
令和４年第３回交通安全協議会運営委員会議事録 

 

日 時  令和４年７月２８日（木） 

場 所  熊本県自動車会館４階第１～２会議室 

 

参加者  仲敏彦担当理事 前田英明運営委員長 井誠一郎副運営委員長  

西村栄二副運営委員長 上原政彦委員 杉本修一委員 

内野恵二郎委員 松村健広委員  

     西村愛専門官（支局）吉良洋平警部（県警）児玉久光専務（軽協会）

緒方将（ＪＡＦ） 

     事務局 松本伸二専務 羽田野晃央事務局長 住本未佳課長 

 

〇前田運営委員長議事進行 

議題１、令和４年度「交通安全の集い」第 32回（第 31回は中止）について 

事務局より資料を基に説明  

令和 4年 9月 9日（金）15：00 熊本テルサ 1階テルサホールにて開催予定 

１． 開会 

２． 交通事故による犠牲者に対する黙祷 

３． 会長挨拶 熊本県自動車販売店交通安全協議会会長 

   熊本トヨペット株式会社 代表取締役会長 齊藤 直信 

４． 来賓祝辞 熊本県警察本部、九州運輸局熊本運輸支局（予定） 

５． 来賓紹介  

６． セーフティアドバイザー委嘱状交付  

７． 優良運転者の表彰 

８． 活動報告 熊本県自動車販売店交通安全協議会 副会長 

    株式会社ホンダ四輪販売南九州 代表取締役社長 仲 敏彦 

９． 大会宣言 

１０．交通安全講話 熊本県警察本部（予定） 

１１．記念講演 日本赤十字社熊本県支部救命救急センター（予定） 

１２．閉会  17時予定 

 

17：15～業務連絡会 

１）会員役割分担 

 ・広報担当   前田運営委員長（ユナイテッドトヨタ熊本㈱） 

         井副運営委員長（㈱ホンダ四輪販売南九州） 

 ・会場責任者  前田運営委員長（ユナイテッドトヨタ熊本㈱） 



 ・駐車場責任者 杉本委員（熊本日産自動車㈱） 

 ・大会宣言・表彰…リハーサル担当 西村副運営委員長（㈱スズキ自販熊本） 

 ・大会宣言者 （ 廣原 力丸 ）（ 村上 萌 ）  （㈱スズキ自販熊本） 

 ・委嘱状受取 （ユナイテッドトヨタ熊本㈱にて人選） 

 ・優良運転者表彰受取…30年 後日選定 

             20年 内野恵二郎（熊本三菱自動車販売㈱） 

 ・表彰関係担当  内田委員（いすゞ自動車九州㈱） 

内野委員（熊本三菱自動車販売㈱） 

２）受付担当  

 ・来賓受付  運輸支局・県警、講演者…事務局 →控室・喫茶店 

 ・代表者受付 正会員 21名ホンダ会員 12名の受付…事務局 

       （くまモンバッジ確認・プログラム配布・名札・席次表・記者） 

 ・一般受付  各会員参加名簿・プログラム配布・席札配布 

        ※駐車券はテルサフロントにて清算（無料券配布） 

３）駐車場担当 代表者駐車場誘導、玄関前ロータリー指定位置に誘導・一般

駐車場誘導 

        杉本委員（熊本日産自動車㈱）・上原委員（ネッツトヨタ熊本㈱） 

        村上委員（日産プリンス熊本販売㈱）・佐々木会員（㈱南九州マ

ツダ）・沼野会員（㈱ヤナセ）石本会員（㈱シュテルン熊本）・ 

        加茂田会員（ＵＤトラックス㈱）・後藤会員（三菱ふそうトラッ

ク・バス㈱） 

４）会場担当  のぼり、席次、会場レイアウトの準備・一般受付 

        松村委員（アデル・カーズ㈱）・吉井会員（熊本日野自動車㈱）・ 

        中川会員（熊本トヨタ自動車㈱）・出井会員（熊本スバル自動車㈱） 

        永田会員（熊本ダイハツ販売㈱）・坂本会員（㈱モトーレンフロイデ） 

        皆吉会員（ファーレン熊本㈱）・井崎会員（熊本トヨペット㈱） 

５）写真担当  ＪＡＦ緒方様 

 

〇コロナ感染対策を加味し、人員を一昨年同様、130名程度に縮小して開催。 

 参加人員割当表により案内文書を後日発信致しますので、期日までにご報告 

 お願いします。 

〇当日の一般集合時間は 14時 45分、14時 50分着座 

 運営委員、部会委員は 13時 30分集合、表彰の方は 14時 00分集合、集い前に 

 メールにて送信致します。 

 

議題３ その他 部会にて報告 



令和４年第１回交通安全協議会議事録 

 

日 時  令和４年７月２８日（木） 

場 所  熊本県自動車会館４階第１～３会議室 

 

参加者  仲敏彦担当理事 前田英明運営委員長 井誠一郎副運営委員長  

西村栄二副運営委員長 上原政彦委員 杉本修一委員 

内野恵二郎委員 松村健広委員  

中川大会員、井崎安徳会員、村上正義会員、佐々木浩晴会員、 

永田秀嗣会員、出井和光会員、吉井誠哲会員、沼野隆会員、 

坂本充穂会員、石本隆一郎会員、皆吉裕介会員、後藤健生会員、 

加茂田芳徳会員 

     西村愛専門官（支局）吉良洋平警部（県警）児玉久光専務（軽協会）

緒方将（ＪＡＦ） 

     事務局 松本伸二専務 羽田野晃央事務局長 住本未佳課長 

 

〇前田運営委員長議事進行 

〇仲担当理事挨拶 

 皆さんこんにちは。月末のお忙しい中、又、暑い中ご参加頂きまして有難う

ございます。今週の火曜日に大津、菊陽バイパスにて交通事故渋滞が発生し

ておりました。クルマ 3～4台が絡む事故で、先頭の車が横転している悲惨な

状況に遭遇し、憂鬱な気持ちになり通り過ぎました。 

梅雨も明け、気温も上昇、来週は気温が 36～37 度になるとの予想です。暑さ

による疲れから、事故を起こさないよう、社内でも安全運転を呼び掛けてくだ

さい。熊本県警の交通事故死亡者数を見てみますと、2022 年 6 月末現在で 25

名となっており、昨年 6 月末の 20 名より 5 名の増加と、残念な結果となって

います。九州他県に比べても、沖縄の＋3名を除く他はマイナスとなっており、 

我々は、県内の交通事故死亡者数ゼロを目標に、やっていきたいと思います。 

私が昨年まで在籍しておりました「次世代モビリティ」においても、自動車業

界全体では 2050 年までに交通事故死者数ゼロを目標に、新車による交通事故

死者数ゼロは 2030 年までを目標とし、自工会として技術力を高めて参りまし

たが、技術の向上より現場で働く人、もしくは運転する人、それは人ですから、

まずは、人の意識を変えていかないと「ゼロ」にはならないのではないかと思

います。現場で働いている我々が中心となり、交通安全に努めていかなければ

と思います。皆さんのご協力お願いします。 

 



〇前田運営委員長議事進行 

議題１、令和４年度「交通安全の集い」第 32回（第 31回は中止）について 

事務局より資料をもとに説明  

 

令和 4年 9月 9日（金）15：00 熊本テルサ 1階テルサホールにて開催予定 

1. 交通事故による犠牲者に対する黙祷 

2. 会長挨拶 熊本県自動車販売店交通安全協議会会長 

     熊本トヨペット株式会社 代表取締役会長 齊藤 直信 

3. 来賓祝辞 熊本県警察本部、九州運輸局熊本運輸支局（予定） 

4. 来賓紹介  

5. セーフティアドバイザー委嘱状交付  

6. 優良運転者の表彰 

7. 活動報告 熊本県自動車販売店交通安全協議会 副会長 

     株式会社ホンダ四輪販売南九州 代表取締役社長 仲 敏彦 

8. 大会宣言  

10.交通安全講話 熊本県警察本部（予定） 

11.記念講演 日本赤十字社熊本県支部救命救急センタードクターヘリ（予定） 

12.閉会 17時予定 

 

１）会員役割分担 

 ・広報担当   前田運営委員長（ユナイテッドトヨタ熊本㈱） 

         井副運営委員長（㈱ホンダ四輪販売南九州） 

 ・会場責任者  前田運営委員長（ユナイテッドトヨタ熊本㈱） 

 ・駐車場責任者 杉本委員（熊本日産自動車㈱） 

 ・大会宣言・表彰…リハーサル担当 西村副運営委員長（㈱スズキ自販熊本） 

 ・大会宣言者 （ 廣原 力丸 ）（ 村上 萌 ）  （㈱スズキ自販熊本） 

 ・委嘱状受取 （ユナイテッドトヨタ熊本㈱にて人選） 

 ・優良運転者表彰受取…30年 後日決定 

             20年 内野恵二郎（熊本三菱自動車販売㈱） 

 ・表彰関係担当 内田委員（いすゞ自動車九州㈱） 

内野委員（熊本三菱自動車販売㈱） 

２）受付担当  

 ・来賓受付  運輸支局・県警、講演者…事務局 →控室・喫茶店 

 ・代表者受付 正会員 21名ホンダ会員 12名の受付…事務局 

       （くまモンバッジ確認・プログラム配布・名札・席次表・記者） 

 ・一般受付  各会員参加名簿・プログラム配布・席札配布 

        ※駐車券はテルサフロントにて清算（無料券配布） 



３）駐車場担当 代表者駐車場誘導、玄関前ロータリー指定位置に誘導・一般

駐車場誘導 

        杉本委員（熊本日産自動車㈱）・上原委員（ネッツトヨタ熊本㈱） 

        村上委員（日産プリンス熊本販売㈱）・佐々木会員（㈱南九州マ

ツダ）・沼野会員（㈱ヤナセ）石本会員（㈱シュテルン熊本）・ 

        加茂田会員（ＵＤトラックス㈱）・後藤会員（三菱ふそうトラッ

ク・バス㈱） 

４）会場担当  のぼり、席次、会場レイアウトの準備・一般受付 

        松村委員（アデル・カーズ㈱）・吉井会員（熊本日野自動車㈱）・ 

        中川会員（熊本トヨタ自動車㈱）・出井会員（熊本スバル自動車㈱） 

        永田会員（熊本ダイハツ販売㈱）・坂本会員（㈱モトーレンフロイデ） 

        皆吉会員（ファーレン熊本㈱）・井崎会員（熊本トヨペット㈱） 

  写真担当  ＪＡＦ緒方様 

 

〇コロナ感染対策を加味し、人員を一昨年同様、130名程度に縮小して開催。 

 参加人員割当表により案内文書を後日発信致しますので、期日までにご報告 

 お願いします。 

〇当日の一般集合時間は 14時 45分、14時 50分着座 

 運営委員、部会委員は 13時 30分集合、表彰の方は 14時 00分集合、集い前に 

 メールにて送信致します。 

 

議題３ その他 

〇 熊本県警察本部交通部交通企画課交通事故防止総合対策室 

室長補佐 警部 吉良 洋平 様より 資料を基に説明 

  ・交通死亡事故の状況と特徴 

   死亡事故、バイクでの事故が増加傾向にあるので、取締りを強化する。 

  ・令和 4年 10月 1日より熊本市において「自転車に乗るときにはヘルメッ

ト着用が必要です。」義務付けが開始。全国では令和 5年 4月より開始 

  ・セーフティ・サポートカー体験試乗会等の開催について 

   令和 4年 9月 23日（金）13時 00分より運転免許センターにおいて 

   地域交通安全活動推進委員を対象に開催予定。 

 

〇 一般社団法人日本自動車連盟熊本支部 緒方 将様より、資料と基に説明 

  ・ＪＡＦ熊本「肥後っ子のいのちば守るっ隊」を結成 

   第 1弾として車内による熱中症について開始 

 

〇次回開催予定日 集い開催前は開催しない予定で後日、事務局より連絡。 


