
別紙２ Ｒ３年末実施計画

行　　事　　名 実  施  日 場　　　　　所 主　　　　　催 協  賛  ・  後  援
主 催 者 側
人 数

参 加 者 数
( 対 象 数 )

内　　　　　　　容

開始式・パレード 12月13日(月) 9:45 ～ 11:00
【開始式】鳥取市民会館
【パレード】鳥取市民会
館～若桜橋北

鳥取市交通安全対策協議会

交通安全協会、交通安全指導員、
安管協議会、自販協会、トラック
協会、地域交通安全活動推進委員
協議会、老人クラブ、鳥取市、警
察

200 150

鳥取市民会館大ホールで開始式を実施し、役
員挨拶、交通安全功労者表彰、交通安全宣言
の後、警察音楽隊の演奏を実施し、交通安全
意識の更なる向上を図る。パレードでは、警
察音楽隊を先頭に参加者が若桜橋北交差点ま
で交通マナーアップを呼び掛ける。

車両パレード 12月13日(月) 13:30 ～ 14:00
鳥取署～倉田パーキング
市役所～倉田パーキング

鳥取市交通安全対策協議会
交通安全協会、交通安全指導員、
自販協会、トラック協会、鳥取
市、警察

20
パトカーを先頭に、広報車数台が広報アナウ
ンスをしながら交通安全を呼び掛ける。

広報検問 12月13日(月) 14:00 ～ 15:00 倉田パーキング 鳥取市交通安全対策協議会

交通安全協会、交通安全指導員、
地域交通安全活動推進委員協議
会、自販協会、トラック協会、鳥
取市、警察

20 300
通行するドライバーに交通安全啓発チラシや
物品を配付し、交通安全を呼び掛ける。

マナーアップ推進街頭広報 12月14日(火) 7:15 ～ 8:15 鳥取駅周辺 鳥取市交通安全対策協議会
交通安全協会、交通安全指導員、
地域交通安全活動推進委員協議
会、鳥取市、警察

10 200
通勤・通学する市民に対し、交通安全運動の
周知と交通安全マナーの向上を呼び掛ける。

自転車安全利用推進広報 12月15日(水) 7:45 ～ 8:30 鳥取大学前 鳥取市交通安全対策協議会
交通安全協会、交通安全指導員、
地域交通安全活動推進委員協議
会、鳥取市、警察

15 200

自転車で通学する大学生を中心に、啓発物品
を配付して自転車の安全利用を呼び掛ける。

街頭広報 12月15日(水) 10:00 ～ 11:00
サンマート岩美店
フレッシュライフ岩美店

鳥取警察署
岩美町交対協、交通安全協会岩美
支部、警察

14 200
岩美町内のスーパーマーケットにおいて、交
通安全及び特殊詐欺被害防止を呼び掛ける。

反射材着用推進広報 12月20日(月) 17:30 ～ 18:30
マルイ国府店
サンマート岩倉店

鳥取市交通安全対策協議会
交通安全協会、交通安全指導員、
地域交通安全活動推進委員協議
会、鳥取市、警察

20 300
買い物客等に対し、反射材用品を配布し、夜
間の交通事故防止及び反射材用品の着用推進
を呼び掛ける。

郡家署 広報検問・出動式 12月13日(月) 10:30 ～ 12:00 郡家警察署駐車場
交通対策協議会
郡家警察署

交通安全協会郡家地区協会、安管
協議会、運管協議会、地域交通活
動推進委員協議会、交通安全指導
員連絡協議会

20 40

安全運動及び年末警戒の共通行事として、合
同で広報検問を行い、安全広報物品等の配布
及び交通安全・防犯を呼び掛ける。
広報検問終了後、管内の金融機関等に年末警
戒広報のため出動する。

智頭署
智頭警察署管内合同街頭広
報

12月13日(月) 11:00 ～ 12:00 道の駅かわはら 管内交通対策協議会
交通対策協議会、交通安全協会、
安管協議会、交通安全指導員、警
察

20 70
通行者や買物客にチラシ・広報物品を配布
し、交通安全の気運を高めるとともに交通安
全の啓発を行う。

浜村署
浜村警察署管内合同交通安
全街頭啓発

12月13日(月） 15:00 ～ 16:00 気高町八束水パーキング 交通対策協議会 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。

鳥取署

時            間



倉吉署 出発式及び広報パレード 12月13日(月) 9:30 ～ 11:00 倉吉警察署 倉吉警察署 交通安全協会 15 30
倉吉警察署において出動式を実施した後、関
係者による車両広報パレードを実施する。

琴浦
大山署

飲酒運転撲滅広報 12月13日(月) 16:00 ～ 17:00
ショッピングセンターア
プト

琴浦町、交通安全協会、琴浦
大山警察署

4 20

買い物客に対し、飲酒運転撲滅に関するチラ
シ及び配布物を交付し、安全運転意識の向上
を図るとともに、飲食店に対しても飲酒運転
防止について協力依頼を行う。

飲酒運転根絶広報 12月17日(金) 18:30 ～ 19:30 西倉吉町～朝日町
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、交通指導員、警
察

15 100

飲食店を訪問して啓発物品、啓発シールを配
布し、飲食運転の根絶を呼びかける。また、
通行人に対し反射材を配布して着用を呼び掛
ける。

高齢者訪問活動 12月20日(月) 13:30 ～ 15:30 後藤が丘中学校区
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、交通指導員、警
察

15 150
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。

境港 街頭広報 12月13日(月) 7:30 ～ 8:30 空港入口交差点 交通対策協議会 2 20
のぼり旗、横断幕等を掲出して運転者に対し
広報を実施する。

交通安全運動の出動式 12月16日(木) 14:00 ～ 16:00 黒坂警察署 黒坂警察署 30
東京オリンピックに出場した中口遥さんを一
日警察署長に任命し、出動式等を実施する。

飲酒運転根絶宣言及び署名
簿の提出

12月15日(水) 11:00 ～ 11:15 黒坂警察署 安全運転運行管理者協議会 黒坂警察署 5
安全運転運行管理者協会が作成し、加盟事業
所員が署名した飲酒運転根絶宣言の署名簿
を、黒坂警察署長に提出し、同宣言を行う。

高速隊 ３所属合同街頭広報 12月20日(月) 10:00 ～ 11:00 大山PA 高速道路交通警察隊
黒坂警察署
交通機動隊

15
黒坂署、交通機動隊、高速道路交通警察隊が
合同で、交通安全の呼び掛け及び啓発物品の
配布を実施。

米子署

黒坂署


