
資料　１

平成２９年度交通安全対策事業実施概要
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     表-３                            　       　　　       　　　　 （H29.3.24現在）
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交通安全教室
幼児（保育園、幼稚園）に対して模擬信号機の使用、大型紙芝居を使用して実践的で分りやす

い交通安全教室の開催、小学生に対しては主に自転車教室を開催、本年度も治田西小学校では自
転車教室を受講した希望者に交通安全自転車免許証を交付した。

また、高齢者層に対しては寸劇や大きなイラスト図を使用して、道路の歩行方法、自転車の安
全な乗り方、会場を暗くして夜間における反射材の効果の確認による反射材着用推進等を図り、
好評を得た。

幼児（保育園・幼稚園児）
小学生
中学生
高齢者
その他（一般・保護者等）

8 504
7 567
1 1050

12 279

区分/回数・人数 開催回数（回）

165

参加人員（人）

交通安全運動・啓発活動
春・秋の全国交通安全運動では関係機関、団体による出動式及び式後の街頭啓発の実施、夏・

年末の交通安全県民運動では、カンガルークラブが夏祭り会場での啓発、年末には栗東パトロー
ル隊が栗東駅で飲酒運転防止啓発を行い、小・中学校入学式での交通安全啓発や毎月１・１５日
のシルバーキャラバン隊による通学路での児童の保護誘導、また早朝巡回指導等、関係機関・市
交通安全団体の協力を得て、年間を通して市民の交通安全意識の向上を図った。

交　通　安　全　運　動　等

秋の全国交通安全運動
年末の全国交通安全運動

近江路マナーアップ運動

高齢者交通安全の日 毎月　１５日
シートベルト・チャイルドシート着用啓発日 毎月　２０日
近江時マナーアップ啓発日

29 2565合計
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期　　　　間　　　　等

年　　　　間
年　　　　間
年　　　　間

H29.12.31
H30.3.15 H30.4.15

H29.4.6 H29.4.15
H29.7.15 H29.7.24
H29.9.21 H29.9.30
H29.12.1

ハイビーム切替え運動
前照灯早め点灯運動

春の全国交通安全運動
夏の全国交通安全運動

新入学（園）児童と高齢者の交通事故防止活動

毎月　２５日

交通安全早朝巡回啓発 年間（毎月１日・１５日）
交通安全啓発用看板給付 随時（２１自治会へ配布）

交通安全啓発日 毎月　　１日
交　通　安　全　強　調　日　（月） 期　　　　間　　　　等

交通安全事業内容 開　　　催　　　日
春の全国交通安全運動出動式
秋の全国交通安全運動出動式
学区（地区）別交通事故防止活動
交通安全高齢者師範学校 開校式

ノーマイカーデー（公共交通機関利用促進日） 毎週　金曜日

草津栗東地区交通対策協議会
草津警察署、県南部土木事務所、草津市、栗東市及び草津栗東交通安全協会、草津・栗東安全

運転管理者協会他加盟１０５推進団体の協力により年間を通じて交通安全対策事業を実施した。

平成29年4月1日 平成30年3月31日
５月校

平成29年4月6日
平成29年9月21日

事故の時の応急措置
県交通管制センター見学
交通安全広場
自転車の安全な乗り方
閉校式

平成29年11月6日 草津アミカホール

１０月校
１１月校

随　　　　　時

７月校
８月校
９月校

交対協ホームページ

〃
〃
〃
〃
〃
交通安全推進大会
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数量等 摘要

増設

増設

新設

増設

新設

新設

１箇所

23基

６６箇所
十字チェック
停止誘導線

5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：台）

640 台 19 台 台

127 台 2 台 台

返還 43 台 0 台 台

　保管 84 台 2 台 台

12 台 0 台 台

106 台 0 台 台

6

7

(※ 処分には前年度撤去保管分を含む。)

交通災害共済

栗東市においては、市内在住、在勤の方々を対象に、加入者の増加を推進するため各家庭及び
企業への周知徹底を積極的に図るとともに、毎年２月と３月の２ヶ月間を交通災害共済加入推進
強化月間として、自治会、事業所等に赴いて加入を促進した。

加入者数（対前年比） 加入率（対前年比） 見舞金請求件数（対前年比）

交通安全施設整備
学区、自治会、団体等からの規制要望等を受け公安委員会への正式要望を行い、協議、調整を

図るとともに、交通安全施設の設置、改良と市内巡回パトロールによる施設維持補修を年間を通
じ実施した。

設置等の場所

①市道御園２号幹線（金勝小学校口交差点）

②市道手原新屋敷線（新屋敷交差点）

①市道手原駅前新屋敷線（岡　御幸橋東詰）

②市道栗東駅野尻線（綣一丁目18-16付近交差点）

路面表示（文字）

道路反射鏡

区画線 １２８９.８ｍ

①市道手原新屋敷線　（岡御幸橋東詰）

②市道下戸山岡線（打合橋南詰め）

規制・施設内容

市道綣十里線外他

市道小柿一区内樋ノ詰線他

市道苅原綣線

市道目川小柿線カラー舗装　　　　　33.6ｍ

放置自転車・自転車対策（H30.1末）

①栗東駅西口交通広場（栗東駅西口ロータリー）

一時停止 ２箇所

一方通行

４箇所
横断歩道
（歩行者用灯機）

「栗東市自転車等駐車秩序の確立に関する条例」に基づいて、路上等に遺留、放置された自転
車やバイク等について、歩行者および通行車両の安全確保、通行障害の排除、交通事故の誘発防
止、消防・救急活動の円滑化を図るため、警告・撤去・保管・返還業務を実施した。

項目

警　　　　告

撤　　　　去

移　　　　管

リサイクル処分

自転車 原付バイク等 計

659

129

43

86

12

106

7081人（-1635人） 10.4％（-2.7％） 75件（-10件）

交通安全推進団体活動支援

「交通安全宣言のまち」である栗東市において、ボランティア団体として各般から広く交通安
全にかかる事業・活動を自主的かつ積極的に展開されている交通安全パトロール隊、交通安全家
族会（母の会）及び幼児交通安全カンガルークラブ連絡協議会の３団体に対し、補助金交付等の
活動を支援した。



・第１回役員会（２０日）

・平成２９年度総会（２０日）

・早朝街頭啓発（１日・１５日）

平成29年４月

年・月 活　　　　動　　　　概　　　　要

・春の全国交通安全運動街頭啓発（６日・ＪＲ南草津駅西口広場）

・早朝街頭啓発（１７日）

(1) 栗東パトロール隊事業

・早朝街頭啓発（3日・18日）

・第２回役員会、隊員研修会（6日）

・隊員情報交換会（6日・こんぜの里森遊館）

平成29年11月

平成29年12月

・街頭啓発（２2日・アルプラザ栗東店）

・第３回役員会（22日）

平成29年７月

平成29年９月

・早朝街頭啓発（2日・１6日）

・女性部の活動（23日）平成29年10月

･早朝街頭啓発（１日・１５日）

・滋賀県交通安全推進大会（1日・彦根市文化プラザ）

・栗東市交通安全啓発推進連絡会議（12日）

・女性部の活動（26日）

・秋の全国交通安全運動街頭啓発（２１日・栗東駅東口広場）

・早朝街頭啓発（１日・１５日）

・幼児交通安全教室（２日・大宝西幼児園）

・栗東市交通安全啓発推進連絡会議（30日）

・早朝街頭啓発（２3・２４、２５日・市内３中学校）

・草津栗東地区交通対策協議会全体会（１６日・草津市役所）

平成29年５月

平成29年６月 ・幼児交通安全教室（１９日・大宝幼児園）

・幼児交通安全教室（２７日・大宝幼児園分園）

・高齢者交通安全教室（１０日・川辺会議所）

・早朝街頭啓発（１日・１５日）
平成30年２月

・第５回役員会（６日）

・早朝街頭啓発（１日・１５日）

・冬の街頭啓発（６日・ＪＲ栗東駅）

・交通安全啓発（8日・いちょうまつり栗東市役所前）

・早朝街頭啓発（1日・１5日）

・第４回役員会（7日）

・草津栗東地区交通安全推進大会（16日・草津アミカホール）

・秋の隊員研修会（30日・京都府警察本部）

・早朝街頭啓発（１日・１５日）

・早朝街頭啓発（１６日）

平成30年３月
・街頭啓発（６日・フレンドマート栗東店）

平成30年１月
・第61回耐寒アベック登山大会途中監視員（21日・金勝山）



・春の全国交通安全運動街頭啓発（６日・JR南草津駅西口広場）

・滋賀県交通安全女性団体連合会理事会（１7日・県庁）

・平成２9年度総会（17日）

・第１回役員会（17日）

平成29年4月

(2)

年・月 活　　　　動　　　　概　　　　要

平成29年7月 ・滋賀県交通安全女性団体連合会会議（3日・県庁）

・草津栗東地区交通対策協議会全体会（16日・草津市役所）

・交通安全教室開催推進のための市内小学校訪問（２５日）

・滋賀県幼児交通安全指導者研修会（２4日・県庁新館）

平成29年5月

平成29年6月

・第２回役員会

・栗東市交通安全啓発推進連絡会議（30日）

平成29年11月

・近畿ブロック「交通ボランティア等ブロック講習会」

・草津栗東地区交通安全推進大会（１6日・草津アミカホール）

・交通安全自転車免許証交付式（４日・治田西小学校）

・交通安全教室　林自治会

平成29年9月

・滋賀県交通安全推進大会（１日・彦根文化プラザ）

・栗東市交通安全啓発推進連絡会議（12日）

・秋の全国交通安全運動街頭啓発（２１日・栗東駅東口広場）

平成29年10月

・交通安全啓発（8日・いちょうまつり　栗東市役所前）

・滋賀県交通安全女性団体連合会指導者研修会（２0日・県庁）

・交通安全自転車教室（２６日・治田西小学校）

（6日7日・ホテル日航奈良）

平成29年12月

　　　（18日・滋賀県交通安全女性団体連合会三世代交流交通安全事業）

(3)

年・月 活　　　　動　　　　概　　　　要

平成29年4月

・平成29年度総会（25日）

・役員会（25日）

平成30年1月 ・小学校低学年向け交通安全指導者研修会（16日　草津警察署）

平成30年2月 ・葉山ブロック定例会議（2日　コミュニティセンター葉山）

平成30年3月 ・機関紙「交通安全家族会だより・第６5号」発行（１日）

平成29年7月 ・交通安全教室「カンガルー夏祭り」（9日）

・滋賀県交通安全女性団体連合会理事会（１7日・県庁）

平成29年5月

・交通安全教室「はじめまして」(２1日・栗東市役所)

・滋賀県幼児交通安全指導者研修会（２4日・県庁新館）

平成29年6月

・役員会（12日）

・栗東市交通安全啓発推進連絡会議（30日）

栗東市幼児交通安全カンガルークラブ事業

栗東市交通安全家族会（母の会）事業

・栗東市女性団体連絡協議会総会（31日・歴史民俗博物館）

・交通安全教室（２７日・大宝東小学校）

・交通安全教室（２７日・治田東小学校）

・草津栗東地区交通対策協議会全体会（16日・草津市役所）

・保護者研修会（１２日・栗東市役所）
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隊員数

参加数

4月7日 30

・滋賀県交通安全推進大会（1日・彦根文化プラザ）

・栗東市交通安全啓発推進連絡会議（12日）

・秋の全国交通安全運動街頭啓発（２１日・栗東駅東口広場）

・交通安全啓発「ジュニアポリス啓発」（8日・市役所前）

シルバーキャラバン隊活動

登下校時の児童、生徒の交通安全指導や毎月１日の「交通安全啓発日」１５日の「高齢者交通
安全の日」を重点に、保護誘導活動、交通事故防止の呼びかけを行った。

日時 活動場所 人員ブロック

平成29年9月

・交通安全教室「ニューイヤーコンサート」（１4日・栗東市役所）

・機関紙発行「カンガルー号第４4号」（１日）

・交通安全教室「修了式・体験会」（４日・栗東市役所）

平成29年10月

平成29年11月

平成29年12月

平成30年1月

平成30年3月

・交通安全教室「自転車教室」（12日・第１児童公園）

・草津栗東地区交通安全推進大会（１6日・草津アミカホール）

・交通安全教室「クリスマス会」（9日・なごやかセンター）

(1)  街頭啓発活動実績　　４４名

六地蔵信楽線横断歩道

治田東 １名
毎月1・15日
①　７：３０～　８：３０

　

毎日、毎月1・15日
①　７：２０～　８：４０
②１４：００～１６：００

各１～２名治田　　　７名５名

毎日、毎月1・15日
①　７：３０～　８：００

近畿スリッター前

岡自治会館前

目川交差点

小柿池横

葉山 8名

行蔵寺付近通学路

灰塚信号交差点

治田西 １名 下鈎浄光寺交差点

辻天満宮交差点付近

辻営農倉庫前

コミセン葉山東横断歩道

葉山東小学校交差点

塚本公園横H交差点
各１～４名葉山東

全体研修会

事業名 日時 場所

14：00～15：30 コミセン治田東会議室

宮橋交差点

毎月1・15日
①　７：１５～　７：３５

大宝東 ２名
蜂屋公民館前

(2)  その他活動実績

２４名

毎日、毎月１・１５日
①７：２０～　８：２０
②７：３０～　８：３０

出庭行者堂前交差点

金勝

平成30年2月
・役員会（４日）

3名
毎月1・15日
①　７：３０～　８：２０

片山交差点

旧道点滅信号交差点

手原東交差点

健康管理センター前

毎日、毎月１・１５日
①　７：２０～　８：２０
②１５：００～１６：３０

大橋５丁目信号交差点

大橋区民広場付近

高野西交差点

長德寺前
各１名

信楽線小学校通学路


