
場　所 主　催 内　容
参加予定

人員

12月10日(金) 11:00~12:00
マルナカ高瀬店出入口

（三豊市高瀬町）
三豊市交通安全母の会連合会

市内商店の出入り口にて、母の会手作りのマスコット

と啓発チラシを買い物客に配布し、交通安全を呼びか

け

30人

12月10日(金) 9:00～10:00
オリーブナビ小豆島

（小豆島町西村甲）
小豆島町交通安全対策協議会

各種交通安全関係団体により、街頭で啓発活動を行

う。直接ドライバーに啓発グッズを手渡す
60人

12月10日(金) 10:00～11:00
小豆総合事務所前

国道436号線沿い
土庄町交通安全対策協議会

各種交通安全関係団体により、街頭で啓発活動を行

う。直接ドライバーに啓発グッズを手渡す
60人

12月10日(金) 9:00～11:00 土庄町・小豆島町内主要幹線道路 土庄町・小豆島町交通安全母の会
広報車両にて島内主要幹線道路を走行し、交通安全啓

発を呼びかけ
10人

12月10日(金) 7:30～ 高松東警察署前 高松東安全運転管理者協議会
参加者がハンドプレートやのぼりを持ち、ドライバー

等に交通安全啓発を無言で行う間接キャンペーン
20人

12月10日(金)

（雨天時は13日

に延期

13:30~14:30 琴平警察署前

琴平交通安全協会、琴平安全運転管理者

協議会、琴平地域交通安全活動推進委員

協議会

金毘羅宮巫女、琴平町こんぴーくん、まんのう町まん

テンちゃんを動員。ドライバーに交通安全グッズと啓

発チラシを配布し交通安全を呼びかけ

60人

12月14日(火) 10:00～11:00
ミニストップ丸亀飯山店

（丸亀市飯山町）
丸亀市交通安全母の会

ドライバーに啓発のチラシと母の会手作りのマスコッ

トや啓発グッズを配布し、安全運転を呼びかけ
10人

12月15日(水) 9:00～11:00
株式会社坂出自動車学校

(坂出市西大浜北)
株式会社坂出自動車学校

坂出自動車学校の教習コースを利用した高齢者対象の

交通安全教室の実施
40人

12月15日(水) 10:00～
県道49号線　観音寺総合高校付近

(観音寺市天神町)
観音寺市交通安全母の会

警察官の協力のもと、自動車・バイク及び歩行者に交

通安全啓発グッズを渡す
30人

12月17日(金） 16:00～17:00
マルナカ土器店

（丸亀市土器町東）

土器交番地域安全推進委員協議会

丸亀市交通対策協議会

丸亀・善通寺・多度津地区防犯協会

買い物客に啓発のチラシやグッズを配布し、交通安全

と特殊詐欺被害防止を呼びかけ
30人

12月17日(金） 10:00～ 多度津町役場周辺 多度津町老人クラブ
横断幕・のぼり等を使い、多度津町交通指導員、高齢

者から交通安全遵守を呼びかけ
50人

12月20日(月） 10:00～11:00

国分寺総合センター東側

（高松市国分寺町新居）

主要地方道国分寺中通線周辺

国分寺北部校区交通安全母の会

信号待ちのドライバーに、メッセージカードやチラ

シ、ティッシュなどを手渡し、安全運転をしてもらう

よう呼びかけ

60人

12月20日(月) 11:00～12:00
ゆめタウン丸亀店

（丸亀市新田町）

丸亀交通安全協会

丸亀市交通安全母の会

買い物客に啓発のチラシやグッズを配布し交通安全を

呼びかけ
30人

12月20日(月） 10:00～
ザ・ビッグ多度津店前

（多度津町北鴨）

多度津交通安全協会

多度津安全運転管理者協議会

チラシ等を配布しながら、ドライバー、通行者に交通

ルールを守り、安全運転を呼びかけ
80人

12月21日(火) 10:00~10:40
両景橋東詰交差点

（さぬき浜街道）

坂出市交通安全母の会・坂出安全運転管

理者協議会・坂出地域交通安全活動推進

委員協議会

会員が交差点にて交通安全のぼり旗を持ち、交通安全

を無言で呼びかけ
50人

12月22日(水) 18:00~
マルナカパワーシティ善通寺店

（善通寺市与北町）
善通寺市交通安全母の会

来店者に対してチラシ・啓発グッズを配付して交通安

全を呼びかけ

（グッズが無くなり次第終了）

15人

令和4年

1月5日(水)
10:00～ 国道11号線　観音寺市 豊浜支所付近 観音寺市交通安全母の会

警察官の協力のもと、自動車・バイク及び歩行者に交

通安全啓発グッズを渡す
30人

令和4年

1月7日(金)
11:00~12:00 三豊市役所前 三豊市安全運転管理者協議会ほか

三豊市役所前でドライバーに啓発グッズを配布し、安

全運転を呼びかけ
30人

令和4年

1月7日(金)
未定

滝宮天満宮

（綾川町滝宮）
高松西交通安全協会 各種団体が1年間の交通安全を祈願 30人

12月10日(金)

～1月10日(月)

ゆめタウン丸亀店

（丸亀市新田町）
丸亀市交通対策協議会 丸亀市内の小中学生の優秀作品を展示 ー

12月23日(木)

～1月10日(月)

坂出市立大橋記念図書館

（坂出市寿町）
坂出市

令和3年度交通安全意識高揚ポスターコンクール入賞

作品のうち、坂出市内小中学生の応募によるものを展

示

ー

12月22日(水)

12月24日(金)

1月7日(金)

1月12日(水)

三豊市内安全運転管理事業所 三豊市安全運転管理者協議会ほか のぼり旗等の啓発用品を配付しながら安全運転を依頼 30人

交通安全ポスター展

交通安全意識の高揚に関するポスター作品展

事業所訪問

年末街頭キャンペーン

交通安全キャンペーン

年末年始の交通安全県民運動に伴う

街頭キャンペーン

年末・年始の交通安全県民運動

街頭キャンペーン

交通安全キャンペーン

初荷キャンペーン

交母キャンペーン

行事名

交通安全母の会年始交通安全キャンペーン

交通安全祈願祭

サンタクロース交通安全キャンペーン

高齢者交通安全教室

交通安全母の会年末交通安全キャンペーン

交通防犯合同キャンペーン

年末高齢者交通安全パレード

年末交通安全キャンペーン

年末交通安全キャンペーン

小豆２町交通安全母の会による啓発パレード

年末年始の交通安全運動に係る

街頭キャンペーン

交通キャンペーン

令和３年度年末年始の交通安全県民運動実施計画

街頭キャンペーン・イベント等 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、急遽中止や規模縮小をする場合がございます

実施日時



令和３年度年末年始の交通安全県民運動実施計画

その他の広報啓発活動

市町名 行事名 場　所 主　催

高松市
年末年始の交通安全運動チラシ掲

示

高松市内各総合センター及び支所、コ

ミュニティセンター、市内小・中学

校、高松第一高校

高松市

高松市交通安全都市推進協議会

丸亀市 広報・啓発 丸亀市庁舎他 丸亀市交通対策協議会

広報・啓発 丸亀市内全域 丸亀市交通対策協議会

坂出市 広報車による交通安全啓発活動 市内全域 坂出市交通安全母の会

広報・啓発 市内全域 坂出市交通安全推進協議会

善通寺市 広報・啓発 市内一円 善通寺市交通対策協議会
広報車（青パト）による啓発

横断幕設置

さぬき市 チラシ全戸配布 さぬき市内全域 さぬき市

広報紙への掲載 さぬき市内全域 さぬき市

東かがわ市 広報・啓発 市役所庁舎南側壁面 東かがわ市交通安全対策協議会

広報・啓発 市役所庁舎南側電光掲示板 東かがわ交通安全協会

三豊市 防災行政無線での広報啓発 市内全域 三豊市 年末年始の交通安全運動について無線放送

直島町
ふれあい通信なおしま

啓発活動
全世帯 直島町

宇多津町 交通立哨 宇多津町内 交通指導員 児童・生徒の登下校時の交通安全確保

宇多津町 広報巡回 宇多津町内 宇多津町 広報車による広報啓発活動

綾川町
年末年始交通安全チラシ

全戸配布
綾川町内 綾川町

広報無線による年末年始の

交通安全啓発
綾川町内 綾川町 戸別受信機を用いた交通安全啓発活動

多度津町 広報・啓発 多度津町内 多度津町交通安全対策協議会

広報巡回 多度津町内 多度津町交通安全対策協議会

まんのう町 町広報12月号への掲載 全世帯 まんのう町

ふれあい通信なおしまにおいて年末年始の交通安全県民運動を啓

発

庁舎南壁面に「交通安全運動実施中」の懸垂幕を掲示し、啓発

庁舎南側に設置してある電光掲示板に「交通安全運動実施中」と

掲示し、啓発

広報紙掲載による年末年始の交通安全県民運動についての広報啓

発

さぬき市において募集した交通安全啓発ポスターの入選作品を掲

載した交通安全啓発チラシを全戸配布（約16,000世帯）

12月10日(金)

運動期間中

運動期間中

運動期間中

青色パトロール車にて町内を巡回しながら広報活動を実施

年末年始の交通安全県民運動の実施期間、重点項目等の掲載

庁舎、公民館、町内施設等にのぼり、ポスター、チラシ等を設置

し、広く交通ルール遵守を呼びかけ

運動期間中

12月10日(金)

12月11日(土)

運動期間中

運動期間中

11月22日(月)

運動期間中

12月20日(月)

12月20日(月)

運動期間中

運動期間中

市交母会員があらかじめ録音した広報啓発メッセージを広報車に

て流しながら市内全域を巡回

市内各出張所、公民館へののぼり旗及び市役所懸垂塔への懸垂幕

の設置と、市広報誌12月号、庁舎内デジタルサイネージ、ホーム

ページ、ツイッター及び市役所庁内放送による広報・啓発

年末年始の交通安全チラシを全戸配布（約6,000世帯）

内　容

年末年始の交通安全運動チラシ掲示

・市庁舎及び市内3か所で幟や横断幕を掲示

・広報まるがめ12月号に掲載

広報車にて啓発メッセージを流しながら市内全域を巡回

実施日時

運動期間中

運動期間中

運動期間中

運動期間中

運動期間中


