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ごあいさつ 全標協・神奈川県協会の概要

設立

組織

神奈川県協会

全国道路標識・標示業協会

理事

監事

顧問

理事会

関東支部

標示委員会 標識委員会 防護柵委員会 教育広報委員会

事務局

目的

昭和51年（1976年）5月1日
平成24年（2012年）12月3日 一般社団法人化

本協会は「一般社団法人 全国道路標識・標示業協会」の下部組織で、
各都道府県に置かれた協会の一つです。関東支部に所属し、神奈川県の会員を取りまとめています。

一般社団法人
全国道路標識・標示業神奈川県協会

代表理事（会長） 大川  泰徳

平素は当協会の運営に対しまして、多大なるご理解とご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

当協会は全国道路標識・標示業協会の一員として活動をしており、

国土交通省の登録を受けた登録標識・標示基幹技能者制度、

また新たに登録を受けた道路標識点検診断士の取得に力を入れております。

この資格は道路標識等の点検を適正に行うために必要な知識や経験、

技能を有したものが従事する調査点検業務の資格であります。

近年、標識の老朽化（腐食・き裂等）が進んでおり、

放置すると事故につながる危険性もあり、

当協会では目視調査、掘削調査、打音調査等により

適切な処置を施し、最善な状態を保つことに努めております。

今後も会員の講習会・勉強会を積極的に開催し、

協会（会員）全体のスキルアップに努め、

また建設業への入職者や定職者を促すため

建設業の魅力向上や、きめ細やかな取り組みと予算の要望、陳情と務めて

皆様の期待にお応えできるよう努力していく所存でございます。

また、毎年社会貢献事業として『子どもを守ろうプロジェクト』を実施しており、

当協会員・賛助会員が知恵と知識を提案し、

子どもたち（日本の「未来」）を守るため、危険な場所の

整備運動を進めております。

今後も当協会へのご支援ご指導を頂きます様、お願い申し上げます。

道路標識及び路面標示並びに防護柵等の交通安全施設に関する研究開発及び技術の
向上を通じて、交通事故の防止及び道路の整備に資するなど、安全かつ快適な道路交通
の確保に寄与することを目的とします。

事業

（1）　道路標識・路面標示及び防護柵をはじめとする調査・設計などの業務委託事業
（2）　道路標識・路面標示及び防護柵をはじめとする交通安全施設に関する
　　  情報資料の収集・提供及びに普及啓蒙事業
（3）　道路標識・路面標示及び防護柵をはじめとする交通安全施設に関する調査・研究事業
（4）　機関紙、図書その他印刷物の出版事業
（5）　各種講演会・講習会等の開催
（6）　行政機関等が行う各種行事等への協賛等の支援事業
（7）　その他前各項に掲げる事業に付帯又は関連する事業
（8）　災害時における交通安全施設・保安資材等の提供及び作業協力
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登録標識・路面標示基幹技能者は、平成24年
(2012年)10月に建設業法に基づく国土交通大臣
の登録を受けた全標協が実施する講習を受講し、
修了試験に合格した者に与えられる資格です。

次世代を担う子どもたちを交通事故、犯罪及び
災害から守り、子どもたちが健やかに成長する
ことができるように、全標協は「子どもを守ろう
プロジェクト」を推進しています。

協会が実施する資格講習

協会が取り組む社会貢献事業

子どもを守ろうプロジェクト

平成26年12月11日 自転車駐輪禁止　路面貼付けシート施工

平成27年9月28日 放置自転車対策に係る小学生絵画の路面貼付けシート業務委託

平成29年3月30日 スクールゾーン対策

子どもたちの描いた絵をシートに印刷
場所：新羽駅周辺

場所：藤沢市善行 中原公園周辺

場所：逗子市 久木小学校

場所：横浜市都筑区すみれが丘小学校

場所：横浜市泉区しらゆり公園周辺

場所：川崎市立東門前小学校
正門前の歩道100メートルに設置子どもたちの絵画を路面貼付けシートに印刷、子どもたちと一緒に貼付け

区画線や道路標示、グリーンベルト、路面シートなどを設置

平成31年1月16日 スクールゾーン対策
歩行者溜りの整備など校門付近の安全対策の実施

平成31年4月25日 スクールゾーン対策
見通しの悪い通学路の横断歩道に対して安全対策の設置と、
子どもたちと一緒に絵画の貼付け作業

路面貼付けシート
デザインの一例

令和2年1月14日 スクールゾーン対策
見通しの悪い横断歩道に対して安全対策の実施

実績一覧

絵をシートに印刷し、
子どもたちにも参加してもらい

一緒に作業しました。

資格のメリット

登録基幹技能者は経営事
項審査及び公共工事の総
合評価落札方式の入札に
おいて加点評価されます。

道路標識点検診断士は、道路標識の点検及び診
断に関し高度な知識と技術を有すると認められ
た技術者に付与される資格です。

資格のメリット

点検診断士では、公共工
事の総合評価落札方式の
入札において加点評価さ
れます。

路面標示施工技能士は、職業能力開発促
進法に基づく国家資格で、公共事業及び民
間事業において工事施工の中核として大
きな役割を果たし、その技術力は高い評価
を受けています。

資格のメリット
資格保有者は、建設業法で技術者資格と
して評価され、「主任技術者」に位置づけ
られるとともに、経営事項審査において加
点対象となります。登録基幹技能者講習
（路面標示）を受講するための要件の一つ
にもなっています。

登録標識・
路面標示
基幹技能者

道路標識
点検診断士

路面標示
施工技能士
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会員名簿役員名簿

委員会組織表

理事会

標示委員会
委員長  齋藤良二

標識委員会
委員長  柴  孝典

防護柵委員会
委員長  遠藤勝実

教育広報委員会
委員長  伊藤隆文

協会案内パンフレット（W21 0mm×H2 9 7mm）
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㈱アーバンロード
㈱アシスト
菊水建設㈱横浜支店
協和産業㈱神奈川(営)
交安工業㈱
㈱コクブ
ゴコウ㈱
㈱相模ロード
信号器材㈱
神交工業㈱
㈱大神産業
大光ルート産業㈱
㈲大生工業
大道産業㈱
東亜交通産業㈱
日本ライナー㈱神奈川(営)
日本ロードマーク㈱
東日本工営㈱
㈲ファインテック
㈱扶桑
保安道路企画㈱
みなと交通安全㈱
宮川興業㈱神奈川（営）
㈲友和
横浜標識㈱
ラインファルト工業㈱横浜支店
ロードアート㈱
㈱ロードカワサキ
㈱ロードサービス
㈱ロードマーカー
㈲ロードワークス

代表理事（会長）

副会長

理事

事務局

監事

顧問

協会アドバイザー

（標示委員長）

（標識委員長）

（防護柵委員長）

（教育広報委員長）

（会計）

（相談役）

大川泰徳

村松茂晴

飯野  茂

齋藤良二

柴  孝典

遠藤勝実

伊藤隆文

土橋健児

渡辺淳一

佐藤昌宏

金氏祐一

細井孝一

柴  幸夫

松澤真二

竹内英明

国松  誠

佐藤栄治

山崎富久

㈱相模ロード

大光ルート産業㈱

東亜交通産業㈱

日本ロードマーク㈱

ロードアート㈱

㈲ロードワークス

菊水建設㈱

協和産業㈱

交安工業㈱

㈲大生工業

東日本工営㈱

㈱ロードマーカー

㈱アーバンロード

㈱ゴコウ

神交工業㈱

保安道路企画㈱

横浜標識㈱

㈱アシスト

日本ライナー㈱

宮川興業㈱

㈲友和

ラインファルト工業㈱

㈱大神産業

信号器材㈱

㈱ロードサービス

㈱ロードカワサキ

㈱扶桑

大道産業㈱

信号器材㈱

みなと交通安全㈱

㈱コクブ

㈲ファインテック

信号器材㈱

信号器材㈱

㈱扶桑

㈱コクブ

第105代 県議会議長

自由民主党神奈川県議会議員団 団長

信号器材㈱（元 神奈川県警察 総務部長）

元 横浜市道路局 職員

254-0018

224-0007

224-0037

232-0014

242-0001

222-0036

224-0044

252-0335

211-8675

254-0019

245-0018

221-0863

252-0331

211-0042

247-0013

242-0012

252-0325

246-0022

252-0244

245-0017

241-0021

222-0037

213-0012

247-0014

224-0053

244-0804

213-0033

210-0804

231-0002

245-0016

240-0043

 平塚市東真土４－１１－３５

横浜市都筑区荏田南４－２７－４４

横浜市都筑区茅ヶ崎南４－１－１０

横浜市南区吉野町４－１９－２

大和市下鶴間２－３－６

横浜市港北区小机町１３５－１

横浜市都筑区川向町７６

相模原市南区下溝１３３３－１

川崎市中原区市ノ坪１６０

平塚市西真土３－２１－１５

横浜市泉区上飯田町２３００－２

横浜市神奈川区羽沢町１２３３－１７

相模原市南区大野台４－２－２

川崎市中原区下新城１－３－１１

横浜市栄区上郷町１３１３－４

大和市深見東２－２－１０

相模原市南区新磯野428

横浜市瀬谷区三ツ境２３－５

相模原市中央区田名７３５３－１

横浜市泉区下飯田町７７４－３

横浜市旭区鶴ヶ峰本町１－１２－１０

横浜市港北区大倉山６－２９－３４－１０１

川崎市高津区坂戸３－２４－１１

横浜市栄区公田町７７２－３

横浜市都筑区池辺町３８８５

横浜市戸塚区前田町３２－１

川崎市高津区下作延２－８－５７－４Ｆ

川崎市川崎区藤崎２－４－１０

横浜市中区海岸通4－23

横浜市泉区和泉町5883－13

横浜市保土ヶ谷区坂本町207－8

0463-51-1461

045-941-5673

045-943-4161

045-262-3201

0462-63-1934

045-475-2171

045-473-7855

042-711-8670

044-411-2191

0463-51-5335

045-801-7541

045-383-1662

042-751-5558

044-788-2822

045-891-5883

046-263-1300

042-765-7331

045-360-8295

042-764-3650

045-804-0686

045-955-4311

045-541-5681

044-811-6425

045-893-1118

045-934-2421

045-823-4584

044-870-5020

044-211-4308

045-222-6623

045-392-5891

045-260-4585

0463-51-1463

045-941-5678

045-943-4165

045-262-3237

0462-64-7265

045-475-2177

045-473-7859

042-711-8671

044-422-1543

0463-51-5336

045-801-7540

045-381-0673

042-776-8175

044-788-5742

045-891-5885

046-263-1302

042-765-3877

045-360-8296

042-764-3651

045-804-0820

045-955-4377

045-547-1882

044-811-6426

045-893-1781

045-934-3977

045-821-3960

044-870-5070

044-233-4342

045-222-6624

045-392-5898

045-260-4586

会社名 住所 電話番号 FAX

㈱交栄
㈲幸ロードライン
新あつぎ産業㈱
㈱大藤工業
㈱道建
㈲芙蓉建材開発
㈱フロシャイム

241-0823

212-0054

243-0807

214-0035

215-0024

252-0243

213-0001

横浜市旭区善部町159－5

川崎市幸区小倉１－１－７

厚木市金田５８２－３

神奈川県川崎市多摩区長沢2－2－1

川崎市麻生区白鳥1－3－5

相模原市中央区上溝１－６－２７

川崎市高津区溝口4－13－18

045-444-8543

044-588-0936

046-221-9799

044-789-5163

044-543-9933

0427-62-0131

044-812-1178

045-444-8545

044-588-0964

046-221-7501

044-789-5164

044-543-9934

0427-63-0072

044-812-1001

㈱アークノハラ
㈱キクテック
三永商事㈱
スリーエム　ジャパン㈱
積水樹脂㈱
㈱ニッシン
日鉄防食㈱
日本地工㈱
ヨシモトポール㈱

160-0022

102-0093

173-0001

101-0065

105-0022

334-0063

136-0072

334-0075

100-0006

東京都新宿区新宿１－１－１１ 友泉新宿御苑ビル3Ｆ

東京都千代田区平河町２－１２－５　　　　　　　

東京都板橋区本町３８－６ サンパレス本町２Ｆ

東京都千代田区西神田３－８－１ 千代田ファーストビル東館

東京都港区海岸１－１１－１ ニューピア竹芝ノースタワー１２階

埼玉県川口市東本郷８４０

東京都江東区大島３－７－１７

埼玉県川口市江戸袋２－１－２

東京都千代田区有楽町１－１０－１

03-3351-9301

03-5226-0088

03-3579-8428

03-5226-1626

03-5400-1821

0482-85-0280

03-5858-6032

048-283-1111

03-3214-1552

03-3355-0639

03-5226-2152

03-3579-8440

03-5226-1990

03-5400-1840

0482-83-8917

03-5628-2447

048-285-5577

03-3212-1751

役職 氏名 所属


