
交通監視体制の強化について（通達） 

  

               平成９年４月２日交指甲第１３１号、地甲第１８３号 

 警 察 本 部 長 か ら 各 部 ・ 課 ・ 署 長 あ て  

 

                 改正 平成１９年８月２９日 交指乙達第６０号等 

                    平成２４年３月 １日 交指乙達第１３号等 

 

交通事故ならびに交通混雑の防止を図り地域住民の生活安全を確保するため、交通違反の

指導警告検挙を前提とする交通監視についてはこれまでも強化してきたところであるが、道

路の新設、改良、交番、駐在所、学校の統廃合等から交通流の変化あるいは交通事故多発地

点の移動等から従来の交通監視要点は必ずしも実情に沿っていない面が見受けられる。 

そのため、この度従来の交通監視要点を見直し、下記により各署の交通監視要点を指定す

るので、適正な運用を図られたい。 

なお、これに伴い昭和５２年１月８日付、発交指第７号、発外第１７号「交通監視体制の強

化について（通達）」は廃止する。 

１ 目的 

交通監視は、交通事故防止、交通渋滞の解消、更に交通弱者の保護誘導に果たす役割が

極めて大きく、その効果を勘案のうえ、交通上重要な地点を交通監視要点として定め、運

転者及び歩行者の目につきやすい交通監視を実施して、県民の期待する交通死亡事故の抑

止を図るとともに地域安全を推進するものである。 

２ 実施方法 

(1) 交通監視要点の指定 

交通事故多発地点、危険な通学路等の交通上重要な地点２０９ヶ所を指定し、交通監

視要点と定めることとした。なお、各署別の指定交通監視要点は別添のとおりである。 

(2) 交通監視の時間 

ア 交通監視時間については各署において指定地点の重要度に応じ定めることとし、原

則として 1日 1時間以上指定要点の監視にあたること。 

イ 指定要点の交通監視の時間帯については、季節、気象等により、交通事故の発生状

況、交通流等の変化が予想されるので、これらを考慮のうえ、最も効果的な時間帯を

選定すること。 

(3) 交通監視の要領 

関係通達により実施するとともに、歩行者に対しては、保護、誘導、指導を行ない、

車両等の運転者に対しては、指導、警告、検挙の措置を講ずるとともに県民の理解と協

力を得て交通秩序の確立にあたること。 

(4) 計画・実施 

指定要点の交通監視については、警察署地域課（係）と交通課（係）が協議のうえ、

月間の指定要点交通監視勤務計画を策定すること。 

３ 留意事項 

(1) 一所管区におおむね１ヶ所を基準として、交通監視要点を指定したので、地域警察官、

交通課員が連携し効果的に推進すること。 

(2) 指定要点の交通監視については、指定時間以外であっても警ら、機動警ら等の街頭活



動の途中において、努めて交通監視にあたるよう配意すること。 

(3) 指定要点は警察署管内で必要最小限度のものをあげたのであり、その他の要点にあっ

ても交通監視にあたるよう努めること。 

４ その他 

道路の新設、改良による交通流の変化交通事故発生状況等に対応した要点の設定につい

ては、常に配意し、適正なる交通監視活動が行なわれるようにするとともに、指定要点の

変更が生じた場合すみやかに上申すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［別紙］    

指定交通監視要点 

   １９８箇所 

署別 指定交通監視要点 

金沢中 

（２１か所） 

香林坊 交差点 有松 交差点 平下橋詰 

土清水 交差点 笠舞３丁目 交差点 医王山小学校前 

泉野出町南 交差点 兼六園下 交差点 鱗町 交差点 

野町広小路 交差点 寺町１丁目 交差点 広坂 交差点 

田井町 交差点 永安町 交差点 東環・涌波２丁目南交差点 

中四十万 交差点 横川 交差点 もりの里１丁目交差点 

増泉 交差点 東環・野田交差点 三馬３丁目 交差点 

金沢東 

（１８か所） 

武蔵ヶ辻 交差点 堀川町 交差点 駅西本町２丁目 交差点 

橋場町 交差点 駅前中央 交差点 疋田町 交差点 

鳴和 交差点 中橋 交差点 木越西 交差点 

小坂 交差点 元車 交差点 堅田 交差点 

森本北 交差点 問屋町 交差点 宮野 交差点 

浅野本町 交差点 北安江 交差点 湖南公園東 交差点 

金沢西 

（１０か所） 

入江３丁目 交差点 松村町 交差点 大野口 交差点 

西金沢交番前 交差点 近岡 交差点 福増町 交差点 

駅西本町３丁目交差点 大浜南 交差点 西警察署前 交差点 

二塚交番前 交差点     

大聖寺 

（１４か所） 

山中温泉本町 交差点 熊坂 交差点 山代東口 交差点 

篠原北 交差点 片山津小前 交差点 作見町 交差点 

源平橋詰 交差点 河南小前 交差点 黒瀬 交差点 

動橋小前 交差点 勅使 交差点 南町 交差点 

小塩 交差点 緑丘小学校前 交差点  

小松 

（１４か所） 

粟津駅前 交差点 津波倉東 交差点 若杉北 交差点 

園町 交差点 軽海西 交差点 平面 交差点 

松任町 交差点 今江 交差点 本江 交差点 

安宅関 交差点 河田 交差点 長田南 交差点 

日末小学校口 交差点 長谷町 交差点  

寺井 

（８か所） 

大長野西 交差点 出口北 交差点 下先出 交差点 

市役所寺井庁舎前 道林 交差点 三ツ口 交差点 

大成中央 交差点 手取 交差点   

白山 

（２２か所） 

徳丸 交差点 野本 交差点 松任駅前 交差点 

新庄 交差点 松本 交差点 横宮 交差点 

美川大橋詰 交差点 福留西 交差点 御経塚 交差点 

宮丸 交差点 宮永 交差点 野々市小学校前 交差点 

漆島南 交差点 千代野南 交差点 白峰 交差点 

別宮北 交差点 瀬戸野 交差点 白山町南 交差点 



小柳北 交差点 下吉野 交差点 安養寺北 交差点 

河内支所前 交差点   

津幡 

（１０か所） 

検問所前 交差点 外日角小学校口交差点 刈安 交差点 

白鳥橋詰 交差点 木津 交差点 高松中央 交差点 

能瀬 交差点 向陽台１丁目 交差点 横山 交差点 

内日角南 交差点     

羽咋 

（２３か所） 

富来行政センター前 交差点 松ノ木 交差点 今浜 交差点 

歌仙橋 交差点 猫の目 交差点 柳瀬 交差点 

三明 交差点 中央南 交差点 子浦 交差点 

堀松 交差点 中央公園前 交差点 河原 交差点 

代田 交差点 飯山 交差点 免田 交差点 

高浜北 交差点 酒井 交差点 福浦港 交差点 

末吉南 交差点 川原 交差点 鹿頭三叉路 交差点 

上野 交差点 増穂 交差点   

七尾 

（２２か所） 

 

和倉温泉西 交差点 西岸 交差点 羽坂 交差点 

七尾駅北 交差点 横田 交差点 鹿西中学校前 交差点 

府中町 交差点 浜田南 交差点 大田 交差点 

八幡 交差点 笠師 交差点 百海 交差点 

能登島支所前 交差点 高畠 交差点 有磯小学校前 交差点 

和倉駅前 交差点 滝尾小学校前 交差点 国分 交差点 

西下 交差点 越路小学校口  小丸山 交差点 

田鶴浜西 交差点    

輪島 

（１８か所） 

中居南 交差点 此木 交差点 本市 交差点 

甲駐在所前 交差点 浦上 交差点 道下 交差点 

諸橋駐在所前 交差点 皆月新橋前 交差点 剱地 交差点 

曽々木 交差点 小泉北 交差点 輪島高校東 交差点 

南志見橋西詰 交差点 二俣 交差点 新橋東 交差点 

鵠巣小学校前 交差点 上大沢橋詰 交差点 五里分 交差点 

珠洲 

（１８か所） 

町役場横丁字路 縄文真脇 交差点 桜峠ポケットパーク前 

鵜川中学校前 交差点 鶴町 交差点 小木九十九 交差点 

瑞穂横断歩道 石井 交差点 松波西 交差点 

不動寺駐在所前 宝立小中学校前交差点 みさき小学校前 交差点 

若山小学校前横断歩道 正院小学校前 交差点 西部小学校前 交差点 

すずなり西口 交差点 蛸島 交差点 折戸駐在所前 

 

 


