
京葉地区タクシー事業適正化・活性化協議会 

委員出席者名簿 
 
千葉県総合企画部交通計画課長               穴澤 幸男  
          （代理出席 総合企画部交通計画課主事 辻内 裕樹） 
市川市長                         大久保 博 

（代理出席 道路交通部交通計画課課長 小林 英樹） 
船橋市長                         松戸 徹 

（代理出席 都市計画部都市計画課交通政策室主査 鈴木 金則） 
習志野市長                        宮本 泰介 

（代理出席 都市整備部都市計画課係長 森川 善文） 
八千代市長                        秋葉 就一 

（代理出席 都市整備部都市計画課副主幹 安原 信尚） 
鎌ヶ谷市長                        清水 聖士 

（欠 席） 
浦安市長                         松崎 秀樹 

（代理出席 都市政策課課長 金子 吉直） 
一般社団法人千葉県タクシー協会長             篠﨑 敦 
千葉県個人タクシー協会長                 栗山 正三 
市川交通自動車株式会社代表取締役社長           三上 功 
有限会社武藤自動車代表取締役社長             武藤 厚 
有限会社丸十タクシー代表取締役社長            德田 昭 
エムティ有限会社イースタン代表取締役社長         古知 愛一郎 
京葉タクシー有限会社代表取締役社長            吉田 英聖 
                              （欠 席） 
みさきタクシー有限会社代表取締役社長           吉田 英聖 
                    （代理出席 所長 花山 弘之） 
全国自動車交通労働組合総連合会千葉地方本部執行委員長   小林 正勝 
一般社団法人千葉県商工会議所連合会長           石井 俊昭 

（代理出席 事務局長 椙村 一郎） 
日本大学名誉教授工学博士                 榛澤 芳雄 
千葉県警察本部交通部交通指導課長             佐藤 保 

（欠 席） 
千葉県警察本部交通部交通規制課長             倉本 武夫 

（欠 席） 
千葉労働局労働基準部監督課長               江口 勇次 
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長       小林 千佳 
千葉県タクシー運転者登録センター所長           川島 孝之 
 



東葛地区タクシー事業適正化・活性化協議会 

委員出席者名簿 
 
千葉県総合企画部交通計画課長               穴澤 幸男 

       （代理出席 総合企画部交通計画課主事 辻内 裕樹） 
松戸市長                         本郷谷 健次 

（代理出席 交通政策課課長 片田 雅文） 
野田市長                         根本 崇 

（欠 席） 
柏市長                          秋山 浩保 

（代理出席 交通政策課副主幹 大山 祥司） 
流山市長                         井崎 義治 
        （代理出席 都市計画課交通計画推進室主事 印南 圭祐） 
我孫子市長                        星野 順一郎 

（欠 席） 
一般社団法人千葉県タクシー協会長             篠﨑 敦 
千葉県個人タクシー協会長                 栗山 正三 
小金タクシー有限会社代表取締役社長            田居 照康 
有限会社北柏交通代表取締役社長              松丸 尚 
マツドタクシー株式会社イースタン代表取締役社長      古知 愛一郎 
全国自動車交通労働組合総連合会千葉地方本部執行委員長   小林 正勝 
一般社団法人千葉県商工会議所連合会長           石井 俊昭 

（代理出席 事務局長 椙村 一郎） 
日本大学名誉教授工学博士                 榛澤 芳雄 
千葉県警察本部交通部交通指導課長             佐藤 保 

（欠 席） 
千葉県警察本部交通部交通規制課長             倉本 武夫 

（欠 席） 
千葉労働局労働基準部監督課長                 江口 勇次 
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長       小林 千佳 
千葉県タクシー運転者登録センター所長           川島 孝之 
 
 
 
 
 
 



千葉地区タクシー事業適正化・活性化協議会 

委員出席者名簿 
 
 
千葉県総合企画部交通計画課長                穴澤 幸男 

        （代理出席 総合企画部交通計画課主事 辻内 裕樹） 
千葉市都市局次長（都市部長兼務）              河野 功 

（代理出席 都市局都市部交通政策課主査 加藤 信夫） 
四街道市長                         佐渡 斉 

（代理出席 経営企画部政策推進課副主幹  伊藤 智剛） 
一般社団法人千葉県タクシー協会長              篠﨑 敦 
千葉県個人タクシー協会長                  栗山 正三 
有限会社稲毛構内タクシー代表取締役社長           大越 一朋 
                               （欠 席） 
千葉構内タクシー株式会社代表取締役社長           加藤 末昭 
株式会社両総グランドサービス代表取締役社長         川島 孝之 
和光タクシー株式会社代表取締役社長             萩原 昭 

（代理出席 取締役 古知 愛一郎） 
全国交通運輸労働組合総連合千葉県交通運輸労働組合執行委員長 櫛田 勇 
一般社団法人千葉県商工会議所連合会長            石井 俊昭 

（代理出席 事務局長 椙村 一郎） 
日本大学名誉教授工学博士                  榛澤 芳雄 
千葉県警察本部交通部交通指導課長              佐藤 保 

（欠 席） 
千葉県警察本部交通部交通規制課長              倉本 武夫 

（欠 席） 
千葉労働局労働基準部監督課長                江口 勇次 
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長        小林 千佳 
千葉県タクシー運転者登録センター所長             川島 孝之 
 
 
 
 
 
 
 
 



北総地区タクシー事業適正化・活性化協議会 

委員出席者名簿 
 
千葉県総合企画部交通計画課長               穴澤 幸男 

       （代理出席 総合企画部交通計画課主事 辻内 裕樹） 
成田市長                         小泉 一成 

（欠 席） 
佐倉市長                         蕨  和雄 

（代理出席 都市部都市計画課主査 櫻井 慎也） 
八街市長                         北村 新司 

（代理出席 総務部企画課主任主事 栗原 孝治） 
印西市長                         板倉 正直 

 （代理出席 企画財政部企画政策課主査 堀越 庄一） 
白井市長                         伊澤 史夫 

（代理出席 企画政策課主査補 冨田 宏美） 
富里市長                         相川 堅治 

（代理出席 総務部企画課主査補 池田 勉） 
香取市長                         宇井 成一 

（代理出席 企画政策課主査 安原 寿和） 
酒々井町長                        小坂 泰久 

（欠 席） 
神崎町長                         石橋 輝一 
                              （欠 席） 
多古町長                         菅澤 英毅 
                              （欠 席） 
東庄町長                         岩田 利雄 

（欠 席） 
芝山町長                         相川 勝重 

（欠 席） 
一般社団法人千葉県タクシー協会長             篠﨑 敦 
国際空港交通株式会社代表取締役社長            成毛 由興 
株式会社千葉交タクシー代表取締役社長           栗原 幸弘 
有限会社都市交通タクシー専務取締役            豊泉 達樹 
全国自動車交通労働組合連合会千葉地方連合会書記長     湯浅 光男 
一般社団法人千葉県商工会議所連合会長           石井 俊昭 

（代理出席 事務局長 椙村 一郎） 
日本大学名誉教授工学博士                 榛澤 芳雄 
千葉県警察本部交通部交通指導課長             佐藤 保 

（欠 席） 
千葉県警察本部交通部交通規制課長             倉本 武夫 

（欠 席） 
千葉労働局労働基準部監督課長               江口 勇次 
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長       小林 千佳 
千葉県タクシー運転者登録センター所長           川島 孝之 
 
 
 



市原地区タクシー事業適正化・活性化協議会 

委員出席者名簿 
 
 
千葉県総合企画部交通計画課長               穴澤 幸男 

       （代理出席 総合企画部交通計画課主事 辻内 裕樹） 
市原市長                         小出 譲治 

（代理出席 企画部交通政策課課長 若菜 一繁） 
一般社団法人千葉県タクシー協会長             篠﨑 敦 
白鳥タクシー有限会社代表取締役社長            白鳥 雅久 
有限会社潤井戸タクシー代表取締役社長           菊岡 文夫 
市原ベイタクシー株式会社代表取締役社長          小出 雄太 

（欠 席） 
全国自動車交通労働組合連合会千葉地方連合会執行委員長   佐藤 豊 
一般社団法人千葉県商工会議所連合会長           石井 俊昭 

（代理出席 事務局長 椙村 一郎） 
日本大学名誉教授工学博士                 榛澤 芳雄 
千葉県警察本部交通部交通指導課長             佐藤 保 

（欠 席） 
千葉県警察本部交通部交通規制課長             倉本 武夫 

（欠 席） 
千葉労働局労働基準部監督課長               江口 勇次 
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長       小林 千佳 
千葉県タクシー運転者登録センター所長           川島 孝之 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



南房地区タクシー事業適正化・活性化協議会 

委員出席者名簿 
 
 
千葉県総合企画部交通計画課長               穴澤 幸男 

       （代理出席 総合企画部交通計画課主事 辻内 裕樹） 
館山市市長公室企画課副主幹兼政策係長           別所 正之 
木更津市企画部企画課主事                 金子 龍一郎                       

鴨川市企画政策課主任主事                 渡邉 俊 
君津市企画制作部企画政策課主任主事            石黒 裕之 
富津市総務部企画課企画係主事               牧野 圭吾 
袖ヶ浦市企画財政部企画課副主幹              飯野 芳樹 
南房総市企画部企画政策課副主幹兼係長           嶌田 紀之 
鋸南町総務企画課主事                   岩﨑 雄也 
一般社団法人千葉県タクシー協会長             篠﨑 敦 
かずさ交通株式会社代表取締役社長             鶴岡 良樹 
鏡浦自動車株式会社代表取締役社長             河野 義輔 
全国交通運輸労働組合総連合千葉県交通運輸労働組合執行委員 下村 良 
一般社団法人千葉県商工会議所連合会長           石井 俊昭 

（代理出席 事務局長 椙村 一郎） 
日本大学名誉教授工学博士                 榛澤 芳雄 
千葉県警察本部交通部交通指導課長             佐藤 保 

（欠 席） 
千葉県警察本部交通部交通規制課長             倉本 武夫 

（欠 席） 
千葉労働局労働基準部監督課長               江口 勇次 
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長       小林 千佳 
千葉県タクシー運転者登録センター所長           川島 孝之 


