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千葉県交通安全対策会議 
 

【会長】 千葉県知事 
 

【委員及び特別委員】 

  区分 機関名 職 

1 指定地方行政機関の長 関東管区警察局 広域調整部長 

2 関東経済産業局 総務企画部長 

3 銚子地方気象台 台長 

4 関東地方整備局 局長 

5 関東運輸局 局長 

6 千葉労働局 局長 

7 関東総合通信局 局長 

8 県教育委員会の教育長 千葉県教育委員会 教育委員会教育長 

9 県警察本部長 千葉県警察本部 警察本部長 

10 県の部内職員 千葉県 総務部長 

11 総合企画部長 

12 防災危機管理部長 

13 健康福祉部長 

14 環境生活部長 

15 生活安全・有害鳥獣担当部長 

16 商工労働部長 

17 県土整備部長 

18 指定都市の長 千葉市 市長 

19 市町村長及び消防機関

の長 

千葉県市長会 会長 

20 千葉県町村会 会長 

21 千葉市消防局 局長 

特別委員   

1 
陸上交通に関する事業

を営む公共的機関の役

員 

東日本旅客鉄道株式会社

千葉支社 
支社長 

2 千葉県道路公社 理事長 

3 
東日本高速道路株式会社

関東支社 
千葉管理事務所長 
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千葉県交通安全対策推進委員会（令和 3 年 3月時点） 
 
【官公庁等】 
千葉県 
千葉県警察 
千葉県教育委員会 
千葉市 
各市・町・村 
千葉県市長会 
千葉県町村会 
国土交通省千葉国道事務所 
国土交通省関東運輸局千葉運輸支局 
関東財務局千葉財務事務所 
千葉東税務署 
千葉森林管理事務所 
千葉地方法務局 
千葉地方裁判所 
千葉地方検察庁 
千葉行政評価事務所 
自衛隊千葉地方連絡部 
千葉労働局 
千葉保護観察所 
 
【交通・運輸関係団体等】 
東日本高速道路(株)関東支社千葉管理事務所 
東日本高速道路(株)関東支社市原管理事務所 
東日本高速道路(株)関東支社 

東京湾アクアライン管理事務所 
千葉県道路公社 
(公財)千葉県交通安全協会 
地域交通安全活動推進委員協議会 
(一社)千葉県安全運転管理協会 
(一社)千葉県トラック協会 
(一社)千葉県バス協会 
(一社)千葉県ダンプカー協会 
（一社）千葉県タクシー協会 
千葉県個人タクシー協会 
千葉県タクシー運転者登録センター 
千葉通運協会 
（公社）全国運転代行協会千葉県支部 
（一社）千葉県レンタカー協会 
千葉県サイクリング協会 
(一社)日本自動車連盟千葉支部（ＪＡＦ） 
自動車安全運転センター千葉県事務所 
千葉県高速道路交通安全協議会 
(一社)千葉県指定自動車教習所協会 
千葉県自動車販売店協会 
千葉県中古自動車販売協会 
千葉県中古自動車販売商工組合 
千葉県軽自動車協会 
千葉県自転車軽自動車商協同組合 
千葉県二輪車安全普及協会 
(一社)千葉県自動車整備振興会 

千葉県自動車整備商工組合 
(一社)日本損害保険協会関東支部千葉損保会 
関東自動車共済協同組合千葉支部 
千葉県交通安全施設業協同組合 
千葉県踏切事故防止対策協議会 
東日本旅客鉄道(株)東京支社 
東日本旅客鉄道（株）千葉支社 
京成電鉄(株) 
東武鉄道(株) 
新京成電鉄(株) 
小湊鉄道(株) 
流鉄（株） 
銚子電気鉄道(株) 
京葉臨海鉄道(株) 
北総鉄道(株) 
東葉高速鉄道(株) 
 
【教育関係団体等】 
千葉県市町村教育委員会連絡協議会 
千葉県小学校長会 
千葉県中学校長会 
千葉県高等学校長協会 
千葉県国公立幼稚園協会 
(公財)千葉県私学教育振興財団 
（一社）全千葉県私立幼稚園連合会 
千葉県社会教育委員連絡協議会 
千葉県ＰＴＡ連絡協議会 
千葉県高等学校ＰＴＡ連合会 
千葉県国公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会 
(公財)千葉県スポーツ協会 
 
【少年・福祉関係団体等】 
千葉県青少年団体連絡協議会 
千葉県青少年相談員連絡協議会 
(社福)千葉県社会福祉協議会 
(公財)千葉県民生委員児童委員協議会 
（一社）千葉県こども会育成連合会 
千葉県連合婦人会 
(公財)千葉県老人クラブ連合会 
千葉県青年団協議会 
千葉県公民館連絡協議会 
千葉県保護司会連合会 
(公社)千葉県防犯協会 
(社福)千葉県身体障害者福祉協会 
(公財)千葉県肢体不自由児協会 
千葉県手をつなぐ育成会 
(公社)千葉県シルバー人材センター連合会 
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【その他の関係団体等】 
(一財)千葉県観光公社 
千葉県住宅供給公社 
(一財)千葉県まちづくり公社 
千葉県土地開発公社 
(一社)千葉県建設業協会 
千葉県採石事業協同組合 
千葉県土砂事業協同組合連合会 
大利根川砂採取協同組合連合会 
千葉県石油商業組合 
千葉県水道管工事協同組合 
(一社)千葉県銀行協会 
千葉県信用金庫協会 
千葉県信用組合協会 
（一社）生命保険協会千葉県協会 
(一財)千葉県社会保険協会 
日本赤十字社千葉県支部 
(公社)千葉県国民健康保険直営診療施設協会 
(公社)千葉県医師会 
(一社)千葉県歯科医師会 
(一社)千葉県薬剤師会 
(公社)千葉県食品衛生協会 
千葉県ミルクプラント協会 
千葉県すし商生活衛生同業組合 
千葉県麺類業生活衛生同業組合 
千葉県料理業生活衛生同業組合 
千葉県中華料理生活衛生同業組合 
千葉県飲食業生活衛生同業組合 
千葉県食肉生活衛生同業組合 
千葉県小売酒販組合連合会 
千葉県理容生活衛生同業組合 
千葉県美容業生活衛生同業組合 
千葉県興行生活衛生同業組合 
千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合 
千葉県公衆浴場業生活衛生同業組合 
千葉県クリーニング生活衛生同業組合 
(一社)千葉県商工会議所連合会 
千葉県商工会連合会 
（公社）日本青年会議所関東地区 

千葉ブロック協議会 
千葉県中小企業団体中央会 
千葉市大型店会 
（一社）千葉県計量協会 
(一社)千葉県経済協議会 
(公社)千葉県観光物産協会 
千葉県農業協同組合中央会 
全国農業協同組合連合会千葉県本部 
全国共済農業協同組合連合会千葉県本部 
千葉県農業共済組合連合会 
千葉県酪農農業協同組合連合会 
千葉県信用漁業協同組合連合会 
千葉県漁業共済組合 

千葉県森林組合連合会 
（一社）千葉県木材振興協会 
千葉県山林種苗緑化木協同組合 
千葉県漁業協同組合連合会 
千葉県内水面漁業協同組合連合会 
千葉県生活協同組合連合会 
千葉県道路協会 
(一社)千葉県建築士会 
(公財)千葉県消防協会 
(一社)千葉県ＬＰガス協会 
(一社)千葉県高圧ガス保安協会 
(一社)千葉県危険物安全協会連合会 
(一社)千葉県警備業協会 
(公社)千葉県労働基準協会連合会 
建設業労働災害防止協会千葉県支部 
千葉県弁護士会 
東日本電信電話(株)千葉支店 
日本たばこ産業(株)千葉支店 
(株)千葉銀行 
(株)千葉興業銀行 
(株)京葉銀行 
JFE スチール(株)東日本製鉄所(千葉地区) 
日本製鉄（君津交通安全推進会） 
東京電力(株)千葉支店 
京葉瓦斯(株) 
東京ガス(株)千葉支社 
(株)クレックス 
(一社)千葉県経営者協会 
（株）オリエンタルランド 
イオンバイク（株） 
(株)ケーヨー 
日本郵便(株)関東支社 
米屋(株) 
 
【報道関係】 
(株)千葉日報社 
(株)朝日新聞社千葉総局 
(株)毎日新聞社千葉支局 
(株)読売新聞千葉支局 
(株)中日新聞東京本社千葉支局(東京新聞) 
(株)産業経済新聞社千葉総局 
(株)日本経済新聞社千葉支局 
(一社)共同通信社千葉支局 
(株)時事通信社千葉支局 
日本放送協会千葉放送局 
千葉テレビ放送(株) 
(株)ベイエフエム 
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千葉県交通安全対策推進委員会（常任委員会）（令和 3年 3月時点） 
 

区分 職          名 

常任委員長 県環境生活部生活安全・有害鳥獣担当部長 

常任委員 県警察本部交通部長 

〃 健康福祉部長 

〃 商工労働部長 

〃 県土整備部長 

〃 教育庁教育振興部長 

〃 葛南地域振興事務所所長 

〃 関東運輸局千葉運輸支局長 

〃 関東地方整備局千葉国道事務所長 

〃 東日本旅客鉄道（株）千葉支社設備部長 

〃 千葉市市民自治推進部長 

〃 県市長会事務局長 

〃 県町村会事務局長 

〃 （公財)千葉県交通安全協会 専務理事 

〃 (一社)千葉県安全運転管理協会 専務理事 

〃 (一社)千葉県ダンプカー協会 理事長 

〃 (一社)千葉県トラック協会 専務理事 

〃 (一社)千葉県バス協会 専務理事 

〃 (一社)千葉県タクシー協会 専務理事 

〃 (一社)千葉県指定自動車教習所協会 専務理事 

〃 (一社)日本自動車販売協会連合会千葉県支部 監事 

〃 千葉県軽自動車協会 専務理事 

〃 (一社)日本損害保険協会南関東支部千葉損保会 会長 

〃 (一社)千葉県商工会議所連合会 専務理事 

〃 千葉県自転車軽自動車商協同組合 理事長 

〃 イオンバイク(株) 管理本部長 

〃 (一社)日本自動車連盟千葉支部 事務所長 
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第１１次千葉県交通安全計画有識者ヒアリング 

 

 

 

 
氏 名 経歴・役職等 

学識経験者 鈴木 春男 千葉大学名誉教授 

榛澤 芳雄 日本大学名誉教授 

福田 敦 日本大学理工学部教授 

医療関係者 松本 尚 日本医科大学救急医学教授 

その他 

関係団体等 
北方 真起 自転車安全利用コンサルタント 

松林 健悟 日本自動車連盟(JAF) 千葉支部事務所長 

 
 
【県関係者】 

 

法律関係者 舩越 豊 千葉県交通事故相談所顧問弁護士 

学校関係者 宮内 輝久 
千葉県高等学校教育研究会 

交通安全教育部会会長 
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計画策定の経過 

 

年 月 日 実 施 内 容 

令

和

２

年 

5 月 26 日 千葉県交通安全対策推進委員会意見照会 

11 月 
4 日 千葉県交通安全対策推進委員会〔常任委員会〕 

25 日 国が第１１次交通安全基本計画（中間案）を公表 

12 月 22 日 
市町村意見照会 

千葉県交通安全対策推進委員会（常任委員会）意見照会 

12 月

～1月 
 有識者ヒアリング 

令

和

３

年 

1 月 26 日 千葉県交通安全対策会議〔幹事会〕【書面協議】 

2 月 2 日 千葉県交通安全対策推進委員会〔常任委員会〕 

2 月 5 日 パブリックコメント 

3 月 17 日 千葉県交通安全対策会議【書面協議】 

 
 
 
 


