
                                                            

                              平成15年9月16日 

報 道 資 料 

平成１５年「秋の交通安全県民運動」行事計画の実施について 

 

１．目 的 

奈良市交通対策協議会では、「交通事故のないやすらぎの大和路づくり」をスローガン

に、次の３点を重点目標として、秋の交通安全県民運動を９月２１日(日)～３０日(火)の

１０日間展開します。 

    ①  高齢者の交通事故防止、特に薄暮時における歩行中の事故防止 

    ②  シ－トベルトとチャイルドシ－トの着用の徹底 

    ③ 飲酒運転の追放 

 

２．内 容 

（１） 秋の交通安全県民運動行事計画（奈良市） 

（２） 秋の交通安全県民運動市民決起大会 

① 日時：平成１５年９月２１日（日）  午前１０時００分～ 

② 場所：学園前ホール（３階） 

  

                   担当課  企画部交通政策課対策係 

                   電 話  内線 ２２５２ 



平成15年「秋の交通安全県民運動」行事計画  

                             平成１５年９月２１日（日） ～ ９月３０日（火） 

日 程 行   事   名 場所・時間 行事内容・目的 主  催 

9月17日 

（水） 
秋の交通安全県民大会 

かしはら万葉ホール 

13:30～15:30 

  

 交通安全功労者及び優良運転者に対して表彰を行

うとともに、秋の交通安全県民運動を県民総ぐるみ

の運動とするため、多数の県民の参加を得て、交通

安全運動の周知徹底と交通安全意識の高揚を図る。

 

 

 

奈良県警察 

奈良県交通安全協会 

9月21日 

（日） 
秋の交通安全県民運動市民決起大会 

学園前ホール 

10:00～11:30 

 

秋の交通安全県民運動の主要行事として、各種団

体等の参加協力を得て市民決起大会を開催し、広く

市民に対して交通安全思想の普及と浸透を図るとと

もに、交通安全活動等に功労のあった個人・団体を

表彰する。 

 

奈良市交通対策協議会 

朝一番街頭監視 
主要交差点 

7:30～8:30 

主要交差点において、街頭指導活動を通じて児

童・生徒の保護誘導、並びにドライバーに対しシー

トベルト・チャイルドシート着用指導を実施する。

奈良警察署 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良地推 他 

おはよう交通安全街頭広報デー 
主要交差点他 

7:30～8:30 

主要交差点において、歩行者の安全誘導及び街頭

指導等の活動を実施するとともに、管内主要駅にお

いて交通安全県民運動の周知と交通安全意識の高揚

を図る。 

奈良西警察署 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西地推 

チャレンジ１５０決起大会 
奈良西警察署研修場 

10:00～12:00 

 

安全運転管理者協会加入企業による無事故・無違

反チャレンジ活動を実施する。 

 

奈良西地区安管 

奈良西警察署 

放置自転車追放キャンペーン 
近鉄新大宮駅周辺 

13:00～15:00 

 

駅周辺の自転車等の利用者に対し、自転車等の安

全利用並びに交通事故防止を図るため、交通安全反

射材等を配り交通安全を広く呼びかける。 

 

奈良市 

9月22日 

（月） 

交通安全表彰式と高齢者交通安全大会 
なら100年会館 

中ホール 

13:30～15:30 

 

交通安全功労者及び優良運転者の支部表彰と優良

安全運転管理者等の表彰式を行うとともに、交通安

全反射財の効果実験やアトラクションなどの高齢者

交通安全大会を通して高齢者の交通事故防止を図

る。 

 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良警察署 

優良運転者表彰式 
奈良西警察署研修場 

10:00～12:00 

交通安全功労者及び優良運転者の表彰式を行な

い、交通安全意識の高揚を図る。 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西警察署 

9月23日 

（火） 

家族ぐるみの交通安全フェア― 
イトーヨーカドー奈良店 

13:30～15:30 

  

 家族連れ等の来店者を参加者として、交通安全オ

リエンテーリングクイズやシートベルト着用体験な

ど各種交通安全啓発によるフェア―を行い、シート

ベルトの着用の徹底や高齢者の事故防止等、家族ぐ

るみで交通安全を考える。 

 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良地推 

奈良警察署 

我が家の交通課長委嘱式 
平城小学校 

13:30～14:30 

 

小学６年生の児童に交通課長を委嘱し、家庭の交

通安全について話し合ってもらうことで、交通安全

を家庭から広げていく機会とする。 

 

安協奈良西支部 

奈良西警察署 

違法駐車追放デー 
ＪＲ奈良駅、近鉄奈良駅 

・学園前駅周辺道路 
13:30～15:30 

違法駐車に対して啓発活動を行い、駐車マナーの

向上を図る。 

奈良市 

交通安全指導員会 
9月24日 

（水） 

交通安全講習会 
市役所６階正庁 

10:30～11:30 

14:00～15:00 

 

 奈良市職員運転免許所持者を対象に、交通安全の

再認識と交通法規の遵守についての啓発を行ない、

交通ルールとマナーの実践を習慣づけることによ

り、交通事故防止の徹底を図る。 

 

奈良市交通対策協議会 

9月25日 

（木） 
第５回交通安全グラウンド・ゴルフ大会

鴻ノ池陸上競技場 

補助競技場 

9:30～15:30 

 

グラウンド・ゴルフ会員を一同に集め開催する交

通安全グラウンド・ゴルフ大会を通して、交通事故

防止と交通安全意識の高揚を図る。 

 

奈良市交通対策協議会 



 

生活・交通安全講習会 
山陵会館 

11:00～12:00 

 

高齢者に対する生活・交通安全について、人形劇

等を活用した啓発活動を実施する。 

 

奈良西警察署 

山陵老人会 

 

 

放置自転車追放キャンペーン 
近鉄あやめ池駅周辺 

7:30～8:30 

 

駅周辺の自転車等の利用者に対し、自転車等の安

全利用並びに交通事故防止を図るため、交通安全反

射材等を配り交通安全を広く呼びかける。 

 

奈良市交通対策協議会 

飲酒運転追放事業所訪問 
奈良警察署管内 

安全運転管理者選任事業所 

9:00～16:00 

  

 奈良地区安管役員が飲酒運転追放キャンペーンガ

ールとともに無事故無違反チャレンジ事業所を訪問

し、飲酒運転追放宣言指導、並びにチャレンジ達成

に向けての交通安全指導を実施する。 

 

奈良地区安管 

奈良警察署 

9月26日 

（金） 

高齢者のつどい 
学園前ホール 

13:30～16:00 

  

 高齢者を対象に、講演や交通安全クイズ等を通じ

て交通安全意識の高揚を図る。 

 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西警察署 

高齢者のための愉快な交通安全教室 

 

東老春の家 

9:30～11:30 

 

東老春の家に集まる高齢者を対象に、腹話術や交

通安全講習用ビデオの上映などを実施し、高齢者の

交通安全意識の高揚と交通事故防止を図る。 

安協奈良支部 

奈良地推 

奈良警察署 

チビッコポリス交通安全キャンペーン 
奈良西警察署管内 

近鉄主要４駅 

10:00～     

 チビッコポリス、安協奈良西支部女性部員が各駅

構内で啓発物品等を配付して交通安全を呼びかけ

る。 

安協奈良西支部 

奈良西警察署 9月27日 

（土） 

 

自転車安全隊広報パトロール 
奈良警察署管内 

14:00～15:30 

 

 自転車の安全利用（特に高齢者と子ども）を推進

するために、自転車乗用により道路の安全チェック

を行うとともに、要所での広報・啓発活動（交通安

全とひったくり防止）を行い、交通事故防止と地域

安全活動の推進を図る。 

 

安協奈良支部 

奈良警察署 

親子で交通安全 

 

あやめ池遊園地 

10:00～15:00 

 

 あやめ池遊園地内において、子ども運転免許証の

作成や白バイ等の展示などによる啓発活動を行い、

交通安全意識の高揚と交通事故防止を図る。 

安協奈良支部 

安協奈良西支部 

奈良警察署 

奈良西警察署 

9月28日 

（日） 

交通安全メッセージの伝達 市内小学校運動会会場 

 

市内全小学校に安全協会会長・奈良警察署長・奈

良西警察署長からの交通安全メッセージ（電報）を

送付し、運動会会場で参加者に対しその伝達を行う

ことで交通安全意識の高揚と交通事故防止を図る。

 

安協奈良支部 

安協奈良西支部 

奈良警察署 

奈良西警察署 

おはよう交通安全街頭広報デー 

 

主要交差点 

7:30～8:30 

 

主要交差点において、歩行者の安全誘導及び街頭

指導等の活動を実施する。 

奈良西警察署 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西地推 

違法駐車追放デー 

 

奈良西署管内 

10:00～12:00 

 

死亡事故抑止路線等において、違法・迷惑駐車の

防止と啓発活動を実施し、道路環境の健全化を図る。

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西地推 

奈良西警察署 

9月29日 

（月） 

迷惑駐車追放デー 
市内一円 

10:00～15:00 

 

交通渋滞の大きな要因につながり、通行の障害と

なっている迷惑駐車追放の啓発活動を行い、交通事

故防止を図る。 

 

奈良市 
交通安全指導員会 

朝一番街頭監視 

 

主要交差点 

7:30～8:30 

 

主要交差点において、街頭指導活動を通じて児

童・生徒の保護誘導並びに、ドライバーに対しシー

トベルト・チャイルドシート着用指導を実施する。

奈良警察署 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良地推 他 

第５回交通安全グラウンド・ゴルフ大会

（予備日） 

鴻ノ池陸上競技場 

補助競技場 

9:30～15:30 

 

グラウンド・ゴルフ会員を一同に集め開催する交

通安全グラウンド・ゴルフ大会を通して、交通事故

防止と交通安全意識の高揚を図る。 

 

奈良市交通対策協議会 

9月30日 

（火） 

交通安全施設等点検デー 
奈良西署管内 

10:00～12:00 

  

 重要路線４ヵ所の安全施設点検整備を行う。 

 

安協奈良西支部 

奈良西警察署 



交通安全キャンペーンリレー 
月ヶ瀬村～奈良市 

午後 

 

 広報車で広く市民に交通安全を呼びかけると共

に、最後に県内市町村を伝達されてきた交通安全旗

を月ヶ瀬村から受領する。 

 

奈良市 

 

飲酒運転追放デー 
近鉄西大寺駅・富雄駅周辺 

19:00～21:00 

  

 管内主要駅周辺において、飲酒運転追放を呼びかけ

る等の広報・啓発活動を実施する。 

 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西警察署 

 



 

平成１５年秋の交通安全県民運動市民決起大会参加要領 

行 事 名 秋 の 交 通 安 全 県 民 運 動 市 民 決 起 大 会 

目 的 
  秋の交通安全運動の主要行事として、交通安全に関する各種団体等の参加協力を得て市民決起大会

を開催し、広く市民に対して交通安全思想の啓発と浸透を図るとともに、交通安全活動等に功労のあ

った個人・団体を表彰する。 

人 員 約 ３００ 人 

日 時 平成１５年９月２１日（日）午前１０時００分  

会 場 学園前ホール（奈良市西部会館３階） 次   第

 

10：15～ 交通安全功労者表彰 

 

10：30～ 交通安全宣言 

      ・奈良市交通安全母の会 

 

第二部 

 

10：40～ 奈良県交通安全協会奈良西支部協会女性部 

          「人形劇…交通安全川柳めぐり」 

 

  11：00～ 奈良市消防音楽隊 

      「消防ふれあいコンサート」 

 

  11：30～ 閉会（閉会のことば） 

奈良市交通対

策 協 議 会 

 

（順不同） 

1 奈良市 

2 奈良警察署 

3 奈良西警察署 

4 奈良県交通安全協会奈良支部協会 

5 奈良県交通安全協会奈良西支部協会  

6 奈良市自治連合会 

7 奈良市交通安全指導員会 

8 奈良地区安全運転管理者協会 

9 奈良西地区安全運転管理者協会 

10 奈良地域交通安全活動推進委員協議会 

11 奈良西地域交通安全活動推進委員協議会 

12 奈良市自動車整備連合会 

13 ＪＡＦ奈良支部 

14 奈良市交通安全母の会 

15 梅華会 

16 奈良市観光協会 

17 社団法人奈良青年会議所 

18 奈良ロータリークラブ 

19 奈良西ロータリークラブ 

20 奈良大宮ロータリークラブ 

21 奈良東ロータリークラブ 

22 平城京ロータリークラブ 

23 奈良市万年青年クラブ連合会 

24 奈良ライオンズクラブ 

25 奈良セントラルライオンズクラブ 

26 奈良西ライオンズクラブ 

27 奈良パイロットクラブ 

28 奈良市子供会育成連絡協議会 

29 日赤奈良市地区奉仕団 

30 奈良市地域婦人団体連絡協議会 

31 奈良市ＰＴＡ連合会 

32 奈良県バス協会 

33 奈良県タクシー協会旧奈良市内部会 

34 奈良県トラック協会奈良地区支部 

35 奈良市教育委員会 

 

次      第 

 

 第一部 

   10：00～  開会（開会のことば） 

               主催者挨拶 

                ・奈良市交通対策協議会 会長 奈良市長 大川 靖則 

         ・奈良市交通対策協議会 顧問 奈良西警察署長 坪井 貞美 

               来賓挨拶 

                ・奈良県警察本部 交通部長 栢本 隆博 

 

 

 


