
交通安全標語（秦野警察署長賞）「遠くても　横断歩道　歩こうね」

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）会費の使い方（平成30年度）
支出の部収入の部 前期繰越金

1,405,000円

活動積立金
2,000,000円

雑収入
85,000円

繰入金
1,155,000円

賛助会費
478,000円

新免会費
356,000円

交付金
775,000円

合計
17,150,000円

免許会費
10,896,000円

啓蒙宣伝費
1,445,000円

会議費
1290,000円

保険費他
2,871,000円

団体協力費
175,000円

積立金他
5,000円

次期繰越金
1,833,000円

会館維持経費
959,000円

合計
17,150,000円

人件費
3,335,000円

指導広報費
4,666,000円

研修会費
1,283,000円

車両維持費
288,000円
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学童の見守り活動 自転車交通安全教室 交通事故死者慰霊祭

秋の全国交通安全運動（たばこ祭パレード） 広報活動 年末の交通事故防止運動

交通安全協会活動
会員皆様の会費は、地域の交通安全活動に貢献しています。
交通安全協会のボランティア役員等による主な啓発活動

◎交通安全街頭指導　◎児童等交通安全教室の推進　◎交通安全広報活動
◎学童等の見守り活動　◎子どもと高齢者の交通安全教室等

交通安全協会の活動に協賛されている賛助会員の皆様。
☆�皆様の賛助会費は、市内の交通安全のぼり旗や新入学一年生の黄色いランドセル
カバー・交通安全教育冊子等の啓発品購入に活用されています。

㈱アイエンス・お食事処・きおら・㈲一の屋・上村建材㈱
㈱恵庭・大久保整形外科・小澤建材（小沢達之）
小田急秦野駅・亀崎医院・神奈川中央交通西㈱秦野営業所
㈱関東警備システム・㈱関東小池・㈱菊正建設・銀八寿司店
クアーズテック㈱・㈲久保田商事・㈱ケイビッグ
㈲サトー広告社・志津加・島半㈱・須藤産科婦人科医院
砂場・㈲タイケー設備工業・田口設備工業㈱・中栄信用金庫
㈱ＴＵＫＡＳＡ・㈱ティラド・㈱ト―プラ・東名電気㈲・内藤医院
㈲中田建材・日鍛バルブ㈱・秦野市農業協同組合・秦野交通㈱・秦野自動車教習所
はんこ広場秦野店・㈱ビッグトラベル・府川電機工業㈱・㈱藤野製作所
不二企業㈱・前場電機工事㈱・正宗運送㈱・㈲みうら印刷・みずほ銀行秦野支店
㈱みづほ野・宮村モーター商会・明成建設㈱・㈲やなぎ家・山口自動車整備工場
㈲山口礦油店・横浜銀行秦野支店・㈲渡部モーター・㈲伸光自動車

（敬称略、50音順） 賛助会員は随時受付けております。

新一年生を守る黄色ランドセルカバー贈呈

今年も秦野市交通安全協会から
　◦ランドセルカバー
　◦交通安全教育冊子
　◦交通安全ABCクリアファイル
を新入学一年生1,300名に贈呈しました。

昭和49年4月から実施し、今
年で47回となり新一年生に
ランドセルカバー等を贈呈。
延べ71,300枚になりました。

年　度 贈呈数
H23年 1405
H24年 1604
H25年 1330
H26年 1310
H27年 1301

年　度 贈呈数
H28年 1413
H29年 1436
H30年 1400
H31年 1350
R 2 年 1300

　交通安全協会では、皆さんが運転免許証の発行、更
新を受ける際に、有効期間内1,500円の会費で入会し
ていただき、その入会金で交通安全に関する運動を展
開しています。（収入の74％）
　会費の使い道は概ね下記の通りです。（支出の82％）
１．小学入学時の黄色いランドセルカバーの配布
２．年間4回行われる交通安全運動の啓発物品の購入
３．交通安全運動に使う、のぼり旗の購入
４．協会役員の交通安全に関する研修費用
５．更新事務管理人件費と役員活動保険金
　県、市からの補助金はほとんどなく、会員は全員無給のボランティアです。
　是非、交通安全協会への入会を推進していただければと思います。

交通安全協会の運営状況
　秦野市交通安全協会の皆様方には、平素から交通安全活動のみならず、当署
の活動全般にわたり多大なる御支援と御協力を賜り、御礼を申し上げます。
　さて、昨年中の秦野市内の交通情勢ですが、360件の人身交通事故が発生（前
年比61件減少）し、このうち2件の交通死亡事故が発生（前年比1件増加）し
ましたが、発生件数といたしましては、平成以降最少となりました。
　この結果は、貴会をはじめとする交通関係団体の皆様が、交通事故防止意識の向上のために御
尽力されているところが大きいと感じております。
　秦野警察署といたしましては、悲惨な交通事故を1件でも減少させるべく4つの対策（「高齢者
と子供に対する事故防止対策」、「二輪車事故防止対策」、「自転車事故防止対策」、「横断歩行者保
護対策」）と2つの課題（「踏切事故防止対策」、「あおり運転防止対策」）を中心とした対策を推進
してまいりますので、引き続きの御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、秦野市交通安全協会の益々の発展と皆様方の御健勝を祈念いたしまして、私の挨拶と
させていただきます。

交通死亡事故のない明るい秦野市の実現に向けて
秦野警察署長　井原義春

秦野市内で一日平均1.0件の交通事故が発生
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　秦野市交通安全協会本町支部は、15名の支部役員と支部母の会
役員８名で市内本町小学校、末広小学校地区を中心に毎月１日の県
民交通安全の日と15日の高齢者交通安全の日や各季の交通安全運
動期間中、各小学校付近の主要交差点において、集団登校する学童
たちに「おはよう。行ってらっしゃい」の声かけと交通事故から守
るため交通誘導や見守り活動を実施しているボランティア集団です。
　管内の特徴として、秦野駅、

市役所や大型の商業施設、工業団地等があり通勤時間帯だ
けでなく歩行者や交通も多いことから交通マナーの呼びか
けと交通事故に遭わないように、学童の見守り活動も重要
になっています。
　本町支部では、「子供と高齢者を交通事故から守る」活動
を重点に地域の皆様が安全で安心して暮らせるまちづくり
を目指して交通安全啓発活動を今後も推進してまいります。

支部長　佐野 紘一

支部だより 
本町支部

あなたの免許証更新日が近づいていませんか？
運転免許証の更新案内【免許証の有効年を確認しましょう】
更新期間：誕生日の前後1ヶ月
受付時間：月〜金 8：30〜11：15 ／ 13：00〜16：15

（土・日・祝日・年末年始は手続きできません。）
更新に必要な物
1. 運転免許証
※記載事項に変更、間違いのある方は、下記のものを持参。
○住所のみの方…住民票、保険証、公共郵便物等
○本籍、氏名等の方…本籍・氏名等記載の住民票

2. 更新連絡書　（神奈川県公安委員会からの案内はがき）
○誕生日の1ヶ月位前に届く３枚合わせのはがき。

3. 写真1枚　（縦3cm・横2.4cm）6ヶ月以内撮影
○継続会員、新規会員の方は800円でお撮り出来ます。
○上3分身正面、無帽、無背景の鮮明な写真。

4. 県収入証紙代・写真・会費　（更新連絡書に○印が付いています）
講 習 種 類 県収入証紙代 写　真 会　費 合　計 講 習 会
優良運転者 3,000 800 1,500 5,300 当日受講
一般運転者 3,300 800 1,500 5,600 警察署で

日時指定違反・初回
運 転 者 3,850 800 1,500 6,150

高 齢 者※ 2,500 800 1,500 4,800 更新前自動車学校
で受講・要予約

経歴証明書
（免許返納者） 1,100 800

（会員） 1,900

※高齢者（70歳以上の方）の更新 講習案内が５ケ月前に送付
自動車学校で高齢者講習を受講し、更新時に講習終了証明書を持
参して下さい。自動車教習所が混んでいます。（更新前の予約必要）

会 報 編 集 委 員
委 員 長	 佐 藤 一 郎		 本町支部
副委員長	 森 成 昭 治	 東 支 部
委　　員	 井 波 源 一	 西 支 部

委　　員	 高 橋 廣 行	 南 支 部
委　　員	 久保寺賢治	 北 支 部
委　　員	 北 村 　 昇	 大根支部
委　　員	 芦 川 伸 一	 交通指導員部

会長
古谷光一


