平成30年9月

（公社）広島県トラック協会

年度別 トラック事業活動を通じた地域貢献活動実績
平成２９年度
内容

数量

備考

防犯情報発信用チラシ配布

仕様：サイズＡ４
両面、フルカラー

チラシ内容
・ ４月～７月 高齢者の道路横断事故防止
/STOP！特殊詐欺被害
150,000
・ ８月～1１月 夕暮れ・夜間の交通事故防止
/特殊詐欺の被害防止
・ 12月～30年3月 守って防ぐ！交通事故に遭わないための約束！
/不審な電話に注意！このような言葉は詐欺！

交通安全啓発ポスター作成・配布

枚

5,500 枚 フルカラー

ポスター内容

仕様：サイズA2 2,250枚
仕様：サイズB2 3,250枚

・ 鉄壁の守り・交通安全（カープ菊池選手）
減らそう犯罪・なくそう交通事故テレビCM１５秒スポット
放映 ８月１日～８月１５日まで
C-Vision放映

72 本 中国放送
225 本 八丁堀周辺

平成２８年度
内容

数量

防犯情報発信用チラシ配布
チラシ内容
・ ４月～７月 夜間・薄暮の交通事故防止
/電話でお金の話は詐欺！
・ ８月～1１月 夜間の交通事故防止！・飲酒運転根絶！！
/特殊詐欺被害根絶！
12月～29年3月
身近な危険！交通事故を防ごう！
・
/架空請求詐欺被害根絶

交通安全啓発ポスター作成・配布
ポスター内容

・ 一球の重み・交通安全（カープ黒田投手）
減らそう犯罪・なくそう交通事故テレビCM１５秒スポット
放映 ８月１日～８月１５日まで
C-Vision放映

備考
仕様：サイズＡ４
両面、フルカラー

148,000 枚

5,000 枚 フルカラー
仕様：サイズA2 2,000枚
仕様：サイズB2 3,000枚

72 本 中国放送
225 本 八丁堀周辺

平成２７年度
内容

数量

防犯情報発信用チラシ配布
チラシ内容
・ ４月～７月 なくそう交通死亡事故・アンダー90
/留守番電話に設定して撃退！！特殊詐欺
・ ８月～1１月 全員野球・交通安全（カープ黒田投手）
/お宅の電話にカギをかけましょう！！
・ 12月～28年3月 夕暮れ時・夜間の交通事故防止
/還付金詐欺多発警報発令中！

交通安全啓発ポスター作成・配布

仕様：サイズＡ４
両面、フルカラー

147,000 枚

4,500 枚 フルカラー

ポスター内容

仕様：サイズA2 2,000枚
仕様：サイズB2 2,500枚

・ 全員野球・交通安全（カープ黒田投手）
減らそう犯罪・なくそう交通事故テレビCM１５秒スポット
放映 ８月１日～８月１５日まで
C-Vision放映

備考

72 本 中国放送
225 本 八丁堀周辺

平成２６年度
内容

数量

防犯情報発信用チラシ配布
チラシ内容
・ ４月～７月 高齢者の交通事故防止
/特殊詐欺の防止
・ ８月～1１月 交通安全へ 一球入魂（カープ大瀬良投手）
/高齢者の交通事故防止
12月～27年3月
夜間の交通安全
・
/特殊詐欺多発中

交通安全啓発ポスター作成・配布

備考
仕様：サイズＡ４
両面、フルカラー

153,000 枚

2,000 枚

ポスター内容

仕様：サイズB2
フルカラー

・ 全力投球・交通安全（カープ大瀬良投手）

72 本 広島ホームテレビ

減らそう犯罪・なくそう交通事故テレビCM１５秒スポット
放映 ８月１５日～８月３１日まで
C-Vision放映

225 本 八丁堀周辺

キッズポリス制服、寄贈（交通安全協会）

5着

平成２５年度
内容

数量

防犯情報発信用チラシ配布
チラシ内容
・ ４月～7月 真剣勝負・交通安全（カープ野村投手）
/振り込め詐欺撃退
・ ８月～11月 夜間の交通安全
/振り込め詐欺
・ 12月～26年3月 夜間の交通安全/詐欺に注意

交通安全啓発ポスター作成・配布

備考
仕様：サイズＡ４
両面、フルカラー

151,300 枚

1,500 枚

ポスター内容
・ 真剣勝負・交通安全（カープ野村投手）
減らそう犯罪・なくそう交通事故テレビCM１５秒スポット
放映 ８月１５日～８月３１日まで

90 本 広島ホームテレビ

平成24年度
内容

数量

防犯情報発信用チラシ配布

・
・
・
・

チラシ内容
４月～7月 高齢者の事故防止/振り込め詐欺撃退
８月
高齢者の事故防止/振り込め詐欺撃退
９月～11月 高齢者の交通事故防止/なりすまし詐欺撃退
12月～25年3月 飲酒運転根絶/振り込め詐欺にはだまされない

減らそう犯罪・なくそう交通事故テレビCM１５秒スポット
放映 ８月1日～８月１４日まで
減らそう犯罪・なくそう交通事故 街頭大型ビジョン放映
・ 放映 ８月1日～８月１４日まで

備考
仕様：サイズＡ４
両面、フルカラー

151,300 枚

90 本 広島ホームテレビ
270 本 紙屋町街頭ビジョンNAVIA

平成２３年度
内容

数量

防犯情報発信用チラシ配布
チラシ内容
・ ４月～7月 振り込め詐欺に要注意
/シートベルト着用＆チャイルドシート着用
・ 8月～11月 ひったくり撲滅/飲酒運転ダメ絶対
・ 1２月～3月 なくそう！自転車盗難/自転車の交通事故防止

備考
仕様：サイズＡ４
両面、フルカラー

153,700 枚

飲酒運転撲滅ポスター
・ 飲酒運転ダメ絶対！！ 仕様サイズ：A3
・ 飲酒運転ダメ絶対！！ 仕様サイズ：A２
減らそう犯罪・なくそう交通事故テレビCM１５秒スポット
放映 ８月1日～８月３１日まで
放映 10月6日～10月17日まで
放映 12月18日～12月31日まで
減らそう犯罪・なくそう交通事故 街頭大型ビジョン放映
・ 放映 12月18日～12月31日まで

3,000 枚

片面、フルカラー
片面、フルカラー

100 本 広島ホームテレビ
30 本 広島テレビ
35 本 RCCテレビ
225 本
広島駅前C-vision

平成22年度
内容

数量

防犯情報発信用チラシ配布
チラシ内容
・ ４月～7月 振り込め詐欺被害ゼロを目指して/高齢者の事故防止
・ 8月～11月 許すな！自転車盗難/自転車の交通事故防止
・ 1月～3月 許すな！自転車盗難/飲酒運転ダメ絶対
減らそう犯罪・なくそう交通事故テレビCM１５秒スポット
放映 ８月1日～８月１６日まで
放映 10月1日～10月31日まで
放映 12月25日～1月24日まで
減らそう犯罪・なくそう交通事故 街頭大型ビジョン放映
・ 放映 10月1日～10月15日まで
・ 放映 12月25日～1月24日まで

備考
仕様：サイズＡ４
両面、フルカラー

138,100 枚

30 本 広島テレビ
37 本 RCCテレビ
39 本 ホームテレビ
525 本
広島駅前C-vision
広島市中区紙屋町NAVIA

平成21年度
内容

数量

交通安全・防犯情報発信用チラシ配布
チラシ内容
・ ４月～8月 定額給付金詐欺/高齢者の事故防止啓発
・ 9月～12月 ひったくり撲滅/高齢者の事故防止啓発
・ 1月～3月 自転車盗難防止/高齢者の事故防止啓発

備考
仕様：サイズＡ４
両面、フルカラー

143,100 枚

減らそう犯罪テレビCM１５秒スポット
放映 ７月1７日～８月１６日まで
放映 10月1日～10月31日まで
放映 1月1日～1月31日まで

減らそう犯罪CM 街頭大型ビジョン放映
・ 放映 10月16日～10月31日まで

72 本 広島ホームテレビ
38 本 RCCテレビ
60 本 広島テレビ
225 本 広島市中区八丁堀C-vision

