
別紙②   平成１７年「秋の交通安全運動」行事計画 

                             平成1７年９月２１日（水） ～ ９月３０日（金） 

日 程 行   事   名 場 所・時 間 行 事 内 容 ・ 目 的 備 考 

９月１６日 

（金） 
秋の交通安全県民大会 

かしはら万葉ホール 

13:30～15:30 

  秋の交通安全県民運動を真に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

周知と交通安全意識の高揚を図る。 

奈良県 

奈良県警察 

奈良県教育委員会 

奈良県交対協 

９月２０日 

（火） 

プレイベント 

ミス奈良の交通安全事業所訪問 

安管選任事業所 

8:30～12:00 

14:00～16:00 

一日警察署長の委嘱を受けたミス奈良が、各事業所

を訪問し、「安全運転指導車」のマグネットシ－ルを代

表者に手交するとともに、車両のボディーに貼付、運

転指導者の自覚の醸成と他の車両の安全運転を推し進

める。 

奈良地区安管 

奈良警察署 

駅頭街頭監視活動 
近鉄奈良駅他８駅 

7:30～8:30 

主要駅における街頭指導活動を通じて、秋の交通安

全運動の周知と意識浸透を図る。 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良地推 

奈良警察署 

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

交通安全運動の周知と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 

奈良西地推 

奈良西警察署 

秋の交通安全運動市民決起大会 
学園前ホール 

10:00～11:30 

秋の交通安全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。 

交通対策協議会 

交通安全総点検 
市内一円 

14:00～16:00 

市内の道路交通環境や渋滞状況、更に本年１０月か

ら三跨線橋が落橋され、市内の交通渋滞が予想される

ことから、航空隊の「あすか」で市内の総点検を実施

し交通事故防止を図る。 

奈良警察署 

９月２１日 

（水） 

交通安全広報活動 
市内一円 

14:00～16:30 

市内を広報車で巡回し、交通事故防止と交通安全を

市民に呼びかける。 
奈良市 

おはよう交通安全 
都祁地域内 

7:30～8:30 

保育園児及び小・中学生の通園通学時に保護誘導活

動を行い、交通安全と交通事故防止を図る。 
安協都祁分会 

青色パトロールで交通安全 
市内通学路付近 

7:30～8:30 

15:30～17:00 

昨今の犯罪情勢の下、国民の間において自主的な活

動が高まり、安協においても青年部が中心になり防犯

パトロール隊が発足した。これを契機に市内通学路付

近の警戒活動と併せて交通事故防止活動を実施する。

安協奈良支部 

奈良警察署 

交通安全講習会 
市役所６階正庁 

10:30～11:30 

14:00～15:00 

奈良市職員の運転免許所持者に交通安全と交通法規

等についての講習を実施し、交通ルールとマナーの実

践を習慣付けることで交通事故防止の徹底を図る。 

交通対策協議会 

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。 

交通安全指導員会 

奈良市 

９月２２日 

（木） 

飲酒運転一掃作戦 
新大宮周辺 

22:00～24:00 

飲食店街が集中している新大宮駅周辺において飲酒

運転を一掃するため取締りを実施する。 
奈良警察署 

交通安全運動キャンペーン 
奈良ファミリー 

10:30～12:00 

奈良ファミリー内において、安協役員が源義経・弁

慶に扮して、訪れた買い物客を対象に交通事故抑止の

啓発活動を行う。 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西警察署 

９月２３日 

（金） 

秋分の日 
シニア交通安全フェスティバル 

なら１００年会館 

中ホール 

13:00～16:00 

高齢者の交通事故を防止するため、高齢者を一同に

集め、警察音楽隊演奏会をはじめ、腹話術や交通安全

ビデオの上映、更に交通安全ストレッチ体操、最後に

美空ひばりソックリショー等を開催し、楽しみながら

高齢者が参加・体験を通じて交通安全意識の浸透を図

る。 

安協奈良支部 

奈良地推 

奈良警察署 

安全運転ためして実験 
西の京自動車学校 

9:30～11:30 

交通安全教育活動に従事している、地推委員を対象

に飲酒運転疑似体験、ダミーを使った衝突実験、左折

巻き込み事故の再現実験、携帯電話使用のシミュレー

ション体験を実施、今後の交通教育に役立てるために

実施する。 

奈良地推 

奈良警察署 
９月２４日 

（土） 

交通安全大会 
学園前ホール 

13:30～16:00 

市民を対象に交通安全講演・大道芸・和太鼓の演奏

等を通して、交通安全意識の高揚を図る。 

安協奈良西支部 

奈良西警察署 

優良運転者等表彰式 
奈良警察署４階会議室 

10:00～11:30 

交通安全功労者、交通安全優良運転者、優良団体、

優良学校、安全運転管理功労者等に対して、表彰式を

行う。 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良地推 

奈良警察署 ９月２５日 

（日） 

みんなで安全運転大会 
奈良自動車学校 

10:00～12:00 

自動車学校のコースを利用して、運転技能の向上並

びに大型貨物自動車の運転を通し内輪差等の体験を行

う。 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西警察署 



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・チャイルドシートの着用指導も併せて実施する。

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良地推 

奈良警察署 

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

交通安全運動の周知と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 

奈良西地推 

奈良西警察署 

自転車安全利用の交通安全 
近鉄奈良駅前広場 

10:00～11:30 

制服警察官に扮した保育園児により、自転車利用者

や歩行者に対し、自転車用交通安全反射材等の啓発品

を配布し、自転車の交通事故防止などの広報啓発活動

を実施する。 

安協奈良支部 

奈良警察署 

優良運転者表彰式と 

チャレンジ１５０決起大会 

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等の表彰を行う。ま

た、表彰式終了後、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。 

安協奈良西支部 

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 
近鉄奈良駅周辺 

15:00～16:00 

駅周辺の自転車等の利用者に対し、交通安全反射材

等の配布を行ない、自転車等の放置禁止並びに夕暮れ

時の交通事故防止を図る。 

奈良市 

９月２６日 

（月） 

交通安全広報活動 
市内一円 

9:00～12:00 

市内を広報車で巡回し、交通事故防止と交通安全を

市民に呼びかける。 
奈良市 

９月２７日 

（火） 
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 

9:50～16:10 

 グラウンドゴルフ・クラブ会員を一同に集め交通事

故防止と交通安全意識の高揚を図るための交通安全グ

ラウンドゴルフ大会を開催するもので、休憩時間を利

用して「交通安全教室」を行う。 

交通対策協議会 

親と子の交通安全フェアー 
都祁交流センター 

9:00～11:00 

保育園児とその保護者を対象に、楽しい交通安全教

室を開催し、正しい交通ルールを身に付けてもらうこ

とで交通事故防止を図る。 

安協都祁分会 

止まって確認左右の安全 
奈良警察署管内 

10:00～11:30 

警察のＯＢである警友会がボランティア活動とし

て、市内通学路の点検を行い、子ども達が飛び出しそ

うな場所にストップマークを貼付し、子ども達の安全

を図る。 

奈良警察署 

一日警察署長事業所訪問 
安管選任各事業所 

10:00～12:00 

代表事業所から選ばれた一日警察署長（女性職員）

が交通安全啓発活動と事業所の訪問を行う。 

奈良西地区安管 

奈良西警察署 

違法駐車追放キャンペーン 
ＪＲ奈良駅・近鉄奈良駅

近鉄学園前駅周辺道路

13:30～15:30 

違法駐車車輌のドライバーに対して啓発活動を行

い、駐車マナーの向上と交通事故防止を図る。 

交通安全指導員会 

奈良市 

９月２８日 

（水） 

シートベルト着用１００％活動 
月ヶ瀬地域内 

14:00～15:00 

 月ヶ瀬では一昨年から「シートベルト着用１００％」

を目指していることから、本年も引き続き周知徹底を

図るため、関係機関・団体が協力して啓発活動を実施

する。 

安協奈良支部 

奈良警察署 

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 

9:50～16:10 

 グラウンドゴルフ・クラブ会員を一同に集め交通事

故防止と交通安全意識の高揚を図るための交通安全グ

ラウンドゴルフ大会を開催し、休憩時間を利用して「交

通安全教室」を行う。 

交通対策協議会 

９月２９日 

（木） 

ゆかいな交通安全教室 
東老春の家 

13:30～15:00 

高齢者が多数訪れる東老春の家において、交通安全

音楽会や交通安全講話を実施し、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 

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、交通安全反射材

等の配布を行ない、自転車等の放置禁止並びに夕暮れ

時の交通事故防止を図る。 

奈良市 

交通安全施設等点検デー 
管内重要路線 

9:00～11:00 

重要路線４箇所の安全施設等の点検整備を実施す

る。 

奈良西警察署 

奈良市 

高齢者交通安全講習会 
西老春の家 

13:30～15:30 

高齢者を対象に体験型交通安全講習会を開催し、交

通安全意識の高揚を図る。 

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 
天理市～奈良市 

14:30～15:00 

交通事故防止並びに交通安全意識の高揚を図るため

県内の各市町村を伝達されてきた、交通安全旗と交通

安全メッセージを天理市から受領する。 

交通対策協議会 

９月３０日 

（金） 

無事故無違反 

チャレンジ９３宣言式 

奈良警察内 

16:00～16:30 

交通安全運動の最終日から１２月３１日までの９３

日間、無事故無違反にチャレンジするもので、３０日

は、会長・副会長・青年部長・女性部長・分会長が出

席し、無事故無違反達成を宣言する。 

安協奈良支部 

 


