


















一般財団法人奈良県交通安全協会令和元年度事業報告書

第 1 交通安全運動

1 春の交通安全県民運動

(1)春の交通安全県民大会

5月 9日 、奈良県等の主催により、春の交通安全県民大会が、いかるがホールで開催され、

奈良県交通安全協会 (以 下「協会」とい う。)と して後援 し、会長、副会長、専務理事、

事務局長及び支部協会役員が出席 した。

(2)春の交通安全県民運動 (5月 11日 ～ 5月 20日 )

「交通事故のないやすらぎの大和路づくり～大和の交通マナーを高めよう～」をスローガンに、

運動の重点には、                 ′

ア 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

イ 自転車の安全利用の推進

ウ 全ての座席のシー トベル トとチャイル ドシー トの正しい着用の徹底

工 飲酒運転の根絶

オ ニ輪車 。原付車の交通事故防止

を掲げて取り組んだ。

この運動の期間中、

5月 11日  子供 と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止推進デー

12日  二輪車、原付車の交通事故防止推進デー

15日  自転車の安全利用の推進デー

17日  飲酒運転根絶推進デー

19日  全ての座席のシー トベル トとチャイル ドシー トの正しい着用推進デー

20日  交通事故死ゼロを目指す日 (全国一斉)

の 6回の統一デーを設定した。

全日本交通安全協会から提供された交通安全ポスター 75o枚 を各支部協会に配分した。

2 秋の交通安全県民運動

(1)秋 の交通安全県民大会

9月 13日 、奈良県警察との共催により、「秋の交通安全県民大会」をかしはら万葉ホール

で開催 し、約 800人 が参加 した。

大会では、交通安全功労者及び優良運転者に対し、近畿交通栄誉章 (伝達)、 警察本部長・

協会会長連名表彰等の授与を行 うとともに、 「交通事故のないやすらぎの大和路づくりを

推進する」旨の大会宣言を行い、交通安全県民運動の取組み強化を確認 した。

(2)秋 の交通安全県民運動 (9月 21日 ～ 9月 30日 )

運動の重点に、

ア 子供と高齢者の安全な通行の確保

イ 高齢運転者の交通事故防止

ウ タ暮れ時と夜間の歩行中 。自転車乗用中の交通事故防止

工 全ての座席のシー トベル トとチャイル ドシー トの正しい着用の徹底
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オ 飲酒運転の根絶

力 二輪車 。原付車の交通事故防止 (奈良県重点)

を掲げて取り組んだ。

このi~E動 の期間中、

9月 21日  高齢運転者の交通事故防止推進デー

22日  二輪車、原付車の交通事故防止推進デー             '

23日  夕暮れ時と夜間の歩行中 。自転車乗用中の交通事故防止推進デニ

25日  子供と高齢者の安全な通行の確保推進デー

27日 飲酒運転根絶推進デー

29日  仝ての座席のシー トベル トとチャイル ドシー トの正しい着用推進デー

30日  交通事故死ゼロを目指す 日 (全国一斉)

の 7回の統一デァを設定した。

仝日本交通安全協会から提供された交通安全ポスター 750枚 を各支部協会に配分した。

3 その他の運動の推進

(1)新入学 (園 )児童・園児等を交通事故から守る運動 (4月 6日 ～ 4月 30日 )

登下校時の指導や横断時の保護誘導活動など街頭活動の強化、自転車の安全利用啓発を

重点推進事項として実施 した。各支部協会では、入学前の交通安全教室を開催するとともに

通学路での交通安全指導、新入学児童へのラン ドセルカバーや啓発品をプレゼントする等の

取 り組みを行った。

(2)夏の交通事故防止運動 (7月 20日 ～ 31日 )

子供と高齢者の交通事故防止を運動の基本として、歩行中 。自転車乗用中の交通事故防止、

全ての座席のシー トベル トとチャイル ドシー トの正しい着用の徹底等を運動の重点に取り組    
´

んだ。

(3)年末年始の交通事故防止運動 (12月 15日 ～ 1月 5日 )

交通事故総量を減少させるための積極的な取組みを行い、交通事故死者数を限りなくゼロ

に近づけることを運動の日標に、子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故

防止、飲酒運転の根絶、横断歩行者の保護と正しい横断、全ての座席のシァ トベル トとチャ

イル ドシー トの正しい着用の徹底、自転車の安全利用の推進と自転車乗用中の交通事故防止

を運動の重点として取 り組んだ。

(4)県下統一デーにおける活動      
′

毎月 1日 の 「大和路マナーアップデー」及び 「交通安全一斉点検 日」、毎月 15日 の

「近畿交通安全デー」では、各警察署等と連携のうえ、街頭における交通安全指導や広報啓

発活動に取り組んだ。

第 2 広報啓発活動等

1 機関紙 「交通やまと」の発行

春・秋の交通安全運動時等 (5月 、 9月 、 1月 )に、機関紙 「交通やまと」を計 150万
部 (各号 50万部)を発行し、新聞4紙 (朝 日、産経、読売、毎 日)、の折 り込み方式により

県下全域に配布 した。
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また、 9月 号は県下全ての「道の駅」(15か所)に各 100部を提供し、置きビラ方式によ

り、利用客等に配布 した。

2 テレビ放映による広報啓発

奈良テレビ放送と契約 し、夕方から午後 8時の間の視聴率の高い時間帯において、週 10回
15秒の交通安全スポット広報を実施 した。

放映内容は、全 日本交通安全協会から提供されたシー トベル ト着用、飲酒運転防止、自転車

の交通事故防止、高齢者の交通事故防止等 15種の動画 (1件 15秒)を時節に応 じてローテ

ーションする形とした。

3 協会ホームページによる広報啓発 '

ホームページを随時更新 し、協会の組織や活動状況、財務状況を公開して透明性を確保する

とともに、活動への理解と協力を求めた。

4 新聞企画広報による広報啓発

春 。秋の交通安全県民運動期間前に、新聞各紙 (奈良版)に運動の実施広告を掲載 した。

_    5 統一重′点啓発事業の実施状況

(1)通学児童・園児に対する安全対策

ア 黄色いランドセルカバー等の贈呈

全ての新入学児童に反射材付きのランドセルカバーや安全バッグを贈呈する事業を継続

実施 し、令和元年度はラン ドセルカバーを 173校 10,182人 に、ランドセルを使用

していない 27校 1,079人 には、安全バッグを贈呈した。また、チラシ「あなたの教

えが子供たちの命を守 ります」を新入学児童の保護者全員に提供 した。

イ  「ありがとう横断旗」等の寄贈

大津市での園児死亡事故等を受けた緊急対策 として、各市町村の交対協を通 じて、

保育園・幼稚園・小学校に「ありがとう横断旗」計 5,600本 を寄贈した。

また、「ス トップマーク」は、各分会や母の会等を通じて500枚 を提供した。

(2)自 転車マナーアップモデル校に対する支援

平成 28年 4月 から取り組んでいる県警察が指定する自転車マナーアップモデル校に対する

ヽ     支援事業は、今年度、高校 15校に対して 「自転車 リフレクター」 (反射材)3,000組
を贈呈した。                                  ｀

(3)運転適性指導講習等の拡充

通常の適性講習に加え、法人会員に対する出前講習、児童保護者会からの要請による安全指導

、    講習会、三郷町民生児童委員や香芝市老人クラブ連合会に対する運転適性指導等を実施した。

(4)高齢者の夜間事故防止対策

高齢者の夜間事故を防止するため、街頭啓発や高齢者宅を訪問するなどして、歩行者用・

自転車用の反射材を提供 し、「外出は明るい服装・反射材の着用」を呼びかけた。

また、三郷町の民生児童委員を対象に、交通事故防止講話と適性検査等を実施した。

(5)横断歩行者の事故防止対策

歩行者の道路横断中の事故防止対策の一環として、信号機の無い横断歩道に “横断注意"

等の簡易サイン板を設置するとともに、“横断歩道 。歩行者優先"の のぼり旗やマグネット

シー トを提供する支援を実施した。

-3¨



特にマグネットシー トは、警察署や県警が指定する『横断歩行者保護宣言事業所』などに

提供し、パ トカーや事業用車両に貼付して啓発する取組を推進した。

(6)交通安全教材の提供 。貸出支援

交通安全教育用教材 として、「横断歩道は歩行者優先」(15,000枚 )、
「安全運転と日配 り

をヨロシクお願いします」(10,000枚 )、
「なくそ う。あお り運転」(5,000枚 )を作製 し、

各講習会等に提供するとともに、各種行事や街頭啓発等において配布 した。

更に、「忘れないで自転車に乗るときのルール」 (10,000冊)「ながら運転厳罰化」 (10,Oul枚 )

「歩行者を守るのはドラーバーの義務」 (3,000枚 )、 交通安全年間スローガンポスター (500枚 )

を作製 して提供した。

また、交通安全教育車 (ミ ニ信号機、ミニ標識等)、 ナポ君の着ぐるみ、キッズポリスの制

服、自転車シミュレーター等を貸し出し広報啓発に活用した。

第 3 各種交通安全表彰

次のとお り、全国表彰の緑十字銅章及び近畿交通栄誉章を受賞したほか、緑十字金・銀章等

を上申した。併せて、県独自で県協会会長と県警察本部長の連名表彰等を行った。

表 彰 種 男J 人員 受 賞 状 況

緑十字金章

(全 日本会長・警察庁長官連名表彰)

交通安全功労者 0 令和 2年 1月 22日 第60回

交通安全国民運動中央大

会で受賞

優 良 運 転 者

緑十字銀章

(全 日本会長・警察庁長官連名表彰)

交通安全功労者 3

優 良 運 転 者 3

優良団体表彰 (全 日本会長表彰 ) 優 良 団 体

優 良 学 校

優 良 安 全 協 会 1

近畿交通栄誉章 (近畿協議会会長

近畿管区警察局長連名表彰)

交通安全功労者 5 9月 13日 秋の交通安全県

民大会において伝達・授

与

優 良 運 転 者 12

緑十宇銅章 (全 日本会長表彰 ) 交通安全功労者 38

優 良 運 転 者 24

県交通安全協会会長・県警察本部長

連名表彰

交通安全功労者 43

ベスト・彬 イバ■ 28

県交通安全協会会長表彰 優 良 団 体 10

優 良 学 校 13

県警察本部長・県交通安全協会会長

連名表彰

初 級 顕 彰 2, 001 令和元年度中に交付

中 級 顕 彰 905

上 級 顕 彰 548

第4 二輪事業関係

1 二輪車関係

(1)三輪車安全運転推進委員会の開催

4月 22日 、協会本部において、平成 31年度二輪車安全運転推進委員会総会を開催 し
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平成 30年度事業報告及び決算報告並びに平成 31年度事業計画について審議 した。

(2)原付免許既得者講習の開催

原付車を使用する大和ガス等の 2事業所、計 24人及び、原付車通学を許可している県立

五條高校等 4校の計 49人に対する実技講習等を開催し、このうち法人会員である大和ガス

については、4月 1日 、橿原中央自動車学校において、新入社員対象のジャイロバイク実技講

習をはじめ、運転シミュレーターを用いた様々な交通場面の体験や座学 (二輪車の安全運転)を

実施した。

また、五條高校では、4月 27日 、同校において五條署及び県警交通機動隊の支援を得て、

生徒 31人を対象に 「8の字走行」や 「一本橋走行」を取 り入れた講習を実施 した。

(3)二輪車安全運転奈良県大会の開催と全国大会出場、シルバー ミニバイク講習会の開催

5月 25日 、運転免許センターにおいて、奈良県警察等と共催による「2019ベ ス トラ

イダーコンテス トin奈良」 (第 49回二輪車安全運転奈良県大会)を 開催 し、40人が

競技した。県大会の成績優秀者は、8月 3～ 4日 に鈴鹿市で開催された全国大会に出場 し、

高校生等クラスで優勝し、団体第 5位 (過去最高)に入賞するなど好成績を収めた。

また、県大会と同時開催したシルバーミニバイク講習会には、各支部協会から高齢運転者

18人が参加 し運転技能を再確認 した。

2 自転車関係

(1)自 転車安全教育推進委員会の開催

4月 22日 、協会本部において、平成 31年度奈良県自転車安全教育推進委員会総会を開

催 し、平成 30年度事業報告及び決算報告並びに平成 31年度事業計画について審議 した。

(2)自 転車安全教室の開催

幼稚園、学校及び福祉施設等を対象に自転車安全教室を開催 し、自転車の正しい乗 り方と

交通ルールを指導した。

(3)交通安全子供自転車奈良県大会の開催と全国大会出場

7月 13日 、橿原市中央体育館において、第 44回交通安全子供自転車奈良県大会を開催

し、河合町立河合第二小学校チームが、団体の部で優勝 した。

また、同校は、 8月 7日 、東京都内で開催された第 54回交通安全子供自転車全国大会に

奈良県代表として出場し、昨年同順位の第 12位と健闘した。

(4)交通安全高齢者 自転車大会の開催

11月 8日 、橿原市中央体育館において、奈良県警察との共催により、高齢者の交通事故

防止対策強化の一環で、「第 9回奈良県交通安全高齢者 自転車大会」を開催 し、支部協会か

ら参加 した 11チーム44人が学科テス トに挑むとともに、自転車の安全な乗 り方を競った。

第 5 その他の交通安全事業

1 交通安全教室の出張開催

企業や団体等の依頼を受けて行 う交通安全出張教室を開催した。 (5回 230人 )

2 運転適性指導 (交通安全活動推進センター指定事業 )

シミュレーターや動体視力計t夜間視力計等体験型機器を活用 し、 25回のべ 187人 に

運転適性指導を実施 した。



3 交通安全資機材の活用

各種交通安全資機材 〔交通安全教室 (ビデオ、信号機、標識等 )、 自転車シミュレーター、

クイックアーム、クイックステップ、動体視力計等〕を協会主催の行事で活用したほか、警察

署等の関係機関に計 190回貸 し出した。

また、交通安全教育車は、交通安全県民運動等における街頭広報で活用し、賛助会員特典と

して実施 しているチャイル ドシー トの貸し出しは、 211件 の利用があつた。

4 運転免許取得希望者等に対する運転免許センターでの日曜特別練習 (人数 )

令和元年度 平成 30年度

新規取得予定者 167 199

ぺ̈パードライバー。高齢運転者 39 49

外国免許切替 75 70

二種免許希望者 12 ９
“

計 293 320

|、    5 他団体との連坊

(1)」 A共済連から寄贈を受けた交通安全傘の提供

4月 5日 、子供を交通事故から守る活動の一環として、 JA共済連奈良県本部から寄贈さ

れた交通安全傘 12,800本 を全ての新入学児童 (私立含む)にプレゼン トした。

(2)奈良県二輪車普及安全協会主催のグッドライダーミーティングヘの支援

4月 6日 、奈良県二輪車普及安全協会が、運転免許センターで開催 した「グッドライダー

ミーティング」に対して指導員を派遣するなど、協会として後援した。

(3)JAFと 全日本交通安全協会共催行事への支援

6月 17日 、全日本交通安全協会と日本自動車連盟 (」 AF)は、橿原中央自動車学校で「セ

ニフティトレーニング」及び「シエアドライバーズスクール」を開催し、協会として後援した。

(4)奈良県障害者運転者協会主催行事への支援

9月 14日 、奈良県障害者運転者協会が、運転免許センターで開催 した「第48回奈良県

安全7~3転 フェスティバルJを協会として後援 し、競技の成績優秀者に対して、奈良県交通安

、_     全協会会長表彰を行った。

第 6 支部協会における交通安全活動

各支部協会では、県下一斉交通安全運動のほか、通学路での見守 り活動等、地域の実情に即

して各種交通安全活動を実施した。主な実施状況は別紙一覧表のとお り

第 7 受託事業

奈良県から一般競争入札により、

運転免許関係業務

原付免許取得時講習

違反・処分者講習及び更新時講習

を受託し、各業務を推進 した。
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第 8 会員入会状況

1 個人賛助会員

令和元年中は、 72, 001人 の賛助会員が入会 した。

2 団体 (法人)会員

令和元年中、 8団体が入会し、団体 (法人)会員数は 105団体となつた。

第 9 理事の異動状況

後藤忠弘専務理事 6月 24日 付退職

7̈¨



編嘆ぐい撃βＣ皐Ｃや

（Ｒｏ）理単暮躙廻さ０縦埋コ十ヽКＯ

（Ｒｏ）ｓ熙ヽや理算懸興理が○

（熙Ю）訳櫛「基ヽ

椰孵悠掛編―
ＩЮ誉髯せ掃肛ヨ■口緊卜〇〇

（熙３

隠極ｃ「）∞αぷ静箔ヽ日精長・肛照一〇

（駅Ｎ）恕撻期ヽ口μｌはヽヽヽヽヽＫＯ

（駅卜）ｌｌｌ中
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‐‐
　　　　（駅卜）都ミＫヽ押「黙畑枢○

（哄卜）イ
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――――――
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ミ３イ
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（熙卜）イロ＝聖―ヽヽゝヽヽミヘヽか○

（熙０）イ酬聖Ｃ「単ｕ」暖単期ヽ四枢ｏ

（熙寸）２１ヽくば■ｓ豪ぶＲＯ

‐‐
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‐‐
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獣撻懸に理単暮躙即さ○
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´Щσ）面国イ止口ぐ熟嘩でＣき

誨縫ぐや嘩撼く〓紙型―ヽヽや‘κミス支障ⅧＣ

漱綽懸こくさ黎せ握勝Ц邸○

増ＲＣ「トロ畑ふ躙黙」つ誉妥せ混ヽ米柿凶ヨ断田螺○

増訳Ｃ「さ肛ぐ黙用悠」Ю誉妥２準ゼ十二断仙КＯ

製翠眠拠Ｃエー′ ヽ２ミヽキヽ・エミてヱーヽ○

歴機押撫纏肛・）撫中○

漱油Юむ黎せ「期調整翌＝」勝Ｃ理○

帆掴禦騨懸興埋が・酬Ｃ士岳■○

∞Ｎ【ヽヽヽャヽⅨ側ま・塔椰巌‘゛〉約○

ミく、卜κＨヽ畑ヽ口黙○

側お畑黙層尽＝繹ｌ
ｌＣｕヽ柾○

「価回期ヽ口悠・酬Ｃき想叶一恕出暦にＯ

驀越ぐセ釈里一ご壼⊃薬・ご奏〓一ぐＣＫШ」○

「経Жよ髪囮終ヽ蒸区Ｒ』へ狛」匈「理堅Ｃ暖騨ヽふ区」○

釈約Ю島せ期ヽ柾○

麟柾〓ヽｌてヽンキ懸運畑黙孵黙○

畑ＬＢＥヽ―てヽキキ懸起畑ぶ躙悠○

医興嘔ヽ１てヽ■キ懸起畑黙躙黙○

ぐＫ型翠畑ぶ用黙讐肛・低興○

イポ■畑ふ層悠Ｃ養〇

澪縫十翼肛燕口”嶋神嘩昏Ｃ

ポ漁暖撫エミてエーヽ○

理単懸躙即さ○

ぐＫ郎潔ヽヽヽて畑黙四黙○

饉Ж「Ｈ●祭博ヽ、メートン」○

鴻油Ｃζ掛暮皿・やｔ薫Ю誉妥２世Ｒヽ○

イ総КＩヽＫＫ畑黙刺悠○

漱絶畑枢円黙匈イ〓悠「濤ＣＩ ＩＩＩ口側樫吐撫ｔ熱窒藝」○

ヽＫＨヽ）紅中掲畑篤躙枢○

増ЖＣ郭７、縦畑ヽ霜黙○

恕極判翠翻躙ＩＫＩキミ２ヽく○

ヽＨヽ翻黙円窓○

ぐＫ理翠畑枢躙枢撫輩傾にＮ檬○

（ＥＯ却墨翠延・帥Щ黒）「経準に駆Ｃ当」○

認絶Ю誉黎せ「≪熙ヤ０■巡К」○

イ墜都Ｌ撫熙獅Ш串却イ釈ヨ晨興菫哄畑腐涸αＣ基Э

驀篠Ｃ）黙ぐ＞一一●∝』●Ｏｏ一∽∽Ｇ［ＯＣ

ヽ―てヽキ■口やはヽ椰霜黙○

釈樋畑ヽ嘔悠匡ぐ測中照枷Ｋ準○

ぐＫヽミ「２ヽハヽ畑ふ躙悠撫輩柾〓ミ泄＋○

ぐКヽへ「たヽハヽ畑枢興悠〇

総絶期ヽ四枢Ｃ）∞ｏＨ醸○

恕静畑ヽ嘔悠Ｃ）拠巡日ヽヽヽ○

ぐ＜図痙菫Ｌ添四畑腐用は匈蜃椰ＣＩ卜ヽく〓【畑腐涸はЭ

漱神くさ妥せ計「■ギ調整断仙」厖Ｃ烈○

郊せヽへ【―卜ヽ¨ｏｏＨ烈回○

恕約匡ＯＣ測卒朴■〇

獣樋Ю鳩せ員熙計暉え○

ミく、ヽＫＨヽ畑ぶ躙悠整断仙○

釈約懸起理算懸躙即わ○

理翠眠撫Ｃエーヽ２ミヽキト・エミてエーヽ○

価掴理騨懸興即が・酬Ｃ営想苺○

（ＥＯ匈帥窓ヾ）恕撫匝く
口Ｃ）郵哄側―――○

側椰霜黙月００゛〓ミ悩蝶○

恕撫Ю誉黎せ「ｕ側普翌＝」勝ｃ理○

肛機や撫瑾忙・）紅中○

ヽ１へく丹け畑ふ躙黙〓や笹巌○

イ総憔「∞●Ｈヽヽゝャト区刑ま・塔訃厳」○

「まヽく心辛十畑ふ躙蘇」却「イ撃郎暉帥照和ＬＨ」○

ミーヽＫヽ１くヽヽ２撫纏忙計“せ朕話ＩＲムー■卜○

へ陣回０ヽ口α・酬§をき計ン釈類当〓Ｄ

驀縫

，
々‘匡くＨ型扉±中ヽＣ

ポ橡ベー■、躙尽ヽヽ本○

恕静Юさ黎せ「ｏ∞ヽ１人」型０経姦○

「“＝朕Ｓこ卜‘掛翻肥測ｌＲエー％卜」○

麟肛属ヽ１てヽ■キ懸ざ畑黙剌悠○

憮皿罫嘔ヽ１てヽキ■唇こ畑黙躙黙○

Щ即〓ヽ１てヽキ■懸に畑黙躙悠○

「イ釈ヨ縁期ばＬ畑黙興尽一匈「係蜃郎暉細鏃静ｍＨ一〇

「ＨＮ識係蝶ヽ、トートン」○

側椰畑ふ躙μЮ卜女２撫輩肛○

ぐＫヽミ「２ヽヽへ畑ヽ涸黙○

凛櫛眠撫ヱミてエーヽ〇

釈撫Ю誉妥せ国眠卜郎モ○

漱出晋紅ЮЁＲせ混勝出相０

絆越当響掘ЩＩスー十ミ２ヽくＣ

ＸＨヽ畑ヽ興枢○

ぐ肛朧懸則畑黙掛懸皿や輩傾○

（匡ぐ匈ぶ翠嘔・帥Щ黒）「郷準卜肛Ｏ当」○

懸興ｌＫＩキヘ２ヽく○

駅油Ｅ機「「

退抑継駄黙・椰椰製黙撫盤忙」型ＤＳ刑匈噸郎期ば〇

“印儒ミヽヽ小ＩＫへヽ○

釈撻眠拠エミてエー′ 、○

「К雲郎収巾熙獅匝Ｈ一掏「Ｋ駅ヨ贔製鋼Ⅸ興は一Э

ヽ―てヽキキユやぼ堀椰嘔擦Ｃ

駅約畑憮興黙匡０利脚照紳Ｋ準○

“Ｋミーて４１ヽ畑黙四黙に中檬紳巡ＨＯ

ぐКヽ、「２ヽハヽ畑黙円枢撫輩延○

掘騨釈約畑ヽ円窓Юむ黎せ混黙さ〓ミ赴＋○

漱撻畑枢用枢Ｃ）懺巡日ヽ長ヽ〇

３縛ＯＣばモ畑ヽ興黙○

“Ｋ曰К‘Ｅ罫臀綱ヽ国家Ｄ

ｍ仙柵堅豫に来事禦ヽ「Ｌ権刹掛Ｃ

漱撫ヽ四暮興理さ”ｏｏ∞型回○

事普こ≡モ担さが単ヽ、トート
，
¨ｏｏ［烈回○

朧攣さ奏Ъき畑枢躙黙「郡小Ｃく役０」○

恕撫Ｃ）計で、憫μくコミニー響「○

漱樋Ю誉綻せ計「禦畔整獣拒」厖Ｃ理○

「経せい葛やく８掏将畑ふ躙黙」○

ミく、卜Ｋｌヽ期ヽ躙黙譜断仙○

ぐＫ製氷「続則畑ヽ霜悠譜嫌仙一〇
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貸 借 対 照 表　
令和２年３月３１日現在

　　　　単位　円
１資産の部 流動資産 774,894,851

固定資産（基本財産） 50,000,000
特定資産 236,002,864
その他固定資産 243,850,289
資産合計 1,304,748,004

２負債の部 流動負債 274,606,246
固定負債 40,069,378
負債合計 314,675,624

３正味財産の部 一般正味財産 990,072,380
（うち基本財産充当額） (50,000,000)
（うち特定資産充当額） (236,002,864)
正味財産合計 990,072,380
負債及正味財産合計 1,304,748,004

正味財産増減計算書総括表 平成３１年４月～令和２年３月　（単位：円）

　　科　目 　　　　当年度 　　　　　　　　　備　　考
経常収益 会費収入 129,278,000 賛助会員受取会費

事業収入 326,398,344 自動車学校事業、受託事業等

その他 9,321,908 基本財産運用収益、雑収入等

経常収益計 464,998,252
経常費用 交通安全事業費 143,465,876 交通安全事業（公益目的支出実施計画事業）

その他事業費 311,658,301 自動車学校事業、受託事業等

管理費 22,908,319
経常費用計 478,032,496

当期経常増減額 -13,034,244
経常外収益 0
経常外費用 7
税引前当期一般正味財産増減額 -13,034,251
法人税等 71,000
当期一般正味財産増減額 -13,105,251
一般正味財産期首残高 1,003,177,631
一般正味財産期末残高 990,072,380
指定正味財産期末残高 0
正味財産期末残高 990,072,380
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