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交通安全運動開始式及びパ
レード

7月11日(月) 10:00 ～ 11:15

【開始式】
　　市民会館
【パレード】
　　市民会館～若桜橋北

鳥取市交通安全対策協議会

交対協支部、自治連合会、交通安
全協会、交通安全指導員、安管協
議会、地域交通安全推進委員、自
販協会、トラック協会、老人クラ
ブ連合会、しゃんしゃん鈴の音大
使、鳥取市、警察

15 150

鳥取市長及び鳥取警察署長あいさつ、しゃん
しゃん鈴の音大使よる交通安全メッセージの
伝達、警察音楽隊の演奏後、パレードを実施
する。

交通安全街頭広報 7月12日(火) 10:00 ～ 11:00
国道53号
倉田パーキング

鳥取市交通安全対策協議会

交対協支部、交通安全協会、交通
安全指導員、地域交通安全推進委
員、自販協会、トラック協会、鳥
取市、警察

35 300
通行ドライバーに交通安全広報用チラシを配
布し、運動の周知と過労運転の防止等を呼び
掛ける。

自転車マナーアップ広報 7月13日(水) 7:45 ～ 8:30 鳥取東高等学校 鳥取市交通安全対策協議会
交対協支部、交通安全協会、交通
安全指導員、地域交通安全推進委
員、鳥取市、警察

15 200
自転車での通勤者・登校中の高校生等に対
し、交通ルールの遵守とヘルメットの着用な
どを呼び掛ける。

交通安全イベント 7月16日(土) 13:30 ～ 16:00
イオンモール鳥取北店
セントラルコート

鳥取警察署 30

交通事故防止に関する啓発物品を配布すると
ともに、警察音楽隊による演奏、交通安全教
育機器を活用した交通安全広報を行い、交通
安全運動の周知と交通事故防止を呼び掛け
る。

高齢者交通安全講習 7月14日(木) 13:30 ～ 15:00 八頭町安井宿公民館 安井宿サロン
警察
交通安全協会郡家地区協会

5 35
老人会の集会で交通安全講習（漫才）を行い、交
通安全意識の向上を図る。

二輪運転者交通安全講習 7月18日(月) 13:30 ～ 14:00 道の駅はっとう 道の駅はっとう
警察
交通安全協会郡家地区協会

4 30
二輪運転者が参集するイベントにおいて交通安
全講習を実施する。

合同広報 7月11日(月) 11:00 ～ 12:00 道の駅かわはら
智頭警察署管内
交通安全対策協議会

交通安全協会、安管協議会、交通
安全指導員、警察

20 100

通行者や買物客にチラシ・広報物品を配布す
るとともに鳥取県警察交通安全教育車を活用
した交通安全講習、交通安全ぬり絵の掲示を
行い、交通安全の啓発を行う。

交通安全ポスター贈呈式 7月15日(金) 10:40 ～ 11:30 智頭町福祉課 智頭警察署 智頭町福祉課、智頭保育園 10 50
智頭保育園に作成依頼した交通安全のポスター
を高齢者に贈呈し、智頭町福祉課の施設に掲
示、交通安全の啓発を行う。

浜村署 交通安全街頭啓発 7月11日(月) 15:00 ～ 16:00 気高町八束水パーキング
鳥取市交通安全対策協議会
（気高地区）

交通安全協会、警察等 40 300
通行車両に対し、チラシ・啓発物品等を配布
して安全運転を呼び掛ける。

倉吉署 交通安全車両パレード 7月11日(月) 9:00 ～ 11:00 倉吉警察署 倉吉市交通安全対策協議会
交通安全協会、安管協議会、倉吉
市役所、警察

30
警察署において、交通安全運動出動式を開催
した後、関係者による車両パレードを行い、
交通安全運動の広報を行う。

ルート９街頭広報 7月14日(木) 10:00 ～ 11:00 道の駅ポート赤碕
北栄町、湯梨浜町、琴浦
町、大山町、交通安全協
会、安管協議会、警察

30
道の駅利用者に対し、交通安全グッズの配布
を行い、交通安全意識の向上を図る。

横断幕贈呈式 7月12日(火) 13:30 ～ 14:30 大山保育所
大山町、交通安全協会、安
管協議会、警察

5
交通安全横断幕を大山保育所に贈呈し、園の
フェンスに取り付け、通行者に対して交通安
全啓発を行うもの。

感謝状贈呈式 7月19日(火) 13:15 ～ 13:30 赤碕中学校 警察 6
以前より交通安全活動を積極的に行っている
赤碕中学校に対し、琴浦大山署長から感謝状
を贈呈するもの。

時            間

琴浦
大山署

鳥取署

郡家署

智頭署



米子市交通安全運動推進式 7月11日(月) 15:00 ～ 15:30
米子市文化ホール多目的
広場

米子市交通安全運動推進協
議会

交通安全協会、安管協議会、地域
交通安全活動推進委員協議会、老
人クラブ、えがおの会、交通安全
指導員会、米子市、警察

100
交通安全運動の開始を喚起するため推進式を
開催し、関係機関・団体等の意思統一を図
る。

交通マナーアップ広報 7月11日(月) 15:30 ～ 16:30 米子駅前
米子市交通安全運動推進協
議会

交通安全協会、安管協議会、地域
交通安全活動推進委員協議会、老
人クラブ、えがおの会、交通安全
指導員会、米子市、警察

100
通行人にチラシ・啓発物品を配布するととも
に、手旗・のぼり旗等でドライバーに飲酒運
転の根絶等の交通安全を呼び掛ける。

ドライバー広報 7月16日(土) 10:00 ～ 11:00
大山観光道路
本宮展望駐車場周辺

米子市交通安全運動推進協
議会

交通安全協会、交通安全指導員
会、米子市、警察

30 150
ドライバーにチラシ・広報物品を配ることに
より、飲酒運転の根絶などを呼び掛ける。

高齢者宅訪問活動 7月19日(火) 13:30 ～ 15:30 弓ヶ浜中学校区
米子市交通安全運動推進協
議会

交通安全協会、地域交通安全活動
推進委員協議会、交通安全指導員
会、米子市、警察

25 160
高齢者宅を訪問して、反射材等の配布、貼付
を行うことにより交通安全を呼び掛ける。

商業施設における街頭広報 7月13日(水) 16:30 ～ 17:00 PLANT-5境港店
境港市、交通安全協会、安
管協議会、交通安全指導
員、警察

10 100
商業施設の利用者に対し、チラシ等を配布
し、安全運転を呼びかける。

商業施設における街頭広報 7月15日(金) 11:00 ～ 11:30 ザ・ビッグ境港店
境港市、交通安全協会、安
管協議会、交通安全指導
員、警察

10 100
商業施設の利用者に対し、チラシ等を配布
し、安全運転を呼びかける。

飲酒運転根絶広報 7月15日(金) 17:30 ～ 18:30 境港市内
境港市、交通安全協会、安
管協議会、交通安全指導
員、警察

6 10
境港市内の飲食店に対し、チラシ等を配布
し、飲酒運転の根絶を図る。

黒坂署
道の駅奥大山における交通
安全・防災教室

7月17日(日) 10:00 ～ 13:00 道の駅奥大山 株式会社チロル観光 道の駅奥大山、警察

パトカー、白バイ、消防車両等の展示によ
り、防災・交通安全意識の啓発を行う。

境港署

米子署


