
近澤　弘明 髙木　正俊 齋藤　広之 中島　勤

山口　和昭 程島　正雄 西條　敏一 福本　剛

外丸　吉男 松澤　秀夫 藤森　直登 安　英哲

宮﨑　弘 髙畠　一義 中川　栄二

兼坂　昌明 池田　浩一 平田　康子

馬場　正治 齋藤　一彦 千葉　努 菊池　政昭

戸谷　文彦 平野　彰 湯山　紀美 濵野　八重子

鑓田　肇 鈴木　穣 髙橋　愼吾 山崎　真由香

小柳出　勤 中田　和俊 新川　周一 渡辺　敦

吉田　征樹 吉岡　史博 乾　和夫

室井　烈 岩倉　信之 菅井　桂子 大口　啓二

市村　小夜子 田中　保男 内山　初江 片柳　豊

並木　寛 庄司　義一 鈴川　雄太 橋本　紳二

中宮　のり子 間邊　昭夫 堀田　賢一

高岡　敏哉 矢田　泰彦 持田　直子

林　昌邦 依田　広子 遠藤　千晶

横井　正巳 金子　弘一 古澤　光広 佐々木原　豊

前田　治明 門馬　勇一 北川　紘次 早坂　光男

安齋　嘉修 木曽　市朗 服部　太郎 石原　多美子

柳下　千佐子 奥富　妙子 小倉　政弘 長能　亮太

藤田　実 小野澤　和 加藤　恵三 古知　光二郎

山田　淳二 西垣　省三 山崎　享 桑原　多紀子

置田　光男 小島　幸男 関口　明良 加藤　修一

落合　裕介 望月　昭 志村　俊幸 杉山　博美

中馬　秀一 田邊　靜子 内田　ミツイ 南川　浩子

片平　勝久 下山　貴美子 齊藤　好子 豊田　政栄

長谷川　史浩 横澤　昌典 青柳　成展

宇野澤　昇一 高久　昭治 下田　裕司

依田　龍治 工藤　美津子 星　明雄 田井　昌伸

北川　剛司 杉野　芳之 河本　泰繁 粟竹　俊幸

増尾　誠一 斎藤　正夫 黒柳　育義 永井　実

小島　美恵子 藤田　ゆう子 横尾　正勝 雨宮　敏徳

野﨑　信子 中村　徹 更科　孝尚

三石　孝司 佐藤　光雄 竹田　洋希 鈴木　慶子

山口　喜久雄 井上　陽子 江原　勲 高里　憲悟

池田　博一 佐藤　芳子 福永　浩世 岡本　全史

高木　博見 岡村　良雄 稻垣　清子 大石　繁

福井　紘一 天明　裕雄 内田　裕子

阿部　誠一郎 峯岸　恭博 青田　延隆

加賀町地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
加賀町警察署

交通課交通総務係
045-641-0110

山手地域交通安全活動推進委員協議会

1

金沢地域交通安全活動推進委員協議会

2
【連絡先】

山手警察署
交通課交通総務係

045-623-0110

磯子地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
磯子警察署

交通課交通総務係
045-761-0110

3

4

5

南地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
南警察署

交通課交通総務係
045-742-0110

【連絡先】
金沢警察署

交通課交通総務係
045-782-0110

6

伊勢佐木地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
伊勢佐木警察署

交通課交通総務係
045-231-0110

7

戸部地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
戸部警察署

交通課交通総務係
045-324-0110

神奈川県内の地域交通安全活動推進委員
（地域交通安全推進委員の活動区域は協議会の設置された警察署管内です。）



筒井　恭男 森田　肇 杉山　文彦 宮田　富由

植松　満美子 大西　正男 永野　博之 三枝　正三

森　修一 八木　恭子 白土　雅司 三尾谷　二郎

恩田　勉 佐藤　晶子 福増　一浩 鈴木　國昭

石岡　秀男 小川　昭二 安孫子　英明 小野　圭介

松岡　周子 井上　たえ子 石井　宏昌 島田　昌順

大野　慶太 青木　淳子 大橋　ひさ江 和田　誠

松浦　泰弘 松島　由美子 高岡　英機 堀　光出

深瀬　喜永 多賀　久剛 手島　勝男 久田　隆一

筒見　克彦 酒井　芳江 相馬　宗泰 白田　愛子

持丸　幸夫 岩井　尋子 長崎　明

磯田　篤 伊藤　ひとみ 東海林　憲彦

石橋　葉子 鶴岡　政彦 飯野　貴至

板橋　悟 内田　美津枝 青木　恵美子 細井　新一

中山　徹 栗原　敏郎 渡邊　伸幸 板橋　勝治

矢部　恵一 岡崎　康雄 工藤　樹 内村　浩史

松野　節子 伊藤　賢司 佐藤　登志郎 塚本　和宏

三澤　広幸 北村　恒雄 猪股　衛 森山　元明

山野邉　和子 瀬川　恵美子 工藤　圭亮 増田　厚之

小磯　守 西山　宏二郎 大島　くに子 小池　忠雄

坂本　保 小川名　雅子 髙橋　一男 髙橋　則雄

三善　博明 安積　啓子 久保田　賢治 戸高　和憲

酒巻　和雄 南　秀明 伊郷　徳美 古野　宏

岩下　幸男 小澤　愼一 大野　功 蒲原　利之

二宮　健司 北澤　正浩 鈴木　康子

内倉　忠勇 小柴　彰浩 守田　和雄 伊澤　利晃

江塚　潔 三橋　康利 芦垣　智子 藤井　亜由実

堀内　陽子 渡邊　加奈子 根本　慶次 飯田　治子

春日　尚子 篠山　久仁子 貞方　幸子 石渡　亨

仁田　忠 佐々部　宣宏 市原　春絵 山野井　幹正

大越　雅也 臼井　瑞穂 三浦　真由子 花方　俊也

横溝　一則 真板　保昌 木田　充浩 反町　継之助

田邊　孝雄 酒井　勲 蛭田　幹夫 中岡　義美

岡本　伊織 中村　行雄 木村　勝義 丸山　忠義

宮本　正義 荏原　正和 岩本　竜一 森　弘幸

齋藤　哲也 石川　國樹 長澤　重夫 相川　弘美

宮田　光庸 横溝　義和 蔵方　弘之 小林　八千代

鈴木　正雄 戸田　敏子 本所　敏江 磯貝　忠男

川島　健 岩岡　義明 河原　進一 小島　重信

福島　静代 岡部　忠仁 難波　勲 矢嶋　英樹

萩原　一嘉 新倉　一夫 持田　忍 村松　勇治

鷲北　正臣 厚川　剛 小林　良之

8
【連絡先】

神奈川警察署
交通課交通総務係

045-441-0110

神奈川地域交通安全活動推進委員協議会
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保土ケ谷地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
保土ケ谷警察署

交通課交通総務係
045-335-0110

鶴見地域交通安全活動推進委員協議会

11

旭地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
旭警察署

交通課交通総務係
045-361-0110

【連絡先】
鶴見警察署

交通課交通総務係
045-504-0110

9

12

港南地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
港南警察署

交通課交通総務係
045-842-0110

13

港北地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
港北警察署

交通課交通総務係
045-546-0110

14

緑地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
緑警察署

交通課交通総務係
045-932-0110



工藤　明 渋谷　裕孝 坂間　智司 岡﨑　政則

飯田　敬 齋藤　正夫 明石　福子 廣田　拓人

倉本　澄夫 田﨑　幸江 松澤　孝治 原田　健治

吉村　正夫 鈴木　洋 倉本　力

三ッ橋　耕三 鎌田　安一 野田　勝昭

鴨志田　進 杉浦　一夫 菅谷　二朗

加藤　恒雄 小泉　光秋 小泉　操 安野　陽介

鴨志田　隆一 佐藤　昌彦 小嶋　貴宏

内野　成夫 飯塚　昭治 小金井　友治

大久保　英喜 浅子　慶子 橘　勝也

嶺岸　剛 井上　利明 大浦　裕子

川辺　重男 柴原　和可 武田　直樹 戸塚　豊

大場　吉彦 根本　昇 小泉　孝夫 森田　正夫

白石　巧一 石渡　勝莫 小野　美保 三浦　修

髙山　征一 竹生田　博 小泉　和雄

五反田　佐千子 廣田　和彦 島尻　健兒

鳥谷部　忠義 金子　健市 根本　茂

森　克巳 森　雅宏 松本　裕明 大貫　由香

椿　憲司 小巻　三枝子 長沼　勲 北村　利之

鈴木　一美 中込　政彦　 加藤　優子 児矢野　ルミ

増田　明彦 峯村　和彦 長沼　雅明

山田　正利 寺澤　正克 岩﨑　正人

八巻　裕仁 麻生　富士雄 森　正雄 中野　君夫

中丸　定昭 押村　明弘 横山　直 桑原　恵

清水　隆男 近藤　節夫 石井　保雄 安田　明彦

山野　宏之 林　弦矢 石井　喜代志 岩崎　正造

相澤　暁三 礒野　洋子 青木　一喜 小林　浩

栁沼　芳光 川口　恭正 横山　正之 上杉　政五郎

北井　道 渋川　正継 小川　肇 仲野　健一

奥津　道夫 水谷　美子 假屋　なな子 高階　康之

相原　友宏 広瀬　徹 鎌田　康夫

藤木　幸吉 荒木　和夫

奥山　清 山本　泰三

兼田　勉 岡本　輝雄

中丸　清貴

16

都筑地域交通安全活動推進委員協議会

15

青葉地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
青葉警察署

交通課交通総務係
045-972-0110

17

戸塚地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
都筑警察署

交通課交通総務係
045-949-0110

18

栄地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
戸塚警察署

交通課交通総務係
045-862-0110

19

泉地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
栄警察署

交通課交通総務係
045-894-0110

20

瀬谷地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
泉警察署

交通課交通総務係
045-805-0110

21

横浜水上地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
瀬谷警察署

交通課交通総務係
045-366-0110

【連絡先】
横浜水上警察署

交通地域課交通係
045-212-0110



關　進 横山　直幸 大葉　章彦 瀧本　昌和

佐野　最一郎 新土　久子 早川　雅夫 河岸　与志夫

三谷　輝夫 吉田　勝美 上野　武志 西　洋二郎

平田　順子 青木　一孝 植木　敏男 池口　吉紀

北村　雅基 森川　友生男 芳賀　寛 吉田　聡一郎

増井　修二 藤野　俊 小林　秀子 石田　守旦

大川原　久 野尻　成久 博田　豪 細谷　明博

石渡　宏之 須山　康成 渡辺　正 島宗　茂志

髙橋　庸浩 髙野　詔次 小原　裕之 藤原　孝夫

佐野　昇 臼井　博一郎 山口　満晴 緑川　義雄

秋元　孝子 松元　秀夫 佐藤　隆行

中川　潔 土倉　護曜 村松　久 村上　昌二

金井　弘年 日原　悟 緒方　裕治 阿部　法弘

原　利成 大澤　義和 梶原　吉春 植田　宏幸

高橋　美三子 田中　慧典 中嶋　達夫

深瀬　謙二 望月　勇郎 髙橋　吉明

山田　巧 砂田　忠和 岩澤　達夫

朝山　秀男 高山　正憲 安居院　英樹 虎岩　清

山口　敦男 吉川　暢彦 松原　勝 岩滿　優

伊藤　稔 鹿島　義久 島田　政則 西　敬次郎

山本　忠義 朝比奈　義和 神子　喜代子 石川　恵里子

松本　玲子 クルーズ　由美子 野口　守重

奥山　久美子 石井　茂宏 成田　聡

平田  眞 大箭　久夫 市川　郁雄

持田　知介 水守　惠子 福田　努 髙田　純子

鈴木　敏春 日比野　憲司 渥美　茂弥 林　昭子

成田　憲一 澁谷　洋一 村松　孝次 小関　美保

品田　和彦 宮田　周 佐久間　達也 石井　哲哉

萩原　勝範 黒川　俊一 棚部　太朗

鈴木　豊 千葉　智昭 長沼　初

杉田　進 持田　悟 山田　英夫 松井　俊雅

持田　清二 岸井　勇 杉田　公男 木川　譲二

内海　正昭 石山　正春 井田　康夫 齋藤　淳

伊藤　昇 名古屋　徳藏 中島　裕子 永井　達弘

村山　進 都倉　良治 馬島　久枝 大久保　明男

鮫島　隆 竹間　重雄 秋山　洋德 藤田　文昭

原田　弘 石山　昭典 元木　玉江 岡部　シホリ

吉場　八重子 佐藤　学 金井　周悟 古谷　操

蓬田　亨 小倉　勝義 井田　祐二郎 小山　義雄

山田　和也 井田　聡志 遠藤　勉

石垣　正吉 元木　正巳 原嶌　晃

梅田　希世志 岸　正和 黒川　猛

22

川崎地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
川崎警察署

交通課交通総務係
044-222-0110

23

川崎臨港地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
川崎臨港警察署

交通課交通総務係
044-266-0110

24

幸地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
幸警察署

交通課交通総務係
044-548-0110

25

中原地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
中原警察署

交通課交通総務係
044-722-0110

26

高津地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
高津警察署

交通課交通総務係
044-822-0110

27

宮前地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
宮前警察署

交通課交通総務係
044-853-0110

28

多摩地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
多摩警察署

交通課交通総務係
044-922-0110



関口　達雄 鈴木　憲治 伊藤　廣一 瀬川　千世子

梶　俊夫 梅澤　馨 鈴木　成一 荻野　治男

荒井　一雄 長瀬　敏之 蓬田　忠 市川　衛

飯塚　實 畠山　利治 東　正人 森　恒雄

髙橋　保夫 角井　康幸 久保倉　富男

中村　昌弘 泉澤　泰範 原　卓志 鶴見　正文

小池　克彦 岩崎　のり子 重田　健一 北川　政樹

飯田　昌興 森　隆雄 岡田　英城 西村　裕治

藤井　正一 宇内　達也 田口　義明 石渡　直巳

大川　渉 佐藤　英二 川口　秋義

森　雄一 市川　壽一 中村　明根

和田　弘 八木　達也 今　　雅史

吉野　英男 古屋　英尚 福田　敏 渡邊　佳子

多田　かほる 松村　誠一 千原　佑樹 須田　真由美

伊勢田　克己 亀井　正繹 堀内　史郎 岩澤　義仁

前田　郁夫 森川　久 筒井　雅彦 竹永　久志

岡　昌憲 鷹柳　久 丸岡　敬典 小林　純子

森下　守久 山本　詔一 野坂　孝子 大久保　三雄

大野　典明 小菅　正典 濱田　惠里 加藤　浩

飛田　由男 鈴木　孝秀 竹永　博

長森　保 加藤　陽一 荻野　昭

横溝　卓 岡田　安司 北川　三三

髙梨　和吉 若林　巧 小川　修身 米本　純一

村山　正美 長嶋　清隆 角田　道廣 山口　友美

藤井　正男 西崎　増江 加藤　和己 佐藤　隆

井戸　幸隆 加藤　敏夫 神田　幸一

山本　昭子 鈴木　衛 吉田　澄子

加藤　清 中島　章一 三留　知一 高橋　正一

角田　悦夫 髙梨　礼子 大串　勝彦 稲葉　昌美

岩澤　晴人 加藤　美代子 大日方　佳子

宇佐　裕子 須藤　トクエ 馬場　惠子

小林　壽志 川瀬　健治 市川　信子 石黒　雄士

葉山　重康 平野　佳一 千葉　弘幸

匂坂　洋 石渡　眞澄 安藤　知侑

高山　啓市 平野　健次 菊池　尚

山上　良 七海　翔太 近藤　孝

30

横須賀地域交通安全活動推進委員協議会

29

麻生地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
麻生警察署

交通課交通総務係
044-951-0110

31

田浦地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
横須賀警察署

交通課交通総務係
046-822-0110

32

横須賀南地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
田浦警察署

交通課交通総務係
046-861-0110

33

三崎地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
横須賀南警察署

交通課交通総務係
046-835-0110

34

葉山地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
三崎警察署

交通課交通総務係
046-881-0110

35

逗子地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
葉山警察署

交通課交通係
046-876-0110

【連絡先】
逗子警察署

交通課交通総務係
046-871-0110



野村　修平 中村　悟 松岡　豊和 竹内　浩昭

山本　元洋 大森　道明 中村　美重子 築花　邦和

小宮　幸二 竹村　修 井上　靖章 栗山　翔一

山内　義房 森　隆雄 菅尾　智美 青柳　哲也

高橋　和歌夫 牧田　薫 廣瀬　眞 前田　剛

高田　辰二 小野田　幸子 澁木　清二 石原　正

小和口　三郎 鈴木　康夫 仲山　治美 小笠原　巌

小泉　権七 吉原　弘晃 松本　さつき 間　隆浩

奥野　行平 土田　升男 田村　文治

本田　房子 増田　総三 能本　久男

本多　正美 小岩　宗夫 船橋　輝行 浅場　弘之

古川　京子 三觜　フユ子 田中　誠治

峰﨑　千枝子 青木　進 北島　礼子

中村　隆行 岩本　房江 田中　修

林　藤子 高田　弘之 基齋　平

内野　覚 一柳　和子 鈴木　好子

杉山　儀和 佐藤　岳人 岡野　泰美

古郡　徹 野口　徳儀 本間　泰弘 根岸　武己

川又　辰治 眞壁　初枝 大野　英二 日原　修

関水　孝志 深瀬　正二 落合　功 笹沼　康典

木内　明 古谷　日出夫 伊澤　金光 片山　利通

山梨　竜一 水島　登 田中　裕子

山本　三郎 入内嶋　晃 井上　克己

桐ケ谷　彰織 福室　詔子 小玉　徹

佐藤　たゑ子 新井　一央 丸　照代 山本　和好
長谷川　由美子 吉留　三千代 金澤　純一 脇　義久

岩澤　一朗 岩澤　裕 小川　芳雄 長井　美穂子

三橋　健治 大藤　幸巧 山本　隆史

内藤　ふさ子 馬場　佳寿美 米山　一己

安武　憲二 竹内　和夫 中野　雄司

石山　睦子 山田　幸惠 浅岡　康一

中浦　渡 蓑島　亨 田邊　義和 浜野　利成

上田　和夫 土屋　勝利 久保　育郎 草柳　重夫

塚本　誠 髙木　緑 原　真実子 土谷　康夫

大塚　英子 石川　孝則 山城　亮 筒井　圭吾

鳥海　敏克 小澤　尚之 瀬尾　進 内田　利幸

鈴木　明 坂㞍　広文 細谷　敏行 柏木　健一

清田　健 原田　民雄 原田　玉美 久保田　忠昭

小川　芳明 萩原　峰子 岡崎  桂 柳田　和江

小島　重藏 峯村　千寿子 野崎　裕 加藤　勝義

石崎　一郎 守屋　重雄 石田　いづみ 二梃木　敏行

宮戸　康夫 宮嶋　君江 八幡　幸夫

杉崎　一夫 三宮　健司 田中　初枝

36

鎌倉地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
鎌倉警察署

交通課交通総務係
0467-23-0110

37

大船地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
大船警察署

交通課交通総務係
0467-46-0110

38

藤沢地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
藤沢警察署

交通課交通総務係
0466-24-0110

39

藤沢北地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
藤沢北警察署

交通課交通総務係
0466-45-0110

40

茅ケ崎地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
茅ケ崎警察署

交通課交通総務係
0467-82-0110

41

平塚地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
平塚警察署

交通第一課交通総務係
0463-31-0110

42

大磯地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
大磯警察署

交通課交通総務係
0463-72-0110



青木　正次 野村　純子 露木　照政 加藤　輝利

石川　尚久 鈴木　茂男 髙瀬　敏明 西山　和男

千石　誠治 岸　孝司 曽我　良成 竹下　港

志村　裕之 神保　厚 相澤　功 山崎　桂一

尾崎　輝雄 三科　和子 髙橋　初男 府川　誠二

岩本　敦彦 二見　嘉彦 南　珠美

髙麗　昭夫 小宅　トシ子 力石　邦男

加藤　隆司 平井　光代 小宮山　功

倉橋　光男 小澤　修一 大舘　一郎 碓井　優喜朗

山本　健一 杉村　幸信 府川　仁 五月女　俊文

井上　實 清水　正明 武　英男 小野　貴一郎

府川　洋一 千葉　まさ子 武藤　さかえ 井上　達夫

佐野　勝義 井上　宏 福井　惠美子

古谷　光一 山口　勇 北村　昇 加藤　愛

田村　一彦 諸星　義晴 栁川　朗 小林　佳子

相原　孝司 諸星　勝美 宇佐美　一生 原田　浩光

石原　隆男 沼田　勇 山口　美枝子

庵地　優作 久保寺　賢一 木村　義則

吉岡　葉子 熊澤　庄市 小曽根　和男

飯塚　武彦 石　安治 板橋　猛 山田　勉

柏木　貞俊 山本　裕 西村　直樹 荒巻　康博

渡邊　宇之助 杉浦　候二 鍛代　衛 辻川　卓

天野　要 本川　重樹 原　保治 大滝　浩之

北川　昇 林　一弥 佐川　一男

笹生　準一 栁川　操 佐藤　文則 安藤　貞雄

真田　辰雄 柳田　光太郎 佃　賢一 鈴木　新二

福山　忠俊 内田　照夫 佐藤　義男 前場　敏男

大貫　和美 三栖　幸雄 加藤　明広 加賀谷　努

川崎　勲 清田　洋二 齊藤　博 濱　広宣

眞鍋　あゆみ 二見　良雄 田中　義太郎 豊嶋　進一

囲　弘子 永野　保夫 梅津　昌信

新井　勝海 安西　輝夫 前場　康孝

古郡　保正 長谷川　貴文 髙杉　貴子 瀬沼　淳一

髙橋　孝司 伊澤　健志朗 須藤　良則 下田　秀夫

小島　好行 田墨　道治 吉田　正人 阿部　宣幸

安田　敏男 沢田　美登利 鞠子　貴子 田邉　明夫

市川　悟 池田　光昭 長沢　則子 池田　洋子

橘川　利一 坂本　裕之 松谷　高英 小菅　誠二

森　佳美 相川　照美 芳賀　英輔

石岡　嘉彦 小野　直樹 杉村　直樹

片野　恒幸 脇元　敏子 落合　良晴 緑　雄二

有山　晴夫 佐藤　純持 草薙　次雄 内藤　和美

田中　忠雄 大原　広孝 沢登　稔

川口　和義 澤田　信雄 大野　広之

加藤　真一 瀬戸　文男 鈴野　哲也

44

松田地域交通安全活動推進委員協議会

43

小田原地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
小田原警察署

交通第一課交通総務係
0465-32-0110

45

秦野地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
松田警察署

交通課交通総務係
0465-82-0110

46

伊勢原地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
秦野警察署

交通課交通総務係
0463-83-0110

47

厚木地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
伊勢原警察署

交通課交通総務係
0463-94-0110

48

大和地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
厚木警察署

交通第一課交通総務係
046-223-0110

49

座間地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
大和警察署

交通第一課交通総務係
046-261-0110

【連絡先】
座間警察署

交通課交通総務係
046-256-0110



清水　護 木村　好夫 坂本　良作 向山　征人

平井　昇 長谷見　健一 小宮山　恭弘 有路　富夫

新倉　公子 平間　邦夫 小泉　正雄 髙橋　正巳

藤城　英子 平本　敏男 髙橋　光雄 内田　貞雄

田所　豊 石井　トシ子 石月　光子 野﨑　徹

中村　清貴 阿部　邦彦 三原　祐子 櫻内　康裕

増田　勝也 河本　喜美夫 荻原　ますみ 大澤　一則

後藤　博 須藤　とし 大谷　浩一

黛　和衛 佐々木　数也 佐藤　勝巳

秋山　芳美 中野　正 阿部　公作

吉川　順一 徳田　耕作 本郷　永子

鈴木　貴市 荒木　伸弘 吉田　則江 関根　一典

伊藤　公男 土田　喜正 野崎　美沙 本山　香津江

鈴木　晴澄 清水　勝巳 九嶋　正 古賀　幸枝

阿部　身江子 松倉　吉則 山下　憲一

中里　裕之 月村　金蔵 長澤　彰

小須田　博 畠山　則雄 藤野　眞理子

榎本　雪夫 駒井　洋子 三枝　壽美雄 矢島　忠男

内田　雅仁 大貫　和正 橋本　美惠子 萩原　昌子

吉田　實 鈴木　和正 林　健太郎

髙城　昌子 樋口　正人 笠島　秀俊

井草　照夫 関　欣人 長谷川　文

平栗　文夫 諸角　光雄 平本　公夫 小島　信彦

髙﨑　久幸 平井　信幸 船橋　一 森田　正紀

山崎　常夫 齋藤　美智夫 小川　達雄 福島　敏幸

今　正己 大場　順子 佐藤　由美子 田中　活廣

54

津久井地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
津久井警察署

交通課交通総務係
042-780-0110

51

相模原地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
相模原警察署

交通第一課交通総務係
042-754-0110

52

相模原南地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
相模原南警察署

交通課交通総務係
042-749-0110

53

相模原北地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
相模原北警察署

交通課交通総務係
042-700-0110

50

海老名地域交通安全活動推進委員協議会

【連絡先】
海老名警察署

交通課交通総務係
046-232-0110


