
平成1７年「春の交通安全運動」行事計画 
 

                             平成1７年４月６日（水） ～ ４月１５日（金） 

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

４月４日 

（月） 
春の交通安全県民大会 

いかるがホール 

13:00～16:00 

  春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 

朝一番街頭監視 
主要交差点 

7:30～8:30 

主要交差点における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 
近鉄西大寺駅・学園前駅

主要交差点16箇所 

7:30～8:30 

主要交差点において、歩行者の安全誘導及びシート

ベルト等の着用指導を行うとともに、交通安全運動の

周知徹底と交通安全啓発活動を行う。 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西察署 

春の交通安全運動市民決起大会 
なら１００年会館 

中ホール 

10:00～11:30 

春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 

チャイルドポリスの交通安全 
近鉄奈良駅前広場 

13:30～15:00 

制服警察官に扮した佐保山保育園児により、駅利用

者や周辺通行人に対し、啓発品の配布など広報活動を

実施する。 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良警察署 

４月６日 

（水） 

交通安全広報活動 
市内一円 

14:00～16:00 

広報活動を行いながら市内を巡回することで、交通

事故の防止と交通安全意識の高揚を広く市民に呼びか

ける。 

奈良市 

交通安全ゲートボール大会 
鴻ノ池陸上競技場 

補助競技場 

9:00～16:30 

ゲートボール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、交通安全ゲートボ

ール大会を開催する。 

交通対策協議会 

４月７日 

（木） 

「禁酒運転」キャンペーン 
新大宮周辺 

18:00～19:00 

交通安全協会青年部が中心になり、新大宮周辺の飲

食店を訪問し、「禁酒運転」の協力（飲酒運転追放）を

依頼する。 

安協奈良支部 

奈良警察署 

交通安全ゲートボール大会（予備日）
鴻ノ池陸上競技場 

補助競技場 

9:00～16:30 

ゲートボール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、交通安全ゲートボ

ール大会を開催する。 

交通対策協議会 

新入学児童の保護誘導デー 
各小学校 

午前中 

各小学校の校門前等において、新入学児童に交通事

故防止を呼びかける。 
交通安全指導員会 

青年部の時代絵巻と啓発活動 
奈良市役所前 

10:00～11:00 

国道３６９号線奈良市役所前において、時代衣装を

身にまとった安協役員が通行するする車両に対し「シ

－トベルト着用と飲酒運転追放」を呼びかけ、交通安

全マナーの向上を促す。 

安協奈良支部 

奈良警察署 

４月８日 

（金） 

飲酒運転防止講習会 
奈良自動車学校 

15:00～16:00 

 自動車学校において管内事業所の安全運転管理者等

を対象に飲酒運転の怖さを身をもって体験する講習会

を開催し、飲酒運転の絶滅を図る。 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西察署 

チビッコポリス交通安全キャンペーン 
近鉄各駅４箇所構内 

10:00～12:00 

チビッコポリス、安協女性部により各駅構内におい

て、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 

４月９日 

（土） 

親子のふれあい交通安全フェア― 
イトーヨーカドー奈良店

13:30～16:00 

家族で訪れる来店者を対象に一日警察署長との記念

撮影会や白バイ展示、さらにイベントコーナーにおい

て警察音楽隊の演奏会や奈良交通お笑い演芸同好会の

楽しいイベントを開催し、飲酒運転の追放やシートベ

ルトの着用、高齢者の事故防止等を強く訴える。 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良地推 

奈良警察署 

自動車安全運転大会 
西の京自動車学校 

9:30～12:00 

奈良地区安全運転管理者協会の事業所から選手を募

り、適正試験や運転操作等の技術を競う大会を開催し、

安全運転意識の高揚を図る。 

奈良地区安管 

奈良警察署 
４月10日 

（日） 

高齢者の交通安全大会 
西老春の家 

13:30～15:30 

 高齢者の参加を得て、高齢歩行者教育システム等を

利用し、交通安全意識の高揚を図る。 

安協奈良西支部 

奈良西地推 

奈良西察署 



朝一番街頭監視 
主要交差点 

7:30～8:30 

主要交差点における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を実施する。 

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16箇所 

7:30～8:30 

主要交差点において、歩行者の安全誘導及びシート

ベルト等の着用指導を行うとともに、交通安全運動の

周知徹底と交通安全啓発活動を行う。 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西察署 

飲酒運転追放事業所訪問 
奈良警察署 

飲酒運転追放モデル事業所

9:30～16:00 

奈良地域交通安全活動推進委員協議会の交通完全教

育の一環から飲酒運転追放モデル事業所を指定し、そ

の指定事業所を一日奈良警察署長に委嘱されたミス奈

良が訪問し、指定書の交付を行う。 

奈良地区安管 

奈良警察署 

無事故・無違反チャレンジ150表彰式 
奈良西警察署研修場 

10:00～11:00 

無事故・無違反チャレンジ１５０に参加し、見事に

達成した各事業所のチームの表彰を行うとともに、シ

ートベルトコンビンサーによるシートベルト着用啓発

を実施する。 

奈良西地区安管 

奈良西警察署 

４月11日 

（月） 

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、駐車マナーの向上を図る。 

交通安全指導員会 

奈良市 

交通安全広報活動 
市内一円 

9:00～16:00 

広報活動を行いながら市内を巡回することで、交通

事故の防止と交通安全意識の高揚を広く市民に呼びか

ける。 

奈良市 

警友会会員による止まって確認 
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、子ども達が飛び出す恐

れのある場所にストップマークを貼付し、子ども達の

安全を図る。 

警友会 

奈良警察署 

４月12日 

（火） 

交通安全街頭広報活動 
ならやま大通り 

（押熊町） 

10:00～11:00 

 安協女性部と合同により、通行車両のドライバーに

対して啓発物品を配付し、交通安全を呼びかける。 

安協奈良西支部 

奈良西警察署 

交通安全施設点検デー 
管内交通事故抑止 

重点４路線 

9:00～12:00 

 道路管理者と合同により、重点路線の交通安全施設

の点検を行う。 

奈良西警察署 

奈良市 

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 ４月13日 

（水） 

月ヶ瀬シートベルト着用１００％活動 
月ヶ瀬尾山 

13:30～15:00 

 月ヶ瀬では昨年から「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 

違法駐車防止啓発活動 
管内交通事故抑止 

重点４路線 

9:30～12:00 

道路管理者及び安全協会・地推等合同で交通事故抑

止重点路線内の違法駐車防止啓発活動を実施する。 

安協奈良西支部 

奈良西地推 

奈良西察署 

ゆかいな交通安全教室 
東老春の家 

10:00～11:30 

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 

交通安全キャンペーンリレー 
天理市～奈良市 

10:30～11:00 

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 

４月14日 

（木） 

放置自転車追放キャンペーン 
近鉄富雄駅周辺 

15:00～16:00 

駅周辺の自転車等の利用者に対し、自転車等の安全

利用並びに薄暮時の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 

三色パトロール交通安全総点検 
国道３６９号線 

県庁東～菅原町交差点 

13:30～15:00 

三団体合同で道路交通環境や安全施設等の総点検を

実施し、危険箇所の改善を行うことで交通事故防止を

図る。 

奈良県 

奈良警察署 

奈良市 ４月15日 

（金） 

飲酒運転追放デー 
近鉄学園前駅周辺 

19:00～21:00 

反射材を着用し、ドライバーに飲酒運転追放を呼び

かけるとともに、ピカピカグッズの普及を図る。 

安協奈良西支部 

奈良西警察署 

 

４月12日

（火）～15

日（金） 

 

安全運動パネル展 
奈良市役所 

１階連絡通路 

 交通安全運動期間中に、交通事故写真、交通事故マ

ップ、交通安全ポスターを展示する他、チラシ・リー

フレット・啓発物品で交通安全意識の高揚を図る。 

 

奈良警察署 

奈良市 

 


