
《 実 施 期 間 》 令和３年７月１日（木）から７月10日（土）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 横断歩行者の安全確保

２ 自転車と二輪車の安全利用の推進

３ 飲酒運転等危険運転の防止

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

６ 高齢者の交通事故防止

《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

７月１日

（木） 

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。 

横 断 歩 行 者 等

安全対策強化の日

７月７日

（水） 

 運転者には、横断歩道における歩行者優先義務の徹底を、

歩行者には、横断歩道等の正しい利用や信号無視等の危険性

の周知を図り、交通ルールの遵守を促す。

飲 酒 運 転 等

危険運転防止の日

７月９日

（金） 

飲酒運転や妨害運転等は、重大事故に直結する悪質で危険

な行為であることから、これら危険運転を「しない」「させ

ない」広報活動を展開し、規範意識の向上を図る。 

夏の交通安全県民運動実施要綱
令和３年

浜松市交通事故防止対策会議



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 運転者に対する歩行者保護意識の徹底を図るため交通安全教育や広報啓発活動の推進 

４ 「しずおか・安全横断３つの柱」の実践や横断歩道の適正利用、信号無視等の危険性

を周知する広報啓発活動 

１ 自転車の安全利用 

    静岡県が東京オリンピック・パラリンピック大会における自転車競技の開催会場とな 

っていることを踏まえ、大会開催に先立ち、自転車利用者の交通安全意識の向上を図る。 

(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 

２ 二輪車の特性を踏まえた安全指導 

(1) 二輪車の走行実態や交通事故の発生状況を踏まえた交通安全教育の推進 

(2)  体で安定を保ちながら走行し、停止すれば安定性を失うなど、構造上の特性を踏ま 

   えた交通安全教育の推進 

３ 被害軽減対策の重要性に関する広報啓発活動の推進 

(1)  ヘルメットの着用等基本的な交通ルールを遵守することの重要性についての広報啓 

発活動の推進 

(2)  体の露出を控えた服装の徹底と、エアバッグジャケットやプロテクターの着用に関 

する広報啓発活動の推進 

４ 行楽期における二輪車事故防止に向けた広報啓発活動の推進



１ 飲酒運転の防止 

(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、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 道路横断する意思表示と横断前・横断中の安全確認の徹底

 ２ 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の実施 

 ３ 不要不急の外出自粛の呼びかけと反射材用品の着用の推進 

 ４ 衝突被害軽減ブレーキ等の先進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 



 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

7月1日 初日街頭広報 JR浜松駅前広場 7:30 ～ 8:00
中央署・浜中安協・浜中安
管・道路企画課

20

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 20

 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

初日街頭指導 市役所前交差点 7:30 ～ 8:00 中区・安協・安管・中央署 20

交通教室 きこりのおうち 9:30 ～ 10:30 安協 8

和合町自治会自転車街頭指導 和合町交差点 7:30 ～ 8:15
自治会・安協・中央署・中
区・PTA

30

佐鳴台入野幼稚園 10:00 ～ 11:10 安協 70

Hag Me
Intternational

10:00 ～ 11:30 安協 15

交通教室 善済寺幼稚園 10:00 ～ 11:00 安協 120

リスクマネジメント
研修会

静岡県自動車学校 13:00 ～ 16:00 安管・中央署 30

交通教室 遠鉄かみじま保育園 10:00 ～ 11:00 安協 25

城北分会街頭指導
西部協働センター
前交差点

16:00 ～ 17:00
安協・中央署・中区・安
管・自治会

50

高齢者宅
ポスティング作戦

富塚町北自治会 13：30 ～ 15：00 安協・中央署・自治会 5

交通教室 北部中学校 14:20 ～ 15:10 安協 410

佐鳴台小学校 14:35 ～ 安協 5

船越小学校 14:35 ～ 安協 5

交通安全講習会及び
街頭活動

中部電力 9：00 ～ 16：00 安管・中央署 －

交通教室 追分幼稚園 10:30 ～ 11:00 安協 300

安全運転サポート車参加体験
講習会

JR東海浜松 13:30 ～ 16:30 安管・中央署・安協 40

中区

中区支部

7月5日

7月6日

令和３年　夏の交通安全県民運動　実施計画

本部事務局（道路企画課）

 ※雨天・暴風等天候のほか、新型コロナウイ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

7月8日

中区

7月7日

交通教室

下校指導

7月1日

7月2日



飲酒運転等根絶街頭広報（東
上池川自治会街頭広報）

上池自校入り口～　U
ホール前交差点

7:15 ～ 7:45
自治会・安協・中央署・中
区

20

小豆餅楽生会安全講習会 小豆餅会館 13:00 ～ 13:30 安協・中央署・中区 45

飲酒運転等根絶街頭広報（市
民交通安全の日街頭広報）

市役所前交差点 17:15 ～ 17:45 中区・安協・安管・中央署 30

交通教室 ひくま幼稚園 10：00 ～ 11：00 安協 50

7月10日 親子自転車交通安全教室 泉小 10:30 ～ 11:30
中央署・安協・中区・二普
協

50

期間中
「協働センターだより」へ交
通安全記事の掲載

中区内 － 中区 －

参加者合計 1,328

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

7月1日
雄踏パークふれあいサロン高
齢者交通教室

雄踏パーク公民館 9:45 ～ 10:45 浜西安協・西署 35

7月2日 湖東の森保育園交通教室 湖東の森保育園 9:30 ～ 10:30 浜西安協・西署 10

7月5日 佐鳴保育園交通教室 佐鳴保育園 10:00 ～ 10:30 浜西安協・西署 19

平和清掃事業所街頭広報 平和清掃事業所 8:35 ～ 9:00 浜西安管・西署 20

雄踏ちゅうりっぷこども園交
通教室

雄踏ちゅうりっぷこ
ども園

9:30 ～ 10:30 浜西安協・西署 25

横断歩行者等安全対策強化の
日（しずおか安全横断三つの
柱作戦）

マム篠原店 9:45 ～ 10:15 西署・浜西安協・西区 10

雄踏町シニアクラブ宣言書提
出式

浜松西警察署 11:00 ～ 西署 5

子ども達の安全を守る下校指
導

大平台小学校 14:30 ～ 15:00
浜西安協・西署・地交推・
西区

521

7月8日
自転車安全利用推進キャン
ペーン

遠鉄ストア大平台店 16:15 ～ 16:45 西署・浜西安協・西区 30

安全運動広報K-MIXラジオ
収録

浜松市西消防署 9:00 ～ 12:00 浜西安管 1

飲酒運転等危険運転防止の日
広報

遠鉄ストア桜台店 14:00 ～ 15:00 西区・西署・浜西安協 10

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 686

西区支部

期間中

7月6日

7月7日

7月9日

7月9日

7月9日 中区

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

初日街頭広報 流通元町交差点 7:30 ～ 8:00
東署・浜東安協・自治会・
地交推・東区

東区 100

初日街頭広報 江之島高校北交差点 7:30 ～ 8:00 東署、浜東安協、南区 50

交通安全リーダーと語る会 可美小学校 13:20 ～ 14:05 東署、浜東安協 130

交通安全教室 ありたまこども園 9:30 ～ 11:30 浜東安協 70

交通安全リーダーと語る会 豊西小学校 13:25 ～ 14:20 東署、浜東安協 62

7月5日 交通安全教室
デイサービスやすら
ぎ

13:30 ～ 15:00 浜東安協 中区 25

交通安全リーダーと語る会 笠井小学校 13:45 ～ 14:30 東署、浜東安協 90

交通安全教室
泉プラチナクラブ篠
ケ瀬

14:00 ～ 15:00 浜東安協 20

店舗広報 杏林堂有玉南町店 15:30 ～ 16:00 東署、浜東安協、東区 100

街頭広報 有玉南町交差点 16:00 ～ 16:30 東署、浜東安協、東区 10

7月7日 交通安全教室
デイサービスぬくも
り

14:00 ～ 14:50 浜東安協 南区 25

7月8日 交通安全リーダーと語る会 積志小学校 14:25 ～ 15:10 東署、浜東安協 東区 129

交通安全教室 静光園デイプラザ 14:00 ～ 15:00 浜東安協 南区 20

店舗広報 バロー中野町店 16:00 ～ 16:30 東署、浜東安協、東区 東区 10

街頭指導 交通事故多発交差点 － 浜東安協（各分会） － 50

東区役所 － 東区 東区 －

南区役所 － 南区 南区 －

市内全域 － 東区 東区 －

南区内 － 南区 南区 －

参加者合計 891

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

初日街頭広報
各地区・各団体で定
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

交通安全リーダーと語る会 井伊谷小学校 13:25 ～ 14:10 細江署、細江安協 60

東区・南区支部

7月1日

北区支部

庁舎内広報

広報車による広報

期間中

南区

東区

東区

7月2日

7月6日

7月9日

7月1日 北区



交通安全教室 西気賀小学校 8:55 ～ 9:40 細江安協 38

企業講習
浜松ホトニクス㈱都
田製作所

13:00 ～ 16:00
細江署、細江安協、細江安
管、北区

30

7月5日 交通安全教室 ナルド工房 10:20 ～ 11:35 細江安協 22

7月6日
飲酒運転根絶キャンペーン街
頭広報

都田総合公園交差点 16:00 ～ 16:45
細江署、細江安協、細江安
管、北区

20

横断歩行者等安全対策強化の
日

三ヶ日西小学校 7:20 ～ 8:15 細江署、細江安協、北区 8

シニア学級 三ヶ日協働センター 9:30 ～ 11:00 細江安協、北区 50

7月8日 落語から学ぶ交通安全
東四村コミュニティ
センター

10:00 ～ 11:00 細江署、細江安協、北区 50

交通安全教室 ひがしみかた保育園 10:00 ～ 11:00 細江安協 25

高齢者交通安全教室
初生南コミュニティ
ホール

14:00 ～ 15:00 細江安協、北区 20

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 473

 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

初日街頭広報 浜北駅前交差点　他 7:20 ～ 8:00 浜北署、浜北安協、浜北区 30

交通安全教室 北浜北幼稚園 9:30 ～ 11:00 浜北安協 19

交通安全リーダーと語る会 浜名小学校 13:50 ～ 14:35 浜北署、浜北安協 108

7月2日 シニアクラブ新任会長研修会 浜北文化センター 15:00 ～ 15:30 浜北署、浜北安協 30

7月6日 交通安全リーダーと語る会 赤佐小学校 13:35 ～ 14:20 浜北署、浜北安協 101

7月6日 交通安全教室 浜名愛ノ宮保育園 10:00 ～ 11:00 浜北署、浜北安協 19

登校時交通指導 北浜東小学校 7:15 ～ 7:45 浜北署、浜北安協 240

企業講習 浜松鋼板加工㈱ 14:00 ～ 16:00 浜北署 95

7月8日 交通安全教室 寺島公民館 11:00 ～ 12:00 浜北署、浜北安協、浜北区 30

7月9日 飲酒運転根絶キャンペーン 浜北愛光園 夕方
浜北安管、浜北署、浜北安
協、浜北区

100

期間中 懸垂幕の掲出 浜北警察署 － 浜北署 －

浜北区支部

7月2日

7月7日

7月9日

期間中

北区

7月1日

7月7日

浜北区



のぼり旗の掲出 浜北警察署 － 浜北署 －

庁内放送 浜北区役所 － 浜北区 －

参加者合計 772

 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

水窪町地内 18:30 天竜区 1

佐久間町内 19:30 天竜区 1

同報無線広報 龍山町内 18:50 天竜区 1

天竜地域内6箇所 7:15 ～ 7:45
天竜署、天竜安管、天竜安
協、地域交通指導員、地交
推、天竜区

120

中部三叉路 7:15 ～ 7:45 天竜署、天竜安協、天竜区 15

山道商店前交差点 7:10 ～ 7:40 天竜署、天竜安協、天竜区 10

瀬尻駐在所前 7:10 ～ 7:45
天竜署、天竜安協、地交
推、天竜区

14

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、交通安全対策連絡会委
員、地交推、天竜区

60

通学路街頭指導
天竜高校春野校舎入
口他５箇所

7:15 ～ 8:10
小中高等学校、ＰＴＡ、天
竜署、天竜安協、地交推、
天竜区

40

交通安全七夕イベント 二俣幼稚園 13:00 ～ 13:30 天竜署、天竜安協 45

通勤通学時の交通事故防止街
頭指導

鹿島坂下南交差点 7：30 ～ 8：10 天竜署、天竜安協、天竜区 9

高齢者の交通事故防止街頭指
導

城下通（ひろ整形外
科前付近）

10：30 ～ 11：00
天竜署、天竜安協、地域交
通指導員、天竜区

8

チャイルドシート等着用推進
運動

気田幼稚園、犬居幼
稚園

8:00 ～ 9;00
13:00 ～ 14:00

天竜署、天竜安管、天竜安
協、天竜区

25

早朝街頭広報 山香大井橋付近 7:00 ～ 7:30 天竜署、天竜安協、天竜区 8

交通安全リーダーと語る会 佐久間小学校 14:30 ～ 15：15 天竜安協、佐久間小学校 －

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

横断歩行者等安全対策強化の
日街頭広報

城下通 7：10 ～ 7：40
天竜署、天竜安協、自治
会、地交推、天竜区

20

自転車・二輪車の交通事故防
止キャンペーン

道の駅
くんま水車の里

9：30 ～ 10：30 天竜署、天竜安協、天竜区 6

7月8日 早朝街頭広報 浦川町四つ角 7:15 ～ 7:45 天竜署、天竜安協、天竜区 8

天竜区支部

7月7日

期間中 浜北区

天竜区

同報無線広報6月30日

7月1日
早朝街頭広報

7月2日

7月5日

7月6日



高齢者の交通事故防止キャン
ペーン

船明グランド 8:00 ～ 8:30 天竜署、天竜安協、天竜区 5

市民交通安全の日街頭広報 春野町一草 10：00 ～ 10：30 天竜署、天竜安協、天竜区 10

飲酒運転等危険運転防止の日
街頭広報

遠鉄ストア 14:30 ～ 15：00 天竜署、天竜安協、天竜区 5

飲酒運転等危険運転防止の日
街頭広報

山東交差点 15：00 ～ 15：30
天竜署、天竜安協、地域交
通指導員、天竜区

10

薄暮街頭広報 中部三叉路 16:00 ～ 16:30 天竜署、天竜安協、天竜区 15

薄暮街頭広報 水窪協働センター前 17:00 ～ 17:30 天竜署、天竜安協、天竜区 10

7/2～7/8
のうち1回

二俣小学校下校指導 二俣小通学路
13：30終了
一斉下校

天竜署、天竜安協、天竜区 5

未定 光明小学校下校指導 光明小学校通学路 一斉下校 天竜署、天竜安協、天竜区 5

のぼり旗掲出 天竜地域内 － 天竜区 6

のぼり旗掲出 春野町内 － 天竜署、天竜安協、天竜区 2

のぼり旗掲出 佐久間町内 － 天竜区 2

のぼり旗掲出 水窪町内 － 天竜区 2

のぼり旗掲出 秋葉トンネル北　他1 － 天竜区 2

7月20日 体験型交通教室 県北遠庁舎駐車場 13:00～16：00
天竜署、天竜安管、天竜安
協、天竜区

30

参加者合計 508

7月9日

天竜区

期間中



＊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


