
 

  報 道 資 料 

 

平成１８年３月２７日 

 

平成１８年「春の交通安全運動」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、 

  また「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本に、次の３点を重点項目として、春の 

  交通安全運動を４月６日（木）～１５日（土）の１０日間実施します。 

 

  ① 自転車の安全利用の推進 

  ② シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

  ③ 夜間の交通事故防止 

 

２．内 容 

 （１）春の交通安全運動行事計画  

 （２）春の交通安全運動市民決起大会 

    ① 日 時：平成１８年４月６日（木） 午前１０時００分～ 

    ② 場 所：なら１００年会館 中ホール 

 （３）春の交通安全県民運動 奈良県実施要綱 

 

 

 

 

                              担当課   企画部交通政策課 

                              電 話    ０７４２－３４－１１１１ 

（ 内線  ２２５２ ） 



          平成１８年「春の交通安全運動」行事計画 

                             平成１８年４月６日（木） ～ ４月１５日（土） 

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

４月５日 

（水） 
春の交通安全県民大会 

奈良県広域 

地場産業振興センター 

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 
近鉄西大寺駅・学園前駅

主要交差点16箇所 

7:30～8:30 

主要交差点等において、歩行者の安全誘導及びシー

トベルト等の着用の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 

奈良西警察署  

春の交通安全運動市民決起大会 
なら１００年会館 

中ホール 

10:00～11:40 

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 

４月６日 

（木） 

広げよう早め点灯 

～実践モデル事業所の認定～ 

奈良警察署 

モデル事業所 

16:00～17:00 

夕暮れ時の前照灯早め点灯運動の実践モデル事業所

と認定書を交付して、安管役員が事業所に赴き、啓発

看板等の設置運動の拡大を図る。 

土・日を除く７日間、毎日１事業所を認定。 

奈良地区安管 

奈良警察署  

放置自転車追放キャンペーン 
近鉄奈良駅周辺 

9:00～11:00 

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 

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に参加した各事業

所の達成チームの賞揚を行い、啓発活動に努める。 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西警察署  

交通安全キャンペーンリレー 
生駒市～奈良市 

14:00～14:30 

交通事故防止並びに交通安全意識の高揚を図るため

の交通安全旗と交通安全メッセージを生駒市から受領

する。 

奈良市 

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 

４月７日 

（金） 

チャイルドポリスの自転車安全利用
近鉄奈良駅前広場 

14:30～15:30 

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、啓発物品の配布などの広報啓

発活動を実施する。 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良警察署  

交通安全パレード 
近鉄西大寺駅北側 

13:00～15:00 

近鉄西大寺駅周辺において、安全協会役員及びチャ

イルドポリスが、警察音楽隊と共にパレードを実施し、

市民への交通安全意識の啓発を図る。 

安協奈良西支部 

奈良西地区安管 

奈良西警察署  

４月８日 

（土） 
走る交通安全教室 

マナーアップ号 

管内社寺～西の京自動車

学校 

13:30～16:30 

約３０名の高齢者が、交通安全ラッピングバス（マ

ナーアップ号）に乗車して、管内社寺・西の京自動車

学校を訪れる。車内では、交通事故防止のミニ講習会、

社寺では交通安全祈祷、自動車学校では正しい歩行訓

練、適正試験等を体験する。 

安協奈良支部 

奈良地区安管 

奈良警察署  

４月９日 

（日） 

これでいいのか大和の交通 

～本音で語る交通安全～ 

奈良警察署 

13:30～15:30 

高齢者が、交通安全に関する体験・要望・疑問を本

音で語り、それに対するアドバイス等を行い、増加傾

向にある高齢者事故の防止活動に活用する。 

安協奈良支部 

奈良警察署  

新入学児童の保護誘導デー 
市内各小学校 

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 

交通安全メッセージ電報 
市内各小学校 

午前中 

児童が、交通事故に遭わないよう、市内小学校の入

学式会場に「交通安全メッセージ電報」を送り、交通

安全意識の高揚を図り、事故防止を推進する。 

安協奈良支部 

安協奈良西支部 

奈良警察署  

奈良西警察署  

みんながつくる安全・安心の街 

～青色パトロール隊の交通安全～ 

市内校区別 

9:00～10:00 

15:30～17:00 

新入学の日、安全協会青年部・警友会の青色パトが、

通学路付近の警戒活動を実施し、子ども達の安全を守

るとともに、パトロール終了後、市内通学路の点検を

行い、子どもが飛び出し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。 

安協奈良支部 

奈良警察署  

自転車点検デー 
近鉄西大寺駅 

10:00～11:00 

自転車利用者に対し、自転車の点検及び事故防止に

ついての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  

 

 

 

 

 

 

 

４月10日 

（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 
交通安全施設等点検デー 

奈良西警察署管内 

事故抑止重点4路線 

13:00～15:00 

道路管理者と合同で交通安全施設の点検を行う。 奈良西警察署  



交通安全キャンペーンリレー 
奈良市～山添村 

14:00～14:30 

交通事故防止並びに交通安全意識の高揚を図るため

の交通安全旗と交通安全メッセージを山添村へ伝達す

る。 

奈良市 

 

４月10日 

（月） 

放置自転車追放キャンペーン 
近鉄新大宮駅周辺 

15:00～16:30 

駅周辺の自転車等の利用者に対し、自転車等の安全

利用、並びに薄暮時の交通事故防止を図るため、啓発

物品を配布し、交通安全を広く呼びかける。 

奈良市 

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 

主要交差点等において、歩行者の安全誘導及びシー

トベルト等の着用の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 

奈良西警察署  

交通安全広報活動 
市内一円 

9:00～11:00 

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 

交通安全フェスティバルin月ヶ瀬 
月ヶ瀬文化センター 

13:30～16:00 

高齢者が一同に集まり、高齢者の交通事故防止を図

るため、「警察音楽隊演奏会・交通安全講和」等を通じ

て、高齢者の交通事故防止を呼びかける。 

安協奈良支部 

奈良警察署  

高齢者の交通安全大会 
西老春の家 

13:30～15:30 

奈良交通お笑い同好会及び警察犬の協力などを得

て、笑いを通して高齢者の交通安全意識の高揚を図る。

安協奈良西支部 

奈良西地推 

奈良西警察署  

４月11日 

（火） 

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 

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 

交通安全総点検 
奈良警察署管内 

13:30～16:00 

道路管理者とともに、主要路線の交通安全施設の設

置場所の検討や一斉点検を実施する等、交通安全対策

を実施し、交通事故防止を図る。 

奈良警察署  
４月12日 

（水） 

自動車安全運転大会 
奈良自動車学校 

14:00～16:00 

自動車学校において、正しい運転方法、自動車の死

角などについて実地に体験してもらう、交通事故防止

の啓発活動を実施する。 

安協奈良西支部 

奈良西地推 

奈良西警察署  

４月13日 

（木） 
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 

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 

小学校交通安全教室 
鳥見小学校 

9:00～10:00 

小学校において、バス・トラック等を使用して、交

通事故の状況及び車から歩行者がどのように見えるか

を体験してもらい、交通安全意識等の高揚を図る。 

安協奈良西支部 

奈良西警察署  
４月14日 

（金） 

交通安全講習会 
東老春の家 

9:30～12:00 

老春の家を訪れる高齢者に警察音楽隊の演奏と交通

安全講和により、楽しんでもらいながら交通安全につ

いて講習を行う。 

安協奈良支部 

奈良地推 

奈良警察署  

三色パトロール 
奈良西警察署管内 

事故抑止重点4路線 

10:00～12:00 

信号色にちなんだ、赤色パト・青色パト・黄色パト

の三台により、管内交通事故抑止路線での啓発活動を

実施し、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  

４月15日 

（土） 

親子のふれあい交通安全フェアー 
イトーヨーカドー奈良店

４階イベント広場 

13:30～16:00 

来店者に対して、白バイと記念撮影・子ども運転免

許証の作成・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、さらに自転車の安全利用等を通じ

て交通事故防止を訴える。 

安協奈良支部 

安協奈良西支部 

奈良警察署  

奈良西警察署  

 



平成１８年 春の交通安全運動市民決起大会参加要領 

行 事 名 春 の 交 通 安 全 運 動 市 民 決 起 大 会 

目 的 
  春の交通安全運動の主要行事として、交通安全に関係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、交通安全活動等に功労のあった個人・団体を表彰するとともに、

広く市民に対して交通安全思想の普及と浸透を図るため街頭啓発活動を行う。 

人 員 約 ４００ 人 

日 時 平成１８年４月６日（木） 午前１０時００分 

会 場 なら１００年会館「中ホール」 次   第

 

10：20～ 交通安全功労者表彰 

     ・個人、団体 

 

10：30～ 交通安全宣言 

      ・奈良市立右京保育園児 

 

 10：40～ 交通安全活動の事例発表 

      ・（財）奈良県交通安全協会奈良支部協会 

 

第二部   ＜移動＞ 

 

11：10～ 街頭啓発活動（啓発物品配布） 

     ・ＪＲ奈良駅西口周辺 

     ・ＪＲ奈良駅東口周辺 

     ・ＪＲ奈良駅前交差点周辺 

       

  11：40  （街頭啓発活動終了） 

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    藤 原   昭 

      ・奈良市交通対策協議会 顧問 奈良警察署長  山 口   功 

   

          来賓挨拶 

      ・奈良県警察本部 交通部長 西 井 泰 司 

 

会   場

周   辺

見 取 図

 

 


