
平成 29年８月 18日 
福岡市政記者 各位 

 
市民局生活安全部生活安全課 

 
飲酒運転撲滅大会の開催について 

 
平成 18年８月 25日の海の中道大橋の飲酒運転事故から，今年で 11年を迎えます。 

これまで様々な飲酒運転撲滅の取組みを行い，平成 28年の飲酒運転事故は 46件（対
前年比△７）と前年から減少したものの，未だ飲酒運転撲滅には至っておりません。 
飲酒運転は「しない，させない，絶対許さない」ことを改めて確認するとともに，飲

酒運転撲滅の気運を一層高めるため，「飲酒運転撲滅大会」を下記のとおり開催します。 
つきましては，事前のＰＲ及び当日の取材にご協力をよろしくお願いします。 

 
記 

 
１ 飲酒運転撲滅大会 

（1）開催日 平成 29年８月 25日（金） 18:00～ 
（２）会 場 福岡市役所 西側ふれあい広場 
（３）主 催 福岡市，福岡市交通安全推進協議会，TEAM ZERO FUKUOKA 
（４）内 容 

市民の皆さまをはじめ，地域，県警察，企業，団体及び市職員が一丸と
なって，飲酒運転は「しない，させない，絶対許さない」ことをあらため
て確認し，飲酒運転撲滅に向けた気運を一層高めます。 

       詳細は別添資料１（飲酒運転撲滅大会次第）をご参照ください。 
 
２ 参考  

・各区における飲酒運転撲滅の街頭キャンペーン…別添資料２ 
   ・飲酒運転撲滅関連イベント…別添資料３（平成 29年 7月 20日付記者投資料） 

 
 

【問い合わせ先】市民局生活安全部生活安全課 
電話 711－4061（内線 1771）永瀬 



別添資料１ 

飲 酒 運 転 撲 滅 大 会 
 

  日時：平成29年８月25日（金）1８：00開会 

会場：福岡市役所西側ふれあい広場 
 

１．黙とう 
 
２．挨 拶 

福岡市長 

福岡市交通安全推進協議会会長        髙  島 宗一郎 

福岡市議会議長               川  上 晋 平  

福岡県警察福岡市警察部長           小  畠 紀  夫  

飲酒運転撲滅を推進する市民の会 副会長 

新日本製薬株式会社代表取締役社長      後  藤 孝  洋  
 

   ３．飲酒運転撲滅の想いを込めた折り鶴披露式・伝達式 

    TEAM ZERO FUKUOKA代表  

西日本新聞社代表取締役社長           柴  田 建  哉  
 

   ４．飲酒運転撲滅スピーチ・ソング 

NPO法人はぁとスペース代表           山  本 美也子  

シンガーソングライター         比 花 知 春  
 

   ５．飲酒運転撲滅宣言 

福岡市交通安全推進協議会副会長     笹 山 守 人 
 

６．３ない運動唱和 
 

    ７．飲酒運転特別取締り部隊出動式 
 
    〔３ない運動〕  
 飲酒運転は，「しない！」，「させない！」，「絶対許さない！」  
 
    〔飲酒運転は犯罪です〕  
 【飲酒運転の罰則】 

 １．自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 
  ア．過失運転致死傷罪（第５条） 
 

 

 運 転 行 為 事故の結果 罰    則  
過失による事故 死亡又は負傷 7年以下の懲役，若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 

  イ．危険運転致死傷罪（第２条） 

 運 転 行 為 事故の結果 罰    則  
アルコール又は薬物

の影響で正常な運転

ができない状態 

負 傷  15年以下の懲役 
死 亡  １年以上の有期懲役 

（有期懲役は20年以下） 

２．道路交通法（第６５条第１項 罰則…第117条の２第１号）…酒酔い 

  道路交通法（第６５条第２項 罰則…第117条の２の２第３号）…酒気帯び 
 
 
 
 

区  分 罰    則  
酒酔い運転  ５年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

 酒気帯び運転  ３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  
 



別添資料１ 

 

「「「飲飲飲酒酒酒運運運転転転撲撲撲滅滅滅宣宣宣言言言」」」   
   

   

飲飲飲酒酒酒運運運転転転ははは，，，市市市民民民ののの生生生命命命ととと安安安全全全ををを脅脅脅かかかししし，，，多多多くくくののの人人人

ににに悲悲悲惨惨惨ななな結結結果果果をををもももたたたらららしししままますすす。。。   

法法法律律律ににによよよるるる厳厳厳罰罰罰化化化ががが進進進みみみ，，，まままたたた，，，今今今日日日多多多くくくののの市市市民民民ががが

飲飲飲酒酒酒運運運転転転撲撲撲滅滅滅ににに取取取りりり組組組んんんでででいいいるるるにににもももかかかかかかわわわらららずずず，，，未未未だだだ

飲飲飲酒酒酒運運運転転転ににによよよるるる事事事故故故ははは跡跡跡ををを絶絶絶ちちちままませせせんんん。。。   

   

飲飲飲酒酒酒運運運転転転のののななないいい安安安全全全ででで安安安心心心しししててて暮暮暮らららせせせるるる社社社会会会ののの実実実現現現

ははは，，，私私私たたたちちち福福福岡岡岡市市市民民民すすすべべべてててののの願願願いいいででですすす。。。   

私私私たたたちちちははは，，，重重重大大大ななな犯犯犯罪罪罪ををを引引引ききき起起起こここししし，，，人人人ののの命命命まままでででををを

ももも奪奪奪ううう，，，社社社会会会ののの敵敵敵ででであああるるる飲飲飲酒酒酒運運運転転転者者者だだだけけけでででなななくくく，，，そそそれれれ

ををを手手手助助助けけけすすするるる者者者ももも絶絶絶対対対許許許しししままませせせんんん。。。   

   

私私私たたたちちち福福福岡岡岡市市市民民民ははは，，，飲飲飲酒酒酒運運運転転転ののの撲撲撲滅滅滅ににに向向向けけけ，，，地地地域域域ややや

市市市民民民団団団体体体，，，ＮＮＮＰＰＰＯＯＯ，，，事事事業業業者者者，，，行行行政政政，，，警警警察察察なななどどど関関関係係係機機機関関関・・・

団団団体体体ががが一一一体体体とととなななっっっててて，，，飲飲飲酒酒酒運運運転転転ににによよよるるる悲悲悲惨惨惨ななな事事事故故故のののななな

いいい，，，安安安全全全ででで安安安心心心しししててて暮暮暮らららせせせるるる社社社会会会ののの実実実現現現ににに取取取りりり組組組んんんででで

いいいきききままますすす。。。   

   

ここここここににに飲飲飲酒酒酒運運運転転転ののの撲撲撲滅滅滅ををを広広広くくく市市市民民民運運運動動動とととしししててて展展展開開開

ししし，，，社社社会会会全全全体体体ででで飲飲飲酒酒酒運運運転転転ををを撲撲撲滅滅滅すすするるるここことととををを宣宣宣言言言いいいたたたししし

ままますすす。。。   

 



別添資料２

局・区 日　　　時 場　　　所 参加人数（予定）

東区
８月25日（金）
15：00～16：00

イオンモール香椎浜店
職員
東警察署
関係団体等　約50人

博多区
８月25日（金）
8：45～9：15

地下鉄博多駅
博多口コンコース

職員
博多警察署
関係団体等　約50人

中央区
８月25日（金）
17：10～17：40

中央区役所前
西鉄グランドホテル前交差点

職員
関係団体等　約30人

南区
８月25日（金）
16：00～17：00

西鉄大橋駅西・東口
職員　約70人
南警察署
関係団体等  約60人

城南区

①8月25日(金)13：00～13：30
②8月28日(月)17：00～17：30
③8月29日(火)13：30～14：00
④8月30日(水)17：00～17：30
⑤8月31日(木)17：00～17：30

①サニー別府店
②サニー茶山店
③サニー七隈店
④サニー北片江店
⑤サニー堤店

職員
早良警察署　約30人（各日5名程度）

早良区
８月25日（金）
8：00～9：00

西新駅構内
職員
早良警察署
関係団体等　約40人

西区

８月25日（金）
①16：00～16：30
②16：30～17：00
③17：30～18：00

①木の葉モール橋本
②九大学研都市駅周辺
③姪浜駅周辺

①職員
　 西警察署
　 関係団体等　約30人
②職員
   西警察署
   関係団体等　約10人
③職員
   西警察署
   関係団体等　約50人

※啓発物の配布状況によっては，終了時間が変更する場合がございます。

 各区における飲酒運転撲滅の街頭キャンペーン(平成２９年度)



平成 29 年７月 20 日 

福岡市政記者 各位 

市民局生活安全部生活安全課 

平成 18 年８月 25 日の海の中道大橋の飲酒運転事故から，今年で 11 年を迎えます。 

これまで様々な飲酒運転撲滅の取組みを行い，平成 28 年の飲酒運転事故は 46 件 

（対前年比△７）と前年から減少したものの，未だ飲酒運転撲滅には至っておりません。 

飲酒運転は「しない，させない，絶対許さない」ことを改めて確認するとともに， 

飲酒運転撲滅の気運を一層高めるため，「飲酒運転ゼロを誓う，市民の集い 2017」を 

下記のとおり開催します。つきましては，事前の PR および当日の取材についてご対応

いただければ幸いに存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

市民局生活安全部生活安全課 担当：永瀬 電話 711-4061（内 1771） 

(３)第 9 回飲酒運転根絶フォーラム

「みんなで語ろう！“しゃべり場”」開催！！
・８月２０日（日） ・13:00～16:00
・市役所 15 階講堂 ・一般市民を対象

参加者全員で飲酒運転ゼロに向けて本気で
語り合います。 

※主催：飲酒運転根絶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議福岡，
社会を明るくする運動福岡県推進委員会
NPO 法人はぁとスペース

(４)飲酒運転撲滅セミナー

・８月 25 日（金）14:00～17:30
・市役所 15 階講堂
・一般市民や新規採用職員を対象

お酒の正しい飲み方，アルコールの正しい
知識を学ぶとともに，映画「ゼロの風」を上映 

(５)飲酒運転撲滅大会

・8 月 25 日（金）18:00～
・市役所西側ふれあい広場

地域や関係機関・団体，事業者等が一体と
なり，飲酒運転撲滅宣言を行うなど，飲酒運転
撲滅に向けた機運を高める。 

飲酒運転ゼロを誓う，市民の集い 2017 
 

(６)飲酒運転撲滅イベント（仮称）

①アルコールの知識に関する展示及び飲酒習慣スクリーニングコーナー

アルコールの正しい知識に関する展示や資料の配布を行うとともに，AUDIT 等の自己チェックに
よる点数に応じたアドバイスを実施 

②飲酒運転撲滅トークショー等 ※主催：TEAM ZERO FUKUOKA

プレミアムフライデーに合わせ，飲酒運転撲滅を訴えるトークショーやキャンペーンを実施
・8 月 25 日（金）13:00～18:00  ・ソラリアゼファ

(２)メッセージ・パネル展

①「生命のメッセージ展」

交通事故や犯罪等の犠牲者の等身大パネル，
靴などの遺品や遺族のメッセージの展示 

②「アルコール依存症パネル展」

アルコールの正しい知識や相談窓口の周知を
図る。 

・８月 18 日（金）～25 日（金）
・市役所１階市民ロビー

(１)飲酒運転ゼロを誓う「折り鶴」プロジェクト

①～想いをカタチに～
・7 月３日（月）～8 月 21 日（月）
・市役所 1 階市民ロビー，各区役所，出張所等

②～願いを込めて～
・8 月上旬予定 ・市役所 1 階市民ロビー等

飲酒運転撲滅に向けた願いや誓いをメッセージカー
ドに込め，折り鶴を添えて，木に飾り付ける。 

別添資料３ 
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