクマネジメント研修会 静岡県自動車学校 13:00 ～ 16:00 浜中安協、浜中安管 30

登校指導
中部学園通学路4カ
所

7:10 ～ 7:40 浜中安協 15

あなたの反射能力は？
交通安全器機体験

ふれあい交流セン
ターいたや

11:00 ～ 13:00 浜中安協、中区 20

飲酒運転根絶街頭広報 和地山公園前交差点 16:00 ～ 17:00
自治会、浜中安協、中央
署、中区、浜中安管

50

12月21日 新津町自治会街頭指導 柳通フィール交差点 7:30 ～ 8:00 自治会、浜中安協、中央署 20

12月22日
セーフティーファースト
街頭指導

下池川町交差点 15:30 ～ 16:20 中区、浜中安協、中央署 20

モデル校終業式呼び掛け 葵西小学校 － 浜中安協 507

ラジオで交通安全呼び掛け Ｋ－ＭＩＸうごラジ 15:20 ～ 15:30 浜中安管 10

12月25日 東上池自治会早朝街頭指導
上池自動車学校入り
口交差点

7:10 ～ 7:50
自治会、浜中安協、中央
署、中区

20

令和２年　年末の交通安全県民運動　実施計画

 ※雨天・暴風等天候のほか、新型コロナウィルス感染症の発生状況を踏まえ、規模縮小しての実施や中止となる
　 可能性がございます。お問い合わせは各区役所もしくは浜松市道路企画課までお願いいたします。
　 また、参加者は参加予定人数となります。

本部事務局（道路企画課）

中区支部

中区

期間中 道路企画課

12月15日

12月16日

12月17日

12月23日

12月18日

中区



県居小学校 － 浜中安協、中区 255

追分小学校 － 浜中安協、中区 192

事故防止モニター放送 浜松市役所 終日 中央署、中区、浜中安管 －

高齢者宅訪問指導 管内 － 浜中安協 －

参加者合計 1,319

事務局・各区支部名

月日 実施行事 実施場所 時間 主催機関・団体等 区別 参加者

12月13日 交通安全二輪車パレード
イオンモール志都呂
店

10:00 ～ 10:30
西署、浜西安協、西区、二
輪車安全運転推進クラブ

50

12月14日 優良運転者等表彰式 西警察署 10:00 ～ 10:30 浜西安協、西署 3

初日早朝街頭広報
南九領橋交差点他
各地区主要交差点7
か所

6：50 ～ 8：10
西区、西署、浜西安協、浜
西安管、自治会、PTA

110

年金ピカッと作戦！広報 静岡銀行雄踏支店 10:30 ～ 11:30
浜西西署、浜西安協、地交
推、地推

100

12月17日
通勤時街頭広報
（雨天中止）

トクラスプロダクツ
東側交差点

7:30 ～ 8:30
安管、西署、浜西安協、西
区

30

自転車マナーカルガモ作戦 浜松大平台高校付近 7:45 ～ 8:30 西署、浜西安協 40

平和清掃事業所
街頭広報

平和清掃事業所 8:35 ～ 8:55 浜西安管、西署、浜西安協 20

飲酒運転等危険運転防止の
日

雄踏街道沿い店舗 15:00 ～ 16:00
西区、西署、浜西安協、浜
西安管、自治会、指導員会

40

12月21日
グランドゴルフにて
ミニ交通教室

神原町
グランドゴルフ場

10:30 ～ 11:00 浜西安協 30

12月22日
交通安全対策強化の日
高齢者講習

レインボー浜名湖 9:00 ～ 11:00 西区、西署、浜西安協 20

雄踏小学校登校指導 雄踏小学校通学路 7:00 ～ 7:50 西署、浜西安協 898

雄踏小学校終業式にて
ミニ交通教室

雄踏小学校通学路 8:30 ～ 8:40 浜西安協 898

金融機関での広報活動 雄踏町内金融機関 10:00 ～ 12:00
西署、浜西安協、地交推、
地推

100

高齢者宅訪問
（チラシポストIN作戦）

西区内高齢者事故
多発地域

10:30 ～ 西署、浜西安協 －

歩行者事故防止キャンペー
ン

ベイシア浜松雄踏店 15:00 ～ 16:00 西署、浜西安協、西区 100

自転車指導 西区内 － 西署、浜西安協 －

懸垂幕・横断幕・のぼり旗
掲出

区役所庁舎、西警察
署

－ 西区、西署 －

庁舎内放送 区役所庁舎 － 西区 －

広報車による広報 西区内 － 西区 －

参加者合計 2,439

西区支部

12月23日

西区

12月15日

12月18日

12月24日

期間中

モデル校終業式呼び掛け

期間中

中区

12月25日

西区



事務局・各区支部名

月日 実施行事 実施場所 時間 主催機関・団体等 区別 参加者

12月14日 事前早朝街頭広報 流通元町交差点 7:20 ～ 8:00 東署、浜東安協、東区 東区 100

江之島高校北交差点
付近

7:30 ～ 8:00 浜東安協、南区 南区 40

天神町交差点 7:30 ～ 8:00
東署、浜東安協、東区、南
区

100

12月18日 店舗街頭広報
マックスバリュー浜
松和田店

16:00 ～ 16:30 東署、浜東安協、東区 100

12月21日 交通安全教室 三新町シニアクラブ 10:00 ～ 10:50 浜東安協 40

12月25日 交通安全教室 新橋トットジョイ 15:00 ～ 16:00 浜東安協 20

庁舎内広報 東区役所内 － 東区 －

広報車による広報 市内全域 － 東区 －

庁舎内広報 南区役所内 － 南区 南区 －

参加者合計 400

事務局・各区支部名

月日 実施行事 実施場所 時間 主催機関・団体等 区別 参加者

初日早朝街頭広報
北区役所前（他北区
内各所）

7:00 ～ 7:45
細江署、細江安協、細江安
管、自治会等、北区

150

年金支給日における高齢者
に対する交通安全広報

JAとぴあ浜松三方原
支店、浜松いわた信
用金庫三方原支店

9:00 ～ 10:00 細江署、細江安協、北区 8

12月18日 危険運転防止キャンペーン 遠鉄ストア初生店 10:30 ～ 11:30 細江署、細江安協、北区 8

Safety 1st街頭広報、カル
ガモ作戦

元追分交差点 7:00 ～ 7:45
細江署、細江安協、細江安
管、北区

15

交通安全教室 湖北高校 10:30 ～ 11:40 細江署、細江安協 970

通学路街頭指導 都筑交差点 7:15 ～ 8:00
細江署、細江安協、細江安
管、北区

10

安全運転対策強化の日 レインボー浜名湖 14:00 ～ 16:00 細江署、細江安管、北区 10

12月23日 安全運転対策強化の日 レインボー浜名湖 9:30 ～ 11:30 細江署、細江安管、北区 10

12月25日 通勤・通学時街頭広報
井伊谷交差点、神宮
寺交差点

7:15 ～ 8:00
細江署、細江安協、細江安
管、北区

15

懸垂幕、のぼり旗の掲出
細江署、北区役所及
びその周辺

－ 細江署、細江安協、北区 －

広報車による広報活動 北区管内道路 － 細江安協、北区 －

参加者合計 1,196

12月15日

12月21日

北区

期間中

期間中

初日早朝街頭広報

東区・南区支部

北区支部

12月22日

12月15日

東区

南区

東区



 事務局・各区支部名

月日 実施行事 実施場所 時間 主催機関・団体等 区別 参加者

12月15日 初日早朝街頭広報
平口新田交差点　他
5交差点

7:20 ～ 8:00
浜北署、浜北安協、浜北安
管、浜北地域交通指導員
会、浜北区、他協力団体

100

12月16日
夕暮れ時から夜間の交通事
故防止広報

浜北駅前交差点 16:30 ～ 17:30 浜北署、浜北安協、浜北区 100

女性ドライバー講習会
西部運転免許セン
ター

10:00 ～ 11:00
浜北署、浜北安協、浜北幼
児交通安全クラブ連合会、
浜北区

14

飲酒運転根絶キャンペーン
株式会社スニック
浜北トリム工場

16:45 ～ 17:30
浜北署、浜北安協、浜北安
管、浜北区

100

12月21日
小学校登校時交通指導及び
交通安全広報

浜北区内 7:15 ～ 8:00
浜北地域交通指導員会、浜
北区

23

12月23日 市職員向け交通安全講習会
西部運転免許セン
ター

13:30 ～ 15:00 浜北署、浜北安協、浜北区 20

12月25日 下校時指導 北浜小学校 下校時間帯 浜北署、浜北安協、浜北区 500

懸垂幕の掲出 －

のぼり旗の掲出 －

庁内放送 浜北区 －

参加者合計 857

 事務局・各区支部名

月日 実施行事 実施場所 時間 主催機関・団体等 区別 人員

12月10日
ピカっと作戦ＩＮ天竜体育
館

天竜体育館 17:00 ～ 17:40 天竜署、天竜安協、天竜区 100

天竜地域内 17:10 1

春野町内 18:00 1

佐久間全域 19:30 1

水窪地域全域 18:30 1

水窪地域全域 6:30 1

天竜地域内 7:05 1

龍山町全域 18:50 1

天竜地域6箇所 7:15 ～ 7:45
天竜署、天竜安協、天竜安
管、天竜区

135

中部三叉路 7:15 ～ 7:45 天竜署、天竜安協、天竜区 12

山道商店前交差点 7:10 ～ 7:40
天竜署、  天竜安協、天竜
安管、天竜区

12

秋葉ダム付近（道路
状況により変更有）

7:10 ～ 7:40 天竜署、天竜安協、天竜区 15

12月14日 同報無線広報

同報無線広報

初日早朝街頭広報

浜北区

天竜区

天竜区

天竜区支部

浜北区

浜北区支部

12月18日

期間中 庁舎 期間中

浜北署

天竜区

12月15日



インターバル作戦
国道362号春野ふれ
あい公園前

7:15 ～ 7:50
天竜署、天竜安協、天竜安
管、天竜区

35

年金支給日のピカッと作戦 静岡銀行天竜支店 9:00 ～ 9:30 天竜署、天竜安協、天竜区 10

高齢者の交通事故防止キャ
ンペーン

天竜ファミリータウ
ン（魚の移動販売会
場）

13:40 ～ 14:40 天竜署、天竜安協、天竜区 30

通学路街頭指導
天竜高等学校春野校
舎入口他５箇所

7:15 ～ 8:10
小中高等学校ＰＴＡ､天竜
署、天竜安協、天竜安管､
交対連、地交推､天竜区

30

早朝街頭広報 浦川四つ角 7:15 ～ 7:45 天竜署、天竜安協、天竜区 8

幼児交通安全教室 水窪幼稚園 10:30 ～ 11：00 天竜署、天竜安協 14

Safety 1st街頭広報及び薄
暮街頭広報

山東交差点 15:30 ～ 16:15
天竜署、天竜安協、天竜地
域交通指導委員会、天竜区

10

12月17日 早朝街頭広報 JR飯田線城西駅前 7:00 ～ 7:30 天竜署、天竜安協、天竜区 8

チャイルドシートチェック
二俣幼稚園、光明幼
稚園

8:20 ～ 9:00 天竜署、天竜安協、天竜区 6

飲酒運転根絶パトロール 春野町内飲食店 9:00 ～ 12:00 天竜区 2

高齢者の交通事故防止キャ
ンペーン

城下通 10:00 ～ 10:45 天竜署、天竜安協、天竜区 6

通学路下校指導 光明小通学路 13:00 ～ 14:00 天竜署、天竜安協、天竜区 6

飲酒運転根絶キャンペーン 天竜地域内飲食店 15:30 ～ 16:30 天竜署、天竜安協、天竜区 5

飲酒運転根絶パトロール 春野町内飲食店 18:00 ～ 19:00
天竜署､天竜安協、天竜安
管、天竜区

8

交通安全対策強化の日街頭
広報及びカルガモ作戦

鹿島坂下南交差点 7:15 ～ 8:00 天竜署、天竜安協、天竜区 10

通学路下校指導 二俣小通学路 13:30 ～ 14:10 天竜署、天竜安協、天竜区 5

薄暮街頭指導
春野協働センター信
号機付近

15:30 ～ 16:00
天竜署、  天竜安協、天竜
安管、天竜区

10

同報無線広報 春野町内 18:00 天竜区 1

高齢者交通安全講座
天竜警察署水窪分庁
舎

10:30 ～ 11：00
13:30 ～ 14：00

天竜署、天竜安協 20

安全運転対策強化の日 山道商店前 11:30 ～ 12:00 天竜安協、天竜区 2

中部三叉路 15:30 ～ 16:00 天竜署、天竜安協、天竜区 10

水窪協働センター前 15:30 ～ 16:00
天竜署、  天竜安協、天竜
安管、天竜区

10

同報無線広報 天竜地域内 7:05 天竜区 1

交通安全対策強化の日交通
安全教室

ＦＣＣ渡ケ島工場 10:00 ～ 15:00
天竜署、天竜安管、天竜安
協、天竜区

50

12月24日 同報無線広報 龍山町全域 18:50 天竜区 1

のぼり旗、横断幕の設置 春野町内 －
天竜安協、天竜安管、天竜
区

10

のぼり旗掲出 天竜地域内3箇所 － 天竜区 2

12月16日

12月18日

12月21日

12月21日

12月15日

期間中

天竜区

12月22日

薄暮街頭広報

12月23日



佐久間地域 － 2

水窪地域全域 － 2

雲折地区・瀬尻地区 － 2

参加者合計 597

天竜区期間中 のぼり旗掲出 天竜区



＊順不同
国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所 奥浜名湖商工会
中部運輸静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所 浜松市小中学校長会（北区代表）
浜松労働基準監督署 浜松市幼稚園長会（北区代表）
静岡県警察浜松市警察部 浜松市小中学校PTA連絡会７部会
浜松中央警察署 三ヶ日町交通安全協会
浜松東警察署 浜松市浜北消防団
浜松西警察署 浜松市浜北地域交通指導員会
浜北警察署 浜北女性の会
天竜警察署 静岡県浜松地区二輪車普及安全協会（浜北区内）
細江警察署 浜松市PTA連絡会５部会
浜松商工会議所 浜松市浜北幼児交通安全クラブ連合会
浜松市老人クラブ連合会（シニアクラブ浜松市） 静岡県立学校（浜北地区内）
浜松ブラジル協会 ５部会校長会
交通安全協会浜松中央地区支部 浜北幼稚園長会
交通安全協会浜松東地区支部 浜松市子ども会連合会浜北支部
交通安全協会浜松西地区支部 浜北地区交通安全活動推進委員協議会
交通安全協会浜北地区支部 自動車整備振興会浜松北支部
交通安全協会天竜地区支部 西遠自転車商業協同組合浜北地区
交通安全協会細江地区支部 静岡県浜松地区二輪車普及安全協会（浜北区内）
交通安全協会水窪地区支部 浜北ライオンズクラブ
浜松中央地区安全運転管理協会 浜北ロータリークラブ
浜松東地区安全運転管理協会 浜北伎倍ロータリークラブ
浜松西地区安全運転管理協会 小売酒販売組合浜北支部
浜北地区支部安全運転管理協会 浜北食品衛生協会
天竜地区安全運転管理協会 浜北商工会
細江地区安全運転管理協会 （社）浜北青年会議所
静岡県トラック協会西部支部 とぴあ浜松農業協同組合浜北地区支部
浜松市タクシー協会 浜松市シルバー人材センター（浜北事務所）
静岡県バス協会 浜松市浜北区民生活委員児童委員協議会
高速道路交通警察隊浜松分駐隊 天竜地区地域交通安全活動推進委員協議会
浜松市自治会連合会 浜松市校長会８部会
浜松市教育委員会 浜松市天竜地域交通指導員会
浜松中央地区地域交通安全活動推進委員協議会 地区交通安全推進員
浜松東地区地域交通安全活動推進委員協議会 高速道路交通警察隊浜北分駐隊
とぴあ浜松農業協同組合 浜松ポンポンクラブ
浜松ライオンズクラブ 浜松市保護区保護司会連絡協議会
静岡県くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課 浜松市
静岡県自動車整備振興会東区支部
軽自動車検査協会静岡事務所浜松支部
静岡県浜松地区二輪車普及安全協会
静岡県西遠自転車商業協同組合
東海旅客鉄道株式会社
浜松グリーンライオンズクラブ
遠州鉄道株式会社
浜松市校長会
浜松市小中学校PTA連絡協議会
浜松市立幼稚園園長会
浜松市立幼稚園協会
浜松市飲酒運転追放協力会
浜松市測量設計協議会
一般社団法人静岡県損害保険代理業協会浜松支部
浜松市浜松地域交通指導員会
浜松市雄踏地域交通指導員会
静岡県自動車整備振興会浜松中支部
静岡県自動車整備振興会浜松南西支部
細江地区地域交通安全活動推進委員協議会
北区安全・安心まちづくり連絡協議会

実施機関・団体等


