
　　世代別統計から発生率が高い。

実施項目 実　施　の　概　要

１、交通安全に関 　　交通安全意識の高揚と安全な通行方法の実践により、交通事故の防止を

　する広報啓発 　図るため、地域住民等を対象に交通安全の広報啓発を実施した。

　１、交通安全運動等の期間中における広報啓発活動

　　　以下の交通安全運動等の期間中、各支部において街頭指導や交通指導

　　所の開設等積極的な広報活動を実施した。

    (1)春の全国交通安全運動(４月６日～４月１５日)

　　(2)自転車安全利用月間(５月１日～５月３１日)

　　(3)夏の交通事故防止運動（７月２２日～７月３１日）

　　(4)秋の全国交通安全運動（９月２１日～９月３０日）

　　(5)高齢者交通事故防止運動（１０月１日～１０月３１日）

　　(6)冬の交通事故防止運動（１２月１１日～１２月２０日）

　　(7)横断歩行者を守る交通事故防止運動(３月１日～１０日)

　２、高齢者に対する広報啓発

　　　高齢者の交通事故防止を図るため、関係機関と協同して各支部、各地

　　区で高齢者に対して、交通安全教室とシニアカーの安全運転講習会を開

令和３年度事業報告書 

　はじめに、令和３年中の南魚沼警察署管内の人身事故の発生状況は

　　　　　　死者数　　　　０人　　　前年比　－１人

　　　　　　負傷者数　　７８人　　　前年比－１３人

であり、すべて減少した。

　人身交通事故の特徴として

公益財団法人南魚沼交通安全協会

　○　南魚沼市は全て減少、湯沢町は同件数であったが負傷者数は増加した。

　○　交通事故は、令和３年中死亡交通事故の発生はなく、当協会における統計始期の昭和４０

　○　高齢者（６５歳以上）の関係する事故が、全体の６９件中３５件（５０．７％）であり、

等の関係機関及び団体と連携を図りながら、以下の交通安全事業を推進した。

　○　高齢者の交通事故防止

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

　○　歩行者及び自転車の安全確保

　○　シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底

　　　　　　発生件数　　６９件　　　前年比　－４件

　るという当協会の目的を達成するため、以下の事業を実施した。

　　年以来５６年ぶりであり、また新潟県警察本部交通部に確認した結果、昭和２９年以来６７

　以上令和３年中における交通事故の実態を踏まえ、また新潟県の交通事故防止基本方針に従い、

令和３年度の交通安全対策は、

　南魚沼交通安全協会の令和３年度の事業実施結果は次のとおりである。

　　地域住民の交通安全思想の向上と交通事故の防止に努め、交通の安全と円滑の確保に寄与す

１、交通安全活動事業

に重点を置き、安全で安心な地域社会の実現に寄与するため、南魚沼警察署、南魚沼市、湯沢町

　　年ぶりとのことであった。
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実施項目 実　施　の　概　要

　　催し、交通安全意識の高揚を図った。

　　　各行事には、支部役員が交通安全指導や反射材の配布、高齢運転者マ

　 　　ーク表示を呼びかけ交通安全啓発活動を実施した。

　 　  (1）交通安全教室

　　 　　　・余川豊友会　　    　　（７月２１日）   　  ２５人

　　　・新町朗人会　　　    　（９月１０日）  　 　１０人

　　 　　　・天寿会　　　　    　　（９月１７日)　    　４０人

　　 　　　・一村尾長寿会　    　　（１０月１４日）     ３０人

　　　・沖町明友会　　　    　（１０月２５日） 　  ２０人

　　　　　　　　　実施回数・人数　 　５回　　１２５人

　 （2）シニアカ―安全運転講習会

　　　・上田地区　　　　   　（１０月３１日）　  　１３人

　３、保育園児のチャイルドシートの着用推進活動の実施

　　　保育園児の送迎時に保育園の入り口付近でチャイルドシート着用を推

　　進するため、チラシ、啓発品を配布した。

　　　・長崎保育園　　   　　（４月９日）　　    　５０人

　　　・牧之保育園　　　   　（６月２４日）    　　２０人

　　　・ゆざわ認定こども園　 （１０月１１日）    ２００人

　　　・石打保育園　　　　　 （１１月１５日）　　  ２４人 

　４、交通安全だより、チラシ等の発行

　　　地域住民の交通安全意識の高揚と交通事故防止を図るため各期運動に

　　合わせ全世帯に交通安全だよりや交通安全チラシを配布したほか、交通

　　安全運動期間中、交通指導所において交通安全チラシ、飲酒運転の根絶

　　チラシ等を配布した。

　　　・春の全国交通安全運動チラシ(全戸配布)　約２４,５００部

　　　・夏の交通安全だより（全戸配布)　　 　　約２４,３００部

　　　・冬の交通安全だより(全戸配布）　　　　 約２４,３００部

　　　・五十沢支会による交通安全だより　　　　五十沢地区に配布

　　　・交通安全カレンダー　配布　　　　　　　約２５０部

　　　・南魚沼の交通事故統計資料配布　　　　　約４００部

　　　・交通指導所開設でチラシ配布　　　　　　約６００部

　　　・運転免許更新者等に対してチラシ配布　　約５,０００部

　　　・夜行反射材・反射キーホルダー等の配布　約２００個

　　　　　　　　　　　　　　（支部・支会含む）

　５、のぼり旗等の作製と掲出

　　　自動車運転者等に交通安全を呼びかけるため、主要道路等に「交通安

　　全」「通学路！児童に注意」等ののぼり旗を掲出した。

　　　また、各支部や安全運転管理者部会でのぼり旗を作製、市・町と協同

　　し事故多発地区や学校周辺、危険が多い交差点等に掲出し交通事故の防

　　止を図った。

　　　交通安全年間スローガンの懸垂幕を講習会場に掲出し講習受講者に対

　　し交通安全意識の高揚を図った。
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実施項目 実　施　の　概　要

　６、事業所等を通じた広報啓発

　　　安全運転管理者部会では交通事故防止を図るため、役員事業所でのぼ

　 　　り旗を掲出したほか、交通事故統計資料・道路交通法の改正リーフレッ

　 　　トや交通安全啓発品等を安全運転管理者選任事業所に配布した。

　 　　　また、安全運転管理者部会と女性ドライバー部会合同で１０月から２

　　ヶ月間「交通事故防止リレー」を開催し事業所所有車両と女性ドライバ

　　ー部会の私有車両に「安全運転推進中」のステッカーを貼付して安全運

　　転を呼び掛けるとともに率先垂範して模範運転を行った。

　　　また、９月１８日に交通センターにおいて出発式を開催した。

　　　安全運転管理者部会では、県安管協会と協同で１０月から１１月の間

    「安全運転実践運動」を行い成果を上げた。

　７、広報車の効果的活用

　　　各期安全運動期間中等に広報車による交通安全広報を積極的に行い、

　　有効にその活用を図った。

　　　・広報回数　約４５回

　８、チャイルドシートの無料貸し出し

　　　チャイルドシートの重要性の理解と安全な装着方法を指導しチャイル

　　ドシートの無料貸し出しを行った結果、２１件の利用があった。

　９、新入学児童と保護者に対する交通安全広報

　　　女性ドライバー部会員が新入学児童（１９校・４６５人）に対して、

　　反射材付ランドセルカバーと交通安全冊子を贈呈した。

　10、交通安全標語の募集と表彰

　　　交通安全意識の高揚を図るため春の全国交通安全運動期間中に募集し

　　たところ、４０９作品の応募があり入選者１５人を表彰した。

　 　　　上田地区では、標語入賞作品を活用して標語ポスターを作成し、上田

　　地区全世帯に配布した。　８００世帯

　11、エフエム雪国のラジオ放送を活用した広報

　　　・春の全国交通安全運動期間中の広報　４月６日から４月２３日

　　　・飲酒運転根絶キャンペーンの広報　１２月８日から１月３１日

　12、交通安全ビデオ・DVDの貸し出し

　　　交通安全ビデオ・DVDを事業所等に貸し出し交通事故防止を図った。

　　　安全運転及び安全な通行方法のために必要な知識及び技能を習得する

　　ことにより交通事故防止を図るため、運転者及び歩行者・自転車利用者

　　等の対象に応じた交通安全教室で活用した。

　

２、交通安全に関 　１、高齢者に対する交通安全教育

　する教育訓練 　　　高齢者に対し、必要な知識・技能を習得させるために、出前・参加型

　　の交通安全教室を開催し、前記１交通安全に関する広報啓発項目の２高

　　 　　齢者に対する広報啓発活動欄に記載のほか、自ら交通事故に遭わない起

　　 　　こさないを合言葉に「いきいきクラブ・チャレンジ１００」への参加を

　　呼びかけた結果、２２チーム１１０人が参加し無事故であった。

　　　ドライバーに対しては、運転免許証の自主返納制度を説明し、返納者
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実施項目 実　施　の　概　要

　　に対する行政機関の支援制度を紹介した。

　２、子どもに対する交通安全教育の実施

　　　警察署・学校・保育園、市及び町と協力して児童・園児の交通安全教

　　室の開催や通学時における安全な歩行方法について指導した。

　　(1) 保育園等における交通安全教室の開催

　　　　横断歩道の渡り方実技指導、パネル等による交通ルールの習得等を

　　　行い交通安全冊子・ストップマークを配布した。

　　　・上原保育園　　　　　　(５月１４日)　　　　３９人

　　　・浦佐認定こども園　　　(５月２１日)　　　１９０人

　　　・舞子保育園　　　　　　(５月２４日)　　　　５１人

　　　・野の百合保育園　　　　(５月２８日)　　　　６７人

　　　・大崎保育園　　　　　　(５月３１日)　　　　４５人

　　　・上関保育園　　　　　　(６月１日)　　　　　４３人

　　　・宮保育園　　　　　　　(６月４日)　　　　　６７人

　　　・赤石保育園　　　　　　(６月７日)　　　　　３４人

　　  ・わかば保育園　　　 　（６月１４日） 　　　５４人

　　  ・南魚沼どろんこ保育園 （６月１６日） 　　　６０人

　　  ・金城幼稚園　　　　　 （６月１８日）　     ８５人

　　  ・八幡保育園　 　　　　（６月２２日）  　　 ７１人

　　　・湯沢認定こども園　　 （６月２３日）　　 　４４人

　 　 ・あおば保育園　　　　  (６月３０日)　　　　５３人

　　　・五日町保育園　　　　 （９月１日）　       ４４人

　 　 ・薮神保育園 　　　　　（９月３日）　　　　 ７１人

　　  ・西五十沢保育園　　　  (９月８日)　      　３４人

　 　 ・四十日保育園　　　　　(９月１３日)  　　　４５人

　　  ・石打保育園　　　　   （９月１５日）　　 　２２人

　　  ・牧之保育園　　　　　 （９月２７日） 　　　６７人

　 　 ・たんぽぽ保育園　　　  (１０月１日)　　　　３６人

　　  ・うえだ保育園　　　　 （１０月１２日）　 　５２人

　　  ・上町保育園　　　　   （１０月１９日）　 　４８人

　　  ・むいかまちこども園　 （１０月２２日）　 　２６人

　　　・三用保育園　　　　　　(１０月２６日）　 　５７人

　　　　　　　　　　実施回数 ２５回　　１，４０５人

　　(2) 小学校・総合支援学校における自転車交通安全教室

　　　  警察署、学校、市と協力し管内の小学校で自転車実技講習と歩行訓

　　　練を実施した。

　　　ア、小学校

　　　　・後山小学校　　　　(４月１３日)　　　　  １５人

　　　　・城内小学校　　　　(４月１４日)　　　  ２５６人

　　　　・薮神小学校　　　　(４月１６日)  　　　１４０人

　　　　・北辰小学校　　　　(４月１９日)　　　　２８５人

　　　　・大崎小学校　　　　(４月２０日)　　　　１３９人
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実施項目 実　施　の　概　要

　　　　・中之島小学校　　　(４月２１日)　　　  １５６人

　　　　・三用小学校　　　　(４月２６日)　   　　 ６８人

　　　　・五十沢小学校　　　(４月２７日)　　　  １６３人

　　　　・栃窪小学校　　　　(４月２８日)　　　    １１人

　　　　・塩沢小学校　　　  (４月３０日)　　　  ４００人

　　　　・石打小学校　　 　（５月  ６日）　 　　　７０人

　　　　・おおまき小学校　 （５月  ７日） 　　　１４６人

　　　　・上田小学校　　　 （５月１１日） 　　　１２８人

　　　　・六日町小学校　　 （５月１８日）　　　 ３９９人

　　　　・浦佐小学校　　 　（５月２６日）　　　 ２５１人

　　　　　　　　　実施回数 １５回　　　２，６２７人

　　　イ、南魚沼市立総合支援学校（５月２８日)　８７人(午前・午後)

　　(3) 高校生に対する原付バイクの安全運転講習

　　　・塩沢商工高校　　（１０月８日）　　　　　  １１人

　　　　　    　　実施回数 １回　　　　　　　 １１人

　　(4) その他交通安全教室の開催

　　　・ドリームハウス　　　　　　（６月２１日）　１２人　

　　　・セルプこぶし工房　　　　  （８月１０日）  ２０人

　　　・セルプこぶし工房こごめ 　 （８月１３日）　１０人

　　　・あさひばら　　　　　　　　（１０月８日)   ２０人

　　　　　　　　  実施回数　４回　　　　　　　６２人

　 　３、運転者に対する交通安全教育

　　　運転者の交通安全意識の高揚と安全運転の実践を図るため、安全運転

　　管理者講習会や事業所訪問指導等の場で、チラシ等を配布し交通事故防

　　止を呼びかけた。

　　　・安全運転管理者講習(10/26、10/27)　約５４０人が受講

　　　・事業所訪問指導を交通課員、安管部会役員、事務局と合同で六日町

　　　　地区３事業所に対して実施した。(11/2、11/4、11/9)

３、街頭における 　　運転者及び歩行者・自転車利用者に対し、安全な通行方法を指導するた

　交通安全指導 　め、街頭指導を実施した。

　 　１、交通安全運動期間中等における街頭指導活動

　 　　　交通安全運動期間中を中心に、通学路、主要交差点等において児童生

　　徒・園児、高齢者、自転車利用者等及び自動車運転者に対し、安全な通

　　行方法の指導及び安全運転励行の呼びかけを実施するとともに交通指導

　　所を開設し交通事故防止チラシや交通安全啓発品を配布した。

　 （1) 春の全国交通安全運動(４月６日～４月１５日)

　　　　期間中、各支部・地域毎に街頭指導活動及び交通指導所の開設、安

　 　　　協広報車による広報を実施した。　　・広報回数　１２回

　　　・交通指導所開設

　　　　４月７日　 南魚沼地内　塩沢道路ステーション

　　(2) 夏の交通事故防止運動（７月２２日～７月３１日）
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実施項目 実　施　の　概　要

　　　　期間中、各支部・地域毎に街頭指導活動及び交通指導所の開設、安

　　　協車による広報活動を実施した。　　・広報回数　１０回

　　　・交通指導所開設

　　　　７月２９日　南魚沼地内　浦佐待避所（市のホームページに掲載）

　　　　７月３０日　湯沢地内　　湯沢待避所（湯沢町広報紙に掲載）

　　(3) 秋の全国交通安全運動（９月２１日～９月３０日）

　　　　期間中、各支部・地域毎に街頭指導活動及び交通指導所の開設、安

　　　協広報車による広報を実施した。　　・広報回数　１５回

　　　・交通指導所開設

　　　　９月２２日　南魚沼市内　五日町待避所(市のホームページ、新潟

　　　　日報に掲載）

　　　　９月２７日　湯沢地内　　湯沢待避所（湯沢町広報紙に掲載）

　 　　(4) 冬の交通事故防止運動(１２月１１日～１２月２０日)

　 　　　　事故多発警報チラシ等を作成し、窓口、役員、安管事業所等に配布

　 　　　した。安協車による広報活動を実施した。　２日間

　２、高齢者戸別訪問の実施

　　　高齢者の交通事故を防止するため、六日町地域の世帯にチラシや啓発

　　品を配布し訪問指導を実施した。(警察・市・安協役員）

　　　１０月２０日　欠之上・川窪・野田・北田中・四十日地区　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８０世帯）

　３、飲食店訪問の実施

　　　飲酒運転を根絶するために南魚沼市内と湯沢町地内の飲食店に対して

　　警察署・市役所・町役場・指導隊・安協支部が合同で飲食店訪問指導を

　　実施、チラシと啓発品を配布し飲酒運転根絶を呼びかけた。

　　　・１２月２日　湯沢町地区（６０店舗）

　　　・１２月８日　六日町地区（６０店舗）

　４、交通危険個所等の点検

　　　通学路や交差点にあるカーブミラー等の交通安全施設に対して点検を

　　実施し、改善のため関係機関に要望した。

　　  ・道路標識の視認性の確保　

　　  ・交通安全啓蒙看板の補修

４、交通安全功労 　　運転者等の交通安全意欲を高め交通安全活動の積極的な推進を図るため

　者、優良運転者 　優良運転者や交通安全功労者等の表彰を実施した。

　等の表彰 　１、交通安全功労者及び優良運転者の地区表彰

　　(1) 南魚沼警察署長と南魚沼交通安全協会長連名表彰

　　　・優良運転者１０年表彰　　            　１０名　

　２、交通安全功労者等の表彰

　　(1) 新潟県警察本部長と新潟県交通安全協会長連名表彰

　　　・優良運転者表彰

　　　　　５０年表彰　  　　　　　　            ７名

　　　　　４０年表彰　　　　  　　            　７名
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実施項目 実　施　の　概　要

　　　　　３０年表彰　　　　　　            　１２名

　　　　　２０年表彰　　　　　            　　　８名

　　(2）関東管区警察局長と関東交通安全協会連合会長連名表彰

　　　・交通安全功労者　　　　            　　　２名

　　　・優良運転者　　　　　　　            　　１名

　 （3）交通栄誉章緑十字銀章（連名表彰）

　　　・優良安全運転管理者　　            　　　１名

　 　　(4）交通栄誉章緑十字銅章（単名表彰）　　　

　　　・交通安全功労者　　　　　            　　１名

　　　・優良運転者　　　　　　　　            　８名

　　　・優良安全運転管理者　　　            　　３名

　　(5)交通安全県知事表彰　　

　　　・交通安全功労者　　　　　            　　１名

　　　・優良運転者　　　　　　　            　　１名　

　 　　　・交通安全優良校　　　            　　　　１校

　 　　(6)交通安全対策連絡協議会長表彰

　 　　　・交通安全功労者　　　　　            　　１名

　　(7) 県警察本部長・県安全運転管理者協会長連名表彰（安管）

　　　　 　　　・優良安全運転事業所　　　            　　３事業所

　　　・優良安全運転管理者　　　　　　　　　　　３名 

　　　・優良運転者　　　　　　　　　　　　 　 　２名

　　(8) 県安全運転管理者協会長単名表彰（安管） 

　　　・安全運転実践運動推進実績優良事業所　 　 ２事業所

　　(9）県安全運転管理者協会長単名表彰（安管）

　　　・優良事業所　　　              　　　　　７事業所

　　　・優良安全運転管理者　                　　４名

　　　・優良運転者　　　　　　　　　　　　　　　５名

　　　　 　 （10）令和３年交通死亡事故ゼロ達成地区部会表彰（安管）

　　　・南魚沼地区安全運転管理者部会

　 （11）南魚沼警察署長感謝状

　　　・地域交通安全功労者　　　　　　　　　　　１名

　　　・南魚沼交通安全協会二輪車部会　　　　　　３名

　　　・安全運転管理者部会　　　　　　　　　　　４分会

　　　・女性ドライバー部会　　　　　　　　　　　４部会

　　　・南魚沼交通安全協会　　　　　　　　　　　１団体

５、交通安全用品 　　交通事故被害の防止を図るため、夜光反射材等の交通安全用品の普及を

　等の普及啓発 　促進した。

　１、高齢者に対する反射材の配布

　　　街頭指導や高齢者交通安全教室等の機会をとらえ、反射材を配布する

　 　　とともに、講習会場において高齢運転者マークの貼付を呼びかけた。

　　　・交通安全教室５会場で実施した。　　　　　
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実施項目 実　施　の　概　要

　２、反射材等のあっせん

　　　交通安全教室、交通安全だより、チラシ等を活用して反射材の具体的

　　効果の周知及び積極的な活用の呼びかけを行い夜光反射材をあっせんし

    た。

実施項目 実　施　の　概　要

１、運転免許事務 　　運転免許行政の円滑な運用に寄与するとともに、免許証更新等の円滑な

　受託事業 　申請書受理等次の業務を実施した。

　１、運転免許窓口業務

　　　免許証更新、免許証再交付及び免許証記載事項変更の申請・届出者に

　 　　対する申請書類等の記載方法の指導、申請書類の審査・受理、変更事項

　　の免許証への記載等を実施した。

　　　・運転免許更新者　　　　　７，４４６名

　　　・再交付申請者　　　　 　　　　 ２４名

　　　・免許証記載事項変更者　　１，７８４名

　２、運転適性検査

　　　自動車等の運転の適性検査として、視力及び深視力等の検査を実施し

　　た。

２、交通安全教育 　　安全運転及び安全な交通方法のために必要な知識、技能を習得すること

　受託事業 　により交通事故防止を図るための事業を保育園児・小学生・支援学校対象

　 　１６回及び高齢者等に対して前記記載のとおり南魚沼市高齢者対象５回、

　保育園児対象２５回高校生対象１回その他施設等４回実施した。

３、更新時講習 　　免許証更新の機会に交通安全に関する講習を実施して運転者としての資

　質の向上を図る目的で、優良運転者及び一般運転者に対し、ビデオ等の視

　聴覚教材及び交通の教則等の教本を用いて、交通事故の現状、運転者の義

　務及び責任、危険予測等交通事故防止の知識等を内容とする講習を実施し

　た。

      ・優良運転者講習          ４，３２７名　

 　   ・ 一般運転者講習  ５１回     ６２７名

４、原付講習 　　原付の関与する交通事故の防止を図るため、原付免許取得希望者に対し、

　視聴覚教材及び教本等を用いて原付の安全運転に必要な知識を習得させる

　とともに、実車を用いて原付の操作及び安全走行に必要な技能を習得させ

　るための講習を実施した。

　　・４月から３月の間、８回実施・受講者数７６人

２、交通安全に関する受託事業及び関連事業

　　交通の安全と円滑の確保に寄与するため、新潟県の委託による運転免許及び自動車保管場所

　確保に関する事業及び南魚沼市の委託による交通安全教室事業を以下のとおり実施した。
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実施項目 実　施　の　概　要

５、社会参加活動 　　自動車等の運転者の資質の向上と交通事故防止を図るため、違反者講習

　講習 　受講者の社会参加活動希望者に対し、交通安全啓蒙看板・カーブミラーの

　点検を実施また、市内交差点歩道上にストップマークを貼付した。　

　　・実施回数　１回　１人

６、自動車保管場 　　自動車保管場所証明申請書に関する申請書類の審査・受理、証明書等の

　所証明事務 　交付等の事務処理を行った。

　　・自動車保管場所証明申請書類受理件数　　３，０８３件

７、新潟県収入証 　　免許証更新申請者及び自動車保管場所証明申請者の利便を図るとともに、

 紙売りさばき事業 　運転免許及び自動車保管場所証明事務の円滑な運用に寄与する目的で、免

　　 　許証更新申請者等に対し、新潟県収入証紙の売りさばきを実施した。

　

３、その他の事業

４、会議の開催

５、組織、財政基盤の強化

実施項目 実　施　の　概　要

１、支部の組織・ ・　地域に密着した組織である支部の活性化を図るため、支部役員の後継者

　活動の活性化 　の育成を図るとともに、地域住民の理解と協力を得ながら、地域住民の目

　 　に見える、共感を得られる活動の推進に努めた。

２、会員の拡大 ・　当協会の人的、財政的基盤である会員を確保するため、住民の理解と協

　力を得られる活動を展開するとともに、明るく親切な窓口応対、迅速な事

　務処理等適正な窓口応対に努めている。

・　各種交通安全教室を通じて安全協会の存在を広報し、協会加入の協力を

　推進している。また、当協会の活動広報パネルを作製し来訪者に周知を図

　った。尚、事業所等を通じ賛助会員の協力の推進にも努めた。

　　　・安管部会と女性ドライバー部会合同役員会（8/6）

　　運転免許証更新申請者及び運転免許証再交付申請者の利便を図るため、運転免許証用の写真

　の撮影を実施した。

　　　・運転免許証用証明写真の撮影件数　　 　６,９１０件　　　

　　　・運転経歴証明書用の写真の撮影件数　　　　　６３件　

　　　・運営委員会 (4/15電話・訪問会議、5/14電話による会議、1/14、3/9）

　　　・女性ドライバー部会役員会（8/6、3/23）

　　　・二輪車部会役員会（10/19）     　

　　当協会の適正な運営を行うため必要な会議及び役員会を開催した。

　　　・安管部会役員会（4/16）　　 　・安管部会総会（5/14書面による会議）

　　　・通常理事会　(5/25書面による会議、3/16書面による会議)　

　　　・定時評議員会(6/11書面による会議）

　　　・臨時理事会（6/11書面による会議）　
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