
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

《 実 施 期 間 》  令和３年４月６日（火）から15日（木）までの10日間 

《 目 的 》    市民一人一人が、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 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

２ 自転車の安全利用の推進 

３ 歩行者等の保護を始めとする 

安全運転意識の向上 

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 

４月６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、市民の交通安全意識の高揚を図る。 

通学路安全対策 

強 化 の 日 

４月８日

（木） 

 通学路等において、登下校時間帯を中心に街頭指導や見

守り活動を行い、新入学園児・児童生徒等を交通事故から

守るとともに、通行するドライバーに対し注意喚起を図る。 

交 通 事 故 死 

ゼロを目指す日 

４月10日

（土） 

全国一斉に行われる「交通事故死ゼロを目指す日」に合

わせ、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を広く市民に

呼び掛け、交通事故の抑止に向けた機運の醸成を図る。 

 

 

 

 

 

 

令和３年 

春の全国交通安全運動実施要綱 

浜松市交通事故防止対策会議 



 

 

 

 

 

 

  

 

 
１ 歩行者の交通ルール遵守の徹底  

(1) 歩行者に対し、横断歩道や横断歩道橋の適正な利用と信号無視や横断禁止場所横断な 

どの危険性を踏まえた交通ルールの遵守を促す広報活動を推進する 

(2) 道路横断時に自らを守る安全行動として、「手を上げる・差し出す、運転者に顔を向け 

るなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えること」、「安全を確認してから 

横断を始めること」、「横断中も周りに気をつけること」の周知を図る 

(3) 歩行中児童の交通事故の特徴、高齢歩行者の死亡事故の特徴等を踏まえた交通安全教 

育の実施 

(4) 安全に道路を通行することについて、日常生活や教育現場における保護者や教育関係 

者から幼児・児童への教育の推進 

  

２ 歩行者の安全の確保 

(1) 通学路、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、安全な交通行動を実践す

るための参加・体験・実践型の交通安全教育の推進 

(3) 反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の促進 

 

 

 

 

 

 
 

 
１ 自転車の交通ルール・マナーの周知徹底  

(1) 「自転車安全利用五則」を活用した自転車の通行ルール、前照灯の点灯、信号遵守と 

交差点での一時停止・安全確認等の交通ルール・マナーの周知徹底  

(2) 幼児を幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用と幼児二人同乗用自転車につ 

いて、転倒防止のための利用方法に関する具体的な危険性の周知等、安全利用の促進 

 

２ 静岡県自転車条例の周知 

     「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を周知するため、あらゆる 

    広報活動を通じ、自転車の安全利用や自転車損害賠償保険等への加入等を推進 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
１ 運転者の交通ルール遵守の徹底等  

(1) 交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを 

持って通行する交通マナーの呼び掛け  

(2) 横断歩道等での歩行者等がないことが明らかな場合を除き直前で停止可能な速度で 

進行する義務と横断歩道等における歩行者等の優先義務等の遵守による歩行者等の  

保護の徹底  

(3) 運転者に対し、歩行者等の保護意識の徹底を始め、安全に運転しようとする意識及び 

態度を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進  

(4) 運転中のスマートフォン等の使用等の危険性と罰則強化についての広報啓発の推進  

 

２ 高齢運転者の交通事故防止  

(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等の安全教育 

及び広報啓発  

(2) 衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載した安全運転サポート車（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 

口の積極的な周知及び利用促進と、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による自主返納の促進  

 

３ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用 

の徹底  

(1) 全ての座席におけるシートベルトの着用とチャイルドシートの使用義務の周知徹底 

及びその必要性・効果に関する理解の促進と正しい使用方法の周知徹底  

(2) 高速乗合バス及び貸切バス等の事業者に対し、全ての座席におけるシートベルト着用 

を徹底させるための指導・広報啓発の強化  

 

４ 飲酒運転等の防止  

(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、飲酒運転等を絶対に許さな 

い環境づくりの促進  

(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) 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、飲酒運転の根絶 

に向けた取組の実施  

 

５ 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・危険性の周知と罰則の創設等につい 

ての広報啓発の推進  

(2) 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。 
 



 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

4月6日 早朝街頭広報 JR浜松駅前 7：30 ～ 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 － 道路企画課 －

広報車による広報 市内全域 － 道路企画課 －

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

4月6日 初日街頭広報 浜松市役所前交差点 7:30 ～ 8:00
中央署・浜中安協・浜中安
管・中区

20

船越小学校 － 中央署・浜中安協・中区 51

佐鳴台小学校 － 中央署・浜中安協・中区 78

交通教室 県居小学校 9:40 ～ 9:55 浜中安協 45

通学路安全対策強化早朝
キャンペーン

リハビリテーション
前交差点

7：00 ～ 7：45
自治会・中央署・浜中安
協・中区

20

通学路安全対策強化街頭指
導

浜松北高東交差点 16：30 ～ 17：30
自治会・中央署・浜中安
協・中区

50

東上池自治会街頭広報
上池自校入口～Ｕ
ホール前交差点

7：10 ～ 7：50
自治会・中央署・浜中安
協・中区

20

交通教室 浜松西高等学校 13：10 ～ 14：00 中央署・浜中安協・中区 250

交通事故死ゼロのを目指す
日事前街頭広報

浜松市役所前交差点 17：20 ～ 18：20
中央署・浜中安協・浜中安
管・中区

30

葵西小学校 9：15 ～ 11：15 浜中安協 150

広沢小学校 8：25 ～ 10：05 浜中安協 130

開成中学校 10：30 ～ 11：30 浜中安協 600

浜松北高等学校 14：20 ～ 15：10 浜中安協・中区 400

浜松特別支援学校
城北分校

13：30 ～ 14：20 浜中安協 53

葵ヶ丘小学校 8：25 ～ 11：45 浜中安協 435

瑞穂小学校 9：20 ～ 11：05 浜中安協 111

チャイルドシート着用促進
降園指導

葵ヶ丘保育園 16：00 ～ 17：00 浜中安協 50

4月14日 交通教室 花川小学校 9：25 ～ 11：05 浜中安協 41

中区

中区

 ※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。

期間中

中区支部

令和３年　春の全国交通安全運動　実施計画

本部事務局（道路企画課）

4月7日

4月8日

4月9日

4月12日

4月13日

入学おめでとうキャンペー
ン

交通教室

交通教室



和敬愛育園 9：30 ～ 10：30 浜中安協 30

浜松市立高等学校 12：30 ～ 14：40
浜中安協・上池自校・中央
署・中区

360

瑞穂小学校 9：20 ～ 11：05 浜中安協 255

浅間小学校 9：20 ～ 11：10 浜中安協 175

富塚西小学校 13：00 ～ 14：30 浜中安協 68

地域交通安全活動推進委員
会街頭指導

葵高丘交番前 16：00 ～ 17：00 地交推・中央署 10

参加者合計 3,432

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

4月5日 交通安全啓発品贈呈式 大平台小学校 10：00 ～ 10：30 浜西安協 5

南九領橋交差点 7：20 ～ 8：10
西区・西署・浜西安協
浜西安管・地交推・自治会
他

100

西区内主要交差点 6：50 ～ 8：00
西区・西署・浜西安協
浜西安管・地交推・自治会
他

150

通勤時街頭指導 トクラスプロダクツ 7：30 ～ 8：30
浜西安管・西署・浜西安
管・西区

10

ご入学おめでとうキャン
ペーン

大平台小学校 11：00 ～ 11：30
浜西安協・西署・西区・地
推交

84

シニアクラブ大平台
交通安全教室

大平台自治会館 14：00 ～ 15：00 浜西安協・西署 40

4月8日
「通学路安全対策強化の
日」

篠原小学校通学路 11：50 ～ 12：20
浜西安協・浜西西署・西
区・ＰＴＡ

712

4月9日 雄踏地区街頭指導 雄踏小学校通学路 7：00 ～ 8：00
雄踏指導員会・西区・西
署・
浜西安協

15

4月10日
「交通事故ゼロを目指す
日」

はままつフラワー
パーク

9：00 ～ 12：00 西区・西署・浜西安協 300

中学生交通安全教室 舞阪中学校 10：20 ～ 12：10 浜西安協・西区 79

下校指導 和地小学校 13：05 ～ 13：40 浜西安協・西署 642

自転車指導 神久呂中学校 7：15 ～ 7：55 浜西安協・西署 292

小学生交通安全教室 篠原小学校 8：45 ～ 11：20 浜西安協 235

自転車指導 神久呂中学校 7：15 ～ 7：55 浜西安協・西署 292

小学生交通安全教室 庄内小学校 10：30 ～ 12：15 浜西安協・西署・ＰＴＡ 120

4月15日 中学生交通安全教室 雄踏小学校通学路 8：30 ～ 10：30 浜西安協・西署・ＰＴＡ 68

高齢者宅訪問
（チラシポストIN作戦）

西区内高齢者宅 － 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 －

交通教室

交通教室

4月14日

中区

期間中

西区

西区支部

交通安全運動初日街頭広報

4月12日

4月15日

4月6日

4月7日

4月13日

4月14日



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 3,144

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

流通元町交差点 7:20 ～ 8:00
東署・浜東安協・浜東安
管・東区

東区 100

江之島高校北交差点 7:30 ～ 8:00
東署・浜東安協・浜東安
管・東区

南区 50

4月7日
入学おめでとうキャンペー
ン

与進小学校 時間未定 東署・浜東安協 東区 260

交通安全教室 天竜中学校 14:20 ～ 15:10
東署・浜東安協・東区・中
学校

東区 670

入学おめでとうキャンペー
ン

河輪小学校 時間未定 東署・浜東安協 南区 70

旗振り指導 蒲小学校通学路 7:00 ～ 浜東安協 東区 10

4月8日
4月9日

登校指導 丸塚中学校 7:30 ～ 7:50 浜東安協 東区 578

飯田小学校 9:10 ～ 11:00 浜東安協 南区 290

日体中学校 14:15 ～ 15:05 東署・浜東安協 102

街頭指導 笠井町交差点 16:00 ～ 16：30 東署・浜東安協・東区 15

4月12日 交通安全教室 蒲小学校 8:15 ～ 12:00 浜東安協 501

交通安全教室 和田東小学校 8:20 ～ 12:00 浜東安協 344

店舗広報 杏林堂有玉南町店 16:00 ～ 16：30 東署・浜東安協・東区 10

交通安全教室 可美小学校 9:20 ～ 11:05 浜東安協 242

モデル校指定書授与式 河輪小学校 8:10 ～ 8:20 浜東安協 246

佐藤小学校 8:20 ～ 11:05 浜東安協 中区 143

笠井小学校 9:15 ～ 12:00 浜東安協 224

モデル校指定書授与式 与進小学校 8:10 ～ 8:20 浜東安協 877

大瀬小学校 9:15 ～ 12:00 浜東安協 280

佐藤小学校 9:15 ～ 11:05 浜東安協 中区 104

新津小学校 13:30 ～ 14:15 浜東安協 南区 196

ぴかっと作戦 未定 時間未定 東署・浜東安協 　－ 100

期間中 庁舎内広報 南区役所内 期間中 南区 南区 －

参加者合計 5,412

初日街頭広報

交通安全教室

交通安全教室

期間中 西区

東区・南区支部

4月9日

南区

交通安全教室

4月6日

4月15日

4月14日

4月13日

東区

東区

4月8日



 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

4月6日 初日街頭広報
西天王町交差点
（他各地区で定めた
場所）

7:00 ～ 7:45
細江署・細江安協・細江安
管・自治会・北区

150

通学路街頭指導 西気賀小学校前 7:15 ～ 7:45 細江署・細江安協・北区 8

三方原小学校 9:05 ～ 10:45 細江安協 220

細江中学校 14:15 ～ 15:00 細江署・細江安協 160

交通事故死ゼロを目指す日
街頭広報

浜松工業高校前交差
点

7:00 ～ 7:45
細江署・細江安協・細江安
管・北区

20

自転車指導 浜松工業高校 8:00 ～ 8:30
細江署・細江安協・北区・
学校関係者

1100

交通安全教室 三方原小学校 9:25 ～ 12:00 細江安協 470

引佐南部中学校 10:25 ～ 11:15 細江署・細江安協 270

湖北高校 14:00 ～ 14:45 細江署・細江安協 320

4月13日 交通安全教室 西気賀小学校 8:55 ～ 11:25 細江安協 38

都田南小学校 9:20 ～ 11:20 細江安協 125

都田中学校 13:20 ～ 15:10 細江署・細江安協 100

年金支給日における高齢者
に対する交通安全広報

北区内金融機関 9:00 ～ 10:00 細江署・細江安協・北区 8

交通安全教室 尾奈小学校 9:25 ～ 11:05 細江安協 40

交通安全リーダーと語る会 引佐北部小学校 13:40 ～ 14:30 細江署・細江安協 40

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 3,069

 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

4月6日 初日早朝街頭広報
平口新田
他４交差点

7:20 ～ 8:00
浜北区・浜北署・浜北安
協・浜北安管・自治会・浜
北地域交通指導員会

200

4月7日
入学おめでとう！交通安全
キャンペーン

浜松市立北浜東小学
校

11:30 ～ 12:00 浜北区・浜北署・浜北安協 50

オールシートセーフティ
キャンペーン

うちのの丘。保育園 7:30 ～ 9:00 浜北区・浜北署・浜北安協 80

下校時指導
浜松市立北浜東小学
校

11:30 ～ 12:00 浜北区・浜北署・浜北安協 50

飲酒運転根絶キャンペーン 浜北区役所 11:30 ～ 12:00
浜北安管・浜北区・浜北
署・浜北安協

300

4月8日

期間中 期間中

浜北区

北区

4月8日

交通安全教室

交通安全教室

交通安全教室

4月9日

北区支部

浜北区支部

4月12日

4月14日

4月15日



4月9日 交通安全教室 内野小学校 8:25 ～ 12:05 浜北安協 400

北浜小学校 9:10 ～ 10:50 浜北安協 200

麁玉中学校 13:15 ～ 14:05 浜北安協 100

4月13日 交通安全教室 新原小学校 8:20 ～ 14:45 浜北安協 330

4月14日 交通安全教室 中瀬小学校 9:15 ～ 10:00 浜北安協 200

4月15日 交通安全教室 北浜南小学校 8:20 ～ 12:00 浜北安協 380

4月15日 年金ピカッと作戦！ 場所未定 時間未定 浜北署・浜北安協 －

懸垂幕の掲出 浜北署 －

のぼり旗の掲出 浜北署 －

庁内放送 浜北区役所 浜北区 －

参加者合計 2,290

 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

春野地域 18:00 天竜区 1

佐久間町全域 19:30 天竜区 1

水窪地域全域 18:30 天竜区 1

水窪地域全域 6:30 天竜区 1

龍山町全域 18:50 天竜区 1

早朝街頭広報 天竜地域内6箇所 7:15 ～ 7:45
天竜署・天竜安管・天竜安
協・PTA・地域交通指導員
会・地交推・天竜区

140

インターバル作戦
国道３６２号春野文
化センター前

7:15 ～ 7:50
天竜署・天竜安協・天竜安
管・交通安全対策連絡会・
天竜区

25

佐久間地域
(中部三叉路）

7:15 ～ 7:45 天竜署・天竜安協・天竜区 10

水窪橋交差点 7:10 ～ 7:40
天竜安協・天竜安管・天竜
署・天竜区

10

美杉ふぁーむ前 7:10 ～ 7:45
天竜署・天竜安協・地交
推・学校・天竜区

14

早朝街頭広報
佐久間地域
(城西）

7:00 ～ 7:30 天竜署・天竜安協・天竜区 5

二俣小学校
（受付は8:15 ～）

7:40 ～ 9:00
天竜署・天竜安協・地域交
通指導員会・天竜区

50

天竜区内小学校 － 天竜署・天竜安協・天竜区 150

入園おめでとうキャンペー
ン

天竜区内幼稚園 － 天竜署・天竜安協 60

早朝街頭広報 佐久間地域（浦川） 7:15 ～ 7:45 天竜署・天竜安協・天竜区 5

天竜区

4月5日 同報無線広報

4月7日

4月8日

期間中期間中

同報無線広報

早朝街頭広報

入学おめでとうキャンペー
ン

浜北警察署

天竜区支部

4月6日

4月12日 交通安全教室

浜北区



「通学路安全対策強化の
日」街頭広報

城下通り 7:00 ～ 7:45
天竜署・天竜安協・地域交
通指導員会・地交推・天竜
区

30

早朝街頭広報 佐久間地域（山香） 7:00 ～ 7:30 天竜署・天竜安協・天竜区 5

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

小学校・中学校・高等学
校・PTA・天竜署・天竜安
協・交通安全対策連絡会・
天竜区

30

交通事故死ゼロを目指す日
街頭広報

二俣大橋交差点 15:30 ～ 16:00
天竜署・天竜安協・地域交
通指導員会・天竜区

10

4月10日 同報無線広報 龍山町全域 18:50 天竜区 1

薄暮街頭指導
国道３６２号春野協
働センター入口信号
機付近

16:00 ～ 16:30
天竜署・天竜安協・天竜安
管・天竜区

12

同報無線広報活動 春野地域 18:00 天竜区 1

交通安全教室 二俣小１．２年生 9:15 ～ 11:00 天竜署・天竜安協 100

高齢者の交通安全キャン
ペーン

二俣クローバー通リ
イケダヤ駐車場

14:00 ～ 14:30 天竜署・天竜安協 50

交通安全教室 佐久間幼稚園 10:00 ～ 11:00 天竜署・天竜安協 20

通学路下校指導 二俣小学校 14:20 ～ 14:30 天竜署・天竜安協 300

高齢歩行者及び高齢運転者
への交通事故防止キャン
ペーン

遠鉄ストア天竜店 15:00 ～ 15:30 天竜署・天竜安協 100

年金ピカっ！と作戦
遠州中央農協天竜支
店

9:00 ～ 9:30 天竜署・天竜安協 10

交通安全教室 下阿多古小学校 9:15 ～ 12:00 天竜署・天竜安協 66

佐久間地域
(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 17:00 ～ 17:30
天竜安協・天竜安管・天竜
署・天竜区

10

のぼり旗の掲出 天竜地域内3箇所 天竜区 2

のぼり旗、横断幕設置 春野地域
天竜安協・天竜安管・天竜
区

5

歴史と民話の郷会館
前　他1

天竜区 2

水窪地域全域 天竜区 2

秋葉トンネル北　他
1

天竜区 2

参加者合計 1,242

薄暮街頭広報

天竜区

4月15日

4月9日

4月12日

4月14日

のぼり旗掲出

期間中 期間中

4月13日



＊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


