
お
断
り

早  朝  ～  午  前 午          後 夕  方  ～  夜  間

能美警察署 大聖寺警察署 金沢西警察署

能美市秋常町地内 加賀市冨塚町地内 金沢市松村町地内

金沢中警察署 珠洲警察署 交通機動隊

金沢市菊川地内 能登町柳田地内 国道８号　津幡町地内

高速道路交通警察隊 七尾警察署 羽咋警察署

北陸自動車道 七尾市田鶴浜町地内 志賀町高浜町地内

白山警察署 金沢東警察署 津幡警察署

野々市市末松地内 金沢市広岡地内 津幡町字横浜地内

輪島警察署 金沢中警察署 高速道路交通警察隊

穴水町字此木地内 金沢市大額地内 北陸自動車道

小松警察署 珠洲警察署 交通機動隊

小松市木場町地内 能登町字天坂地内 のと里山海道

金沢西警察署 輪島警察署 大聖寺警察署

金沢市松島地内 輪島市横地町地内 加賀市水田丸町地内

11月15日
（日）

11月14日
（土）

速度違反取締り

速度違反取締り速度違反取締り

速度違反取締り

速度違反取締り

一時不停止違反取締り

シートベルト・携帯電話違
反取締り

速度違反取締り

11月12日
（木）

速度違反取締り

11月16日
（月）

11月11日
（水）

速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り

11月17日
（火）

公開交通指導取締り計画
<期間／11月11日（水）～12月８日（火）>

　県警察では、年末に向けた交通死亡事故抑止対策として～2020交通死亡事故抑止
100日作戦～を実施しております。ドライバーの皆さんは歩行者等に一層の注意を
払うとともに、スピードを控え、思いやりの心を持って、安全運転に努めていただ
くようお願いいたします。

この計画は、県下各警察署・交通機動隊・高速道路交通警察隊の交通指導取締り
計画の一部を掲載したもので、事件事故等に伴い変更する場合があります。

県警ウェブサイト   http://www.police.pref.ishikawa.lg.jp/

携帯電話違反取締り

速度違反取締り

11月13日
（金）

速度違反取締り

日    時

速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り

シートベルト・携帯電話違
反取締り

飲酒運転違反取締り速度違反取締り

携帯電話違反取締り

一時不停止違反取締り

シートベルト・携帯電話違
反取締り

一時不停止違反取締り



早  朝  ～  午  前 午          後 夕  方  ～  夜  間日    時

七尾警察署 交通機動隊 珠洲警察署

七尾市矢田新町地内 津幡町字中須加地内 能登町中斉地内

大聖寺警察署 高速道路交通警察隊 能美警察署

加賀市松山町地内 北陸自動車道 能美市下清水町地内

白山警察署 小松警察署 津幡警察署

白山市安養寺町地内 小松市沖町地内 津幡町字横浜地内

羽咋警察署 金沢中警察署 珠洲警察署

志賀町上棚地内 金沢市大桑地内 珠洲市飯田町地内

輪島警察署 交通機動隊 白山警察署

輪島市宅田町地内 国道８号　能美市内 白山市中成地内

津幡警察署 能美警察署 金沢東警察署

津幡町字太田地内 能美市下清水町地内 金沢市高柳町地内

高速道路交通警察隊 羽咋警察署 交通機動隊

北陸自動車道 志賀町直海地内 国道８号　津幡町地内
11月24日

（火）

11月19日
（木）

信号無視違反取締り

速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り

一時不停止違反取締り

11月23日
（月）

速度違反取締り

速度違反取締り

速度違反取締り

速度違反取締り

11月18日
（水）

飲酒運転違反取締り

速度違反取締り

一時不停止違反取締り

信号無視違反取締り

11月21日
（土）

11月22日
（日）

携帯電話違反取締り

シートベルト・携帯電話違
反取締り

速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り

シートベルト・携帯電話違
反取締り

シートベルト・携帯電話違
反取締り

一時不停止違反取締り

速度違反取締り

11月20日
（金）

信号無視違反取締り

横断歩行者妨害違反取締
り

速度違反取締り



早  朝  ～  午  前 午          後 夕  方  ～  夜  間日    時

金沢中警察署 金沢西警察署 小松警察署

金沢市西泉地内 金沢市大河端地内 小松市蓮代寺町地内

大聖寺警察署 高速道路交通警察隊 七尾警察署

加賀市作見町地内 北陸自動車道 七尾市石崎町地内

能美警察署 交通機動隊 珠洲警察署

能美市中庄町地内 加賀市箱宮町地内 能登町字宇出津地内

高速道路交通警察隊 輪島警察署 金沢西警察署

北陸自動車道 穴水町字此木地内 金沢市湊地内

七尾警察署 津幡警察署 高速道路交通警察隊

七尾市藤野町地内 内灘町字大根布地内 北陸自動車道

交通機動隊 金沢西警察署 金沢東警察署

小松市京町地内 金沢市森戸地内 金沢市河原市町地内

小松警察署 金沢中警察署 羽咋警察署

小松市能美町地内 金沢市田上地内 羽咋市千里浜町地内

11月26日
（木）

一時不停止違反取締り
速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り 飲酒運転違反取締り

11月27日
（金）

信号無視違反取締り

速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り

一時不停止違反取締り 一時不停止違反取締り

携帯電話違反取締り

速度違反取締り

11月28日
（土）

速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り

シートベルト・携帯電話違
反取締り

11月29日
（日）

通行帯違反取締り 速度違反取締り

携帯電話違反取締り
シートベルト・携帯電話違
反取締り

11月25日
（水）

11月30日
（月）

通行禁止違反取締り 携帯電話違反取締り 速度違反取締り

12月１日
（火）

速度違反取締り 速度違反取締り 一時不停止違反取締り



早  朝  ～  午  前 午          後 夕  方  ～  夜  間日    時

津幡警察署 能美警察署 大聖寺警察署

津幡町字太田地内 能美市秋常町地内 加賀市加茂町地内

珠洲警察署 高速道路交通警察隊 白山警察署

珠洲市飯田町地内 北陸自動車道 白山市宮丸町地内

金沢中警察署 七尾警察署 金沢東警察署

金沢市田上地内 七尾市府中町地内 金沢市高柳町地内

珠洲警察署 高速道路交通警察隊 能美警察署

能登町字宇出津地内 北陸自動車道 能美市辰口町地内

輪島警察署 金沢中警察署 交通機動隊

輪島市宅田町地内 金沢市鈴見台地内 のと里山海道

小松警察署 金沢東警察署 羽咋警察署

小松市北浅井町地内 金沢市河原市町地内 羽咋市鶴多町地内

高速道路交通警察隊 輪島警察署 大聖寺警察署

北陸自動車道 輪島市マリンタウン地内 加賀市分校町地内

信号無視違反取締り 速度違反取締り 信号無視違反取締り

12月３日
（木）

シートベルト・携帯電話違
反取締り

速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り 携帯電話違反取締り

12月４日
（金）

横断歩行者妨害違反取締
り 一時不停止違反取締り 信号無視違反取締り

12月２日
（水）

横断歩行者妨害違反取締
り 信号無視違反取締り

12月５日
（土）

横断歩行者妨害違反取締
り

速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り 信号無視違反取締り

12月６日
（日）

シートベルト・携帯電話違
反取締り 速度違反取締り 速度違反取締り

提　　供 石川県警察本部交通指導課　　076-225-0110   内線  5143

12月７日
（月）

速度違反取締り 速度違反取締り 一時不停止違反取締り

12月８日
（火）

速度・シートベルト・携帯電
話違反取締り


