2021年（令和３年）

12 月 １ 日 水 曜 日
第1868号

京都府交通対策協議会（西脇隆俊会長、府知
車同士も
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事）主催の年末の交通事故防止府民運動が１日
から始まる。今回は「京の暮れ
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もの安全確保と信号機の無い横断歩道における
歩行者優先の徹底や飲酒運転の根絶︱など四
つ。期間は 日まで。
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