
審議会等台帳

警察庁



平成30年６月１日現在
会合名 委員名（敬称略） 最近の開催実績 公開状況

木村　光江 平成27年6月16日 □傍聴許可
内山　融 平成28年2月19日 ■議事録公開
江尻　良 平成28年6月17日 □議事要旨のみ公開
野口　貴公美 平成29年2月8日 □その他（　　　）

平成29年6月19日
赤坂　裕彦（委員長） 平成27年7月31日 □傍聴許可
内山　融 平成28年3月25日 □議事録公開
藤森　恵子 平成28年7月28日 ■議事要旨のみ公開

平成29年3月29日 □その他（　　　）
平成29年7月26日
平成30年3月26日

石田　敏郎（座長） 平成29年1月16日 □傍聴許可
秋山　治彦 平成29年2月22日 □議事録公開
朝倉　康夫 平成29年3月17日 ■議事要旨のみ公開
新井　平伊 平成29年5月12日 □その他（　　　）
春日　伸予 平成29年6月23日
鎌田　晴之
鎌田　実
新地　一浩
鈴木　邦彦
鈴木　春男
須田　義大
鳥羽　研二
藤原　靜雄
本間　昭
松浦　常夫
溝端　光雄
山崎　學
屋井　鉄雄（委員長） 平成27年6月22日 □傍聴許可
大山　憲司 平成27年7月27日 □議事録公開
北方　真起 平成27年8月27日 ■議事要旨のみ公開
絹代 平成27年11月11日 □その他（　　　）
久保田　尚 平成28年2月25日
栗田　敬子
古倉　宗治
小林  成基
小林　博
佐藤　栄一
細川　珠生
三国　成子
大久保　堯夫（座長） 平成30年4月25日 □傍聴許可
宇佐川　邦子 □議事録公開
川端　由美 ■議事要旨のみ公開
川本　哲郎 □その他（　　　）
瀬川　誠
高橋　信行
中井　宏
藤田　悟郎

安全で快適な自転車利用環
境創出の促進に関する検討
委員会

第二種免許制度等の在り方
に関する有識者会議

懇談会等行政運営上の会合（警察庁関係）

警察庁政策評価研究会

警察庁会計業務検討会議

高齢運転者交通事故防止対
策に関する有識者会議



○　警察庁政策評価研究会

問合せ先 決裁権者   警察庁長官官房長

第１回会合日 最終会合日 平成29年6月17日

参集者

木村　光江（座長）

内山　融 東京大学大学院総合文化研究科教授 警察庁長官官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

江尻　良 東海旅客鉄道株式会社執行役員管財部長 警察庁長官官房審議官（国際担当）

野口　貴公美 警察庁長官官房審議官（犯罪被害者等施策担当）

警察庁長官官房審議官（調整・生活安全局担当）

警察庁長官官房審議官（刑事局・犯罪収益対策担当）

警察庁長官官房審議官（交通局担当）

警察庁長官官房技術審議官

警察庁長官官房総務課長

警察庁長官官房総務課警察行政運営企画室長

警察庁長官官房技術審議官

警察庁長官官房総務課長

警察庁長官官房総務課警察行政運営企画室長

 報告書等

 最近の開催状況

年月日

平成27年6月16日

平成28年6月17日

平成29年6月19日

警察庁政策評価研究会（第33回） 平成29年2月8日

・　平成29年度政策評価の実施に関する計画（案）
・　平成29年度実績評価書（案）
・　事業評価書（指定等法人が実施する指定、登録等に係る事務・事業）（案）
・　事業評価書（道路交通法の一部を改正する法律（平成21年法律第21号）に
より新設された規制）（案）

警察庁政策評価研究会（第34回） ・　平成28年度実績評価書（案）

警察庁政策評価研究会（第30回） ・　平成26年度実績評価書（案）

警察庁政策評価研究会（第31回） 平成28年2月19日
・　平成28年度政策評価の実施に関する計画（案）
・　平成28年度実績評価計画書（案）

警察庁政策評価研究会（第32回） ・　平成27年度実績評価書（案）

区分 議題

警察庁長官官房審議官（東京オリンピック・パラリンピック担当）

長官官房総務課（03-3581-0141（内2157））

目的
国家公安委員会及び警察庁において政策評価を実施するに当たり、その客観性の確保を図るため、政策評価や警察行政に造詣の深い有
識者から専門的な知見を聴取することを目的とする。

平成13年10月19日

有識者 警察庁職員

一橋大学大学院法学研究科教授

警察庁長官官房政策立案総括審議官首都大学東京大学院社会科学研究科教授



○　警察庁会計業務検討会議
問合せ先 決裁権者   警察庁長官官房長

第１回会合日 最終会合日 平成30年3月26日

参集者

赤坂　裕彦（委員長）

内山　融

藤森　恵子

 報告書等

 最近の開催状況

年月日

警察庁会計業務検討会議（第11回） 平成30年3月26日
・　平成30年度警察庁調達改善計画の策定について
・　契約案件の審議

警察庁会計業務検討会議（第10回） 平成29年7月26日
・　平成29年度警察庁行政事業レビュー（外部有識識者による点検）
・　契約案件の審議

警察庁会計業務検討会議（第７回） 平成28年3月25日
・　平成28年度警察庁調達改善計画の策定について
・　契約案件の審議

警察庁会計業務検討会議（第８回） 平成28年7月28日
・　平成28年度警察庁行政事業レビュー（外部有識識者による点検）
・　契約案件の審議

警察庁会計業務検討会議（第６回） 平成27年7月31日
・　平成27年度警察庁行政事業レビュー（外部有識識者による点検）
・　契約案件の審議

公認会計士

区分 議題

警察庁会計業務検討会議（第９回） 平成29年3月29日
・　平成29年度警察庁調達改善計画の策定について
・　契約案件の審議

弁護士

警察庁長官官房会計課長東京大学大学院総合文化研究科教授

目的
警察庁における行政事業レビュー、調達改善の取組等の会計業務の改善に係る各種取組に関し、その客観性の確保を図るため、公正中立
の立場からの専門的知見に基づく検討を行った上での意見を聴取することを目的とする。

平成25年5月17日

有識者 警察庁職員

警察庁長官官房長

長官官房会計課（03-3581-0141（内2243））



問合せ先 決裁権者   警察庁交通局長

第１回会合日 最終会合日 平成29年6月23日

参集者

石田　敏郎（座長）

秋山　治彦

朝倉　康夫

新井　平伊

春日　伸予

鎌田　晴之

鎌田　実

新地　一浩

鈴木　邦彦

鈴木　春男

鳥羽　研二

藤原　靜雄

本間　昭

松浦　常夫

溝端　光雄

山崎　學

 報告書等

 最近の開催状況

年月日

第４回高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会
議

平成29年5月12日
・　事務局等説明
・　今後の検討に向けた論点の整理について
・　自由討議

第５回高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会
議

平成29年6月23日

・　事務局等説明
・　高齢運転者交通事故防止対策に関する提言（案）について
・　今後の進め方について
・　自由討議

第２回高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会
議

平成29年2月22日
・　事務局等説明
・　有識者委員プレゼンテーション及び関係者ヒアリング
・　自由討議

第３回高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会
議

平成29年3月17日
・　事務局等説明
・　有識者委員プレゼンテーション及び関係者ヒアリング
・　自由討議

高齢運転者交通事故防止対策に関する提言（平29.6.30）

区分 議題

第１回高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会
議

平成29年1月16日
・　高齢運転者に係る交通事故の現状と対策について
・　今後の進め方について
・　自由討議

実践女子大学教授・前日本交通心理学会会長

自由学園最高学部講師

公益社団法人日本精神科病院協会会長

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長

中央大学大学院法務研究科教授

お多福もの忘れクリニック院長

公益社団法人日本医師会常任理事

千葉大学名誉教授

須田　義大
東京大学生産技術研究所次世代モビリティ研究センター長・
教授

公益社団法人認知症の人と家族の会理事

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

一般社団法人日本介護支援専門員協会常任理事

公益社団法人日本老年精神医学会理事長

芝浦工業大学工学部教授

平成29年1月16日

有識者 警察庁職員

早稲田大学名誉教授 警察庁交通局長

一般社団法人日本認知症学会理事長 警察庁交通局交通企画課長

○　高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議
交通局交通企画課（03-3581-0141（内5063））

目的
「高齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議」における内閣総理大臣からの指示を踏まえ、高齢運転者に係る詳細な事故
分析を行い、専門家の意見を聞きながら、高齢者の特性が関係する事故を防止するために必要な方策を幅広く検討することを目的とする。

東京工業大学環境・社会理工学院土木・環境工学系教授 警察庁交通局運転免許課高齢運転者等支援室長



○　安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会
問合せ先 決裁権者 国土交通省道路局長及び警察庁交通局長

第１回会合日 最終会合日 平成28年2月25日

参集者

屋井　鉄雄（委員長）

大山　憲司

北方　真起

絹代

久保田　尚

栗田　敬子

古倉　宗治

小林  成基

小林　博

佐藤　栄一

細川　珠生

三国　成子

 報告書等

 最近の開催状況

年月日

安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討
委員会（第６回）

平成27年11月11日

・　提言書（案）について
・　自転車ネットワーク計画策定が必要と考えられる市区町村のリストアップの
考え方について
・　今後の進め方（案）について　等

安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討
委員会（第７回）

平成28年2月25日
・　パブリックコメントの概要
・　パブリックコメントを踏まえた提言（案）について
・　今後の進め方（案）について　等

安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討
委員会（第４回）

平成27年7月27日

・　第３回委員会の指摘事項対応について
・　自転車駐車場のあり方について
・　コミュニティサイクルの普及について
・　広域ネットワークの利活用の促進について　等

安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討
委員会（第５回）

平成27年8月27日

・　安全で快適な自転車利用環境創出の促進に向けた中間とりまとめ（骨子案）
・　自転車駐車場のあり方について
・　コミュニティサイクルの普及について
・　広域ネットワークの利活用の促進について　等

安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討
委員会（第３回）

平成27年6月22日
・　自転車ネットワーク計画について
・　設計にあたっての技術的な課題について　等

「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」に向けた提言（平28.3.31）

区分 議題

栃木県宇都宮市市長

ジャーナリスト

地球の友・金沢

株式会社三井住友トラスト基礎研究所研究理事

ＮＰＯ法人自転車活用推進研究会理事長

公益財団法人日本サイクリング協会事務局長

サイクルライフナビゲーター

埼玉大学大学院理工学研究科教授

ＮＰＯ法人エコ・モビリティサッポロ代表理事

東京工業大学大学院総合理工学研究科教授

一般財団法人全日本交通安全協会常務理事

自転車安全利用コンサルタント

交通局交通規制課（03-3581-0141（内5183））

目的
我が国の道路特性や交通状況等を踏まえつつ、自転車通行空間を早期に確保する方策など、安全な自転車通行空間確保における技術的
な課題について専門的見地から検討することを目的とする。

平成26年12月19日

有識者 警察庁職員



○　第二種免許制度等の在り方に関する有識者会議
問合せ先 決裁権者   警察庁交通局長

第１回会合日 最終会合日 平成30年4月25日

参集者

大久保　堯夫（座長）

宇佐川　邦子

川端　由美

川本　哲郎

瀬川　誠

高橋　信行

中井　宏

藤田　悟郎

 報告書等

 最近の開催状況

年月日

第１回第二種免許制度等の在り方に関する有識者会議 平成30年4月25日
・　事務局等説明
・　平成30年度における検討の進め方（案）
・　自由討議

大阪大学人間科学研究科准教授

科学警察研究所交通科学部付主任研究官

区分 議題

同志社大学法学部教授

株式会社山城自動車教習所交通教育センター長

國學院大学法学部教授

日本大学名誉教授 警察庁交通局長

株式会社リクルートジョブズジョブズリサーチセンター長 警察庁交通局運転免許課長

自動車ジャーナリスト

交通局運転免許課（03-3581-0141（内5358））

目的
規制改革実施計画（平成29年６月９日閣議決定）を踏まえ、交通安全の確保に配意しつつ、主として、第二種免許の受験資格の見直しの適
否に焦点を当てて、幅広い観点から検討することを目的とする。

平成30年4月25日

有識者 警察庁職員


