
「平成30年度道路関係予算概算要求概要」等説明会を開催
　平成 29 年 9月 20 日（水）、国土交通省
より講師をお招きし、「平成 30 年度道路関
係予算概算要求概要」等の説明会を開催い
たしました。
　はじめに、国土交通省道路局総務課皆川
企画官より、「平成 30 年度道路関係予算概
算要求概要等」について、道路関係予算・
主要施策等の概要をご説明いただきました。
　次に、同省道路局企画課松本道路事業調
整官より、「道路行政をめぐる最近の話題」
について、東日本大震災からの復興・創生、
道路の老朽化対策、自転車活用推進法の概
要等についてご講演いただきました。
　当日は、賛助会員の皆様、約 70 名のご
参加をいただき、道路行政の動きなどの情
報に、熱心に耳を傾けておられました。

平成29年度臨時評議員会の開催概要
　平成 29 年度の臨時評議員会が平成 29 年 10 月 25 日（水）に開催され、次のとおり決議、報告されました。

１ ．理事の選任について、原案のとおり承認可決されました。
　 　選任された２名の理事は次のとおり
です。（敬称略）

　　　朝倉　康夫 （東京工業大学　環境・
　社会理工学院　教授）

　　　谷脇　暁　（ 元国土交通省土地・建
設建業局長）

２ ．役員評価委員会結果報告について、報
告しました。

３ ．「（一財）道路新産業開発機構中期ビジ
ョン」について、了承を得ました。

※「中期ビジョン」については、当機構HP（http://www.hido.or.jp/）をご覧ください。
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第16回理事会の開催概要
　第 16 回理事会が平成 29 年 10 月 26 日（木）に開催され、次のとおり決議、報告されました。

１．役職理事並びに代表理事及び業務執行理事の選定について、原案のとおり承認可決されました。
　　選任された２名の理事は次のとおりです。（敬称略）
　　　理事長　　朝倉　康夫（代表理事）
　　　専務理事　谷脇　暁　（業務執行理事）
２ ．理事の職務及びその権限に関する規程の一
部を改正する規程について、原案どおり承
認可決されました。

３ ．理事の報酬等及び費用に関する規程の一部
を改正する規程について、原案どおり承認
可決されました。

４ ．役員評価委員会結果報告及び評議員会にお
ける理事選任について、報告しました。

５ ．「（一財）道路新産業開発機構中期ビジョン」
について、了承を得ました。

※「中期ビジョン」については、当機構HP（http://www.hido.or.jp/）をご覧ください。

一般財団法人道路新産業開発機構 役員名簿
（敬称略）

平成 29 年 10 月 26 日現在

区　分 役　　職 氏　　名 所　　　属　・　役　　　職

非常勤 代表理事
会　　長 佐 々木　 眞　 一 トヨタ自動車株式会社顧問・技監

非常勤 代表理事
理事長 朝　 倉　 康　 夫 東京工業大学　環境・社会理工学院　教授

常　勤 業務執行理事
専務理事 谷　 脇　　 　 暁 一般財団法人道路新産業開発機構専務理事

常　勤 業務執行理事
常務理事 尾　 藤　　 　 勇 一般財団法人道路新産業開発機構常務理事

非常勤 理　　事 天　 野　　　 肇 特定非営利活動法人 ITS Japan 専務理事
非常勤 理　　事 内　 田　 義　 昭 KDDI 株式会社取締役執行役員専務
非常勤 理　　事 奥　 田　 楯　 彦 一般財団法人道路厚生会理事長

非常勤 業務執行理事
理　　事 鈴　 木　 克　 宗 株式会社エイテック代表取締役社長

非常勤 理　　事 中　 野　　 　 節 一般財団法人日本自動車研究所業務執行理事
非常勤 理　　事 西　 岡　 誠　 治 一般社団法人電波産業会理事
非常勤 理　　事 野　 口　 秀　 昭 首都高速道路サービス株式会社代表取締役社長

非常勤 理　　事 東　 出　 康　 宏 株式会社日立製作所　社会イノベーション事業推進本部
サービス事業推進本部　担当本部長

非常勤 理　　事 松　 田　　 　 哲 東日本電信電話株式会社　ビジネス & オフィス営業推進本部
ソリューションエンジニアリング部長

非常勤 理　　事 森　 地　　 　 茂 政策研究大学院大学政策研究センター所長
14 名

非常勤 監　　事 今　 井　 英　 雄 損害保険ジャパン日本興亜株式会社企画開発部主査
非常勤 監　　事 滝　 田　　 　 清 前一般財団法人河川情報センター業務執行理事

2 名
※「役員名簿」については、当機構HP（http://www.hido.or.jp/）に掲載しています。
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ITS HANDBOOK の改訂について
　ITS HANDBOOKは、日本の ITSの取組みについて幅広
く和英併記で紹介したもので、国内外で活用されています。
　ITS　HANDBOOK は 2年毎に改訂し、2017 年に 2017 年
版を発行しました。
　賛助会員の皆様には、2017 年末～ 2018 年始めに ITS 
HANDBOOKを配布させていただきます。
　また、ITS HANDBOOKは ITSを題材とする大学講座や
海外のセミナーにご利用いただいており、賛助会員以外の方
には実費（3,240 円税込）にてご提供いたします。

　これからも道路新産業開発機構ともども、ITS HANDBOOK
を広くご活用いただけますようお願いいたします。

問い合わせ先

一般財団法人　道路新産業開発機構
〒 112-0014　 東京都文京区関口 1-23-6　 

プラザ江戸川橋ビル 2F
TEL　03-5843-2911　　FAX　03-5843-2900

E-mail　etc-archive@hido.or.jp（担当　渡辺・中村）

ITS HANDBOOK  
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販売価格　3,240 円（税込み）
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