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自動車の石鍋寿久氏、NHK 放送技術
研究所の渋谷一彦氏ら、各分野におけ
る第一人者を講師として迎え、別添の
カリキュラムのように、交通安全と最
新の ITS 技術動向や地上波デジタル
放送と ITS の関わりなど、豊富な事
例を交えた大変判りやすい内容の講義
をして頂きました。事後のアンケート
調査結果からも大変高い評価をいただ
き、とても満足度の高い講義内容でし
た。
　また、毎年恒例となりましたグルー
プ討議の時間帯では、「災害情報と交
通システム─情報不足と混乱」という
テーマのもと、参加者が複数のグルー
プに分かれて、それぞれのグループに
て活発な意見交換が行われました。グ
ループ討議に参加された皆さんから
は、日ごろ接することの少ない他業種
の方との意見交換をする機会を得られ
て、とても有意義な時間であったとの
感想をたくさん頂き、グループ討議の
人気の高さを再確認いたしました。

現地調査
　セミナー第２日目の午後には毎年好
評の現地調査を行いました。今年度
は、NEXCO 中日本殿のご協力をいた
だき、川崎にある交通管制センターを
訪問させていただきました。
　最初に、NEXCO 中日本殿の概要に

ついて説明を受けた後、現在計画中の
第二東名高速道路への ITS 適用など
の構想につき講義をして頂きました。
そして、交通管制室の見学をさせて頂
きました。
　事後のアンケートの結果でも、今回
の現地調査は、NEXCO 中日本殿の熱
意ある説明が大変好評で、普段直接見
ることが難しい設備の見学も出来、参
加された方々は大変満足された様子で
した。

おわりに
　HIDO 主催による ITS セミナーは
今年で９回目です。今年度は、従来の
賛助会員向けの有料セミナーから大き
く方針をかえ、ITS に携わる公益法人
として、広く多くの方に ITS を理解
して頂こうとの趣旨の基、セミナーの
無料化、そして一般の方にも窓口を拡
大しての開催でした。その成果もあ
り、今年は会場の定員を大きく上回る
申し込みがありました。カリキュラ
ム、講義内容とも概ね好評をいただ
き、セミナー実施後のアンケートで
も、「内容が充実している」、「ITS や
道路交通の現況、また防災について有
用な情報が得られた」など肯定的な感
想が多く寄せられていました。セミ
ナー全体に対する評価も約75％の方が
「大変良かった」又は「良かった」と

回答していただけました。
　今後は参加者の方々から寄せていた
だいた要望等を踏まえ、来年度以降も
さらに有益で効果的なセミナーを開催
していきたいと考えております。
（ITS 統括研究部調査役　遠藤太嗣）
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「平成20年度　ITS セミナー」カリキュラム

月／日 会　場 時　　間 カ　リ　キ　ュ　ラ　ム

第１日

７／15（火）

HIDO 内
会議室

9：40～9：50 ◇開講挨拶 （財）道路新産業開発機構
　専務理事� 田中正章

9：50～10：50 ◇ ITS 的交通安全 千葉工業大学　工学部
　建築都市環境学科　教授� 赤羽弘和氏

（10：50～11：00） 　　（休　憩）

11：00～12：00 ◇交通事故発生状況と交通対策 国土技術政策総合研究所　道路空間高度化研究室
　主任研究官� 松本幸司氏

（12：00～13：30） 　　（昼　食）

13：30～14：30 ◇スマートウエイの取り組み
　─安全運転支援システム大規模季語実証実験に向けて

国土技術政策総合研究所
　ITS 研究室長� 畠中秀人氏

（14：30～14：40） 　　（休　憩）

14：40～15：40 ◇�トヨタ自動車の交通安全活動について
　─交通事故死傷者ゼロに向けて─

トヨタ自動車（株）IT・ITS 企画部
　調査渉外室　グループ長� 石鍋寿久氏

（15：40～15：50） 　　（休　憩）

15：50～17：00 ◇討論会　災害情報と交通システム
　─情報不足と混乱

（財）道路新産業開発機構
　ITS 統括研究部　次長� 浦野隆

第２日

７／16（水）

HIDO 内
会議室

9：30～10：30 ◇防災対策と地震情報提供システム （財）道路新産業開発機構
　企画開発部長� 冨岡寛

（10：30～10：40） 　　（休　憩）

10：40～11：40 ◇地上デジタル放送と交通システム NHK放送技術研究所
　主任研究員� 渋谷一彦氏

（11：40～13：00） 　　（昼　食）

川崎市 13：00～17：00 ◇現地調査
　・NEXCO中日本　川崎管制センター

管制センター見学
　講義─第二東名高速の構想（課題）

宮前平（途中下車可）→�渋谷駅（解散）

第55回理事会の開催

　５月31日（月）に第55回理事会が開
催され、以下のとおり議決されまし
た。
１ ．平成19年度事業報告及び収支決算

案について、原案どおり承認されま
した。平成19年度収支計算書は、表
１のとおりです。

２ ．平成20年度事業計画及び収支予算
案について、原案どおり承認されま
した。

　平成20年度収支予算書は、表２のと
おりです。
３ ．国土交通省改革本部最終報告及び

寄付行為の変更案について、原案ど
おり承認されました。

４ ．評議員の委嘱について、現評議員
のうち、異動などにより７名の方が

交替されました。交替された評議員
は、表３のとおりです。（１及び２
について、詳しくは当機構ホーム
ページをご覧下さい。）

役員の交替
　平成20年７月17日
　　辻　英夫常務理事　辞任
　平成20年７月18日
　　鈴木克宗常務理事　就任
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表3　改選された評議員

氏　名 所　　属 役　　職

矢野　　厚 住友電気工業（株） 常務取締役

四方　　進 三菱電機（株）
常務執行役　
社会システム事業本部長兼 ITS 推進本部長

藤原　啓史 オムロン（株）
執行役員常務
ソーシァルシステムズ・ソリューション＆サービス・ビジネスカンパニー社長

高田　　優 日立電線（株） 理事

土屋　幸三郎 （株）大林組 執行役員土木本部副本部長

石垣　和男 （株）熊谷組 常務取締役

幸　　和範 阪神高速道路（株） 常務取締役

第24回評議員会の開催

　６月13日（金）に第24回評議員会が
開催されました。代理及び委任状を含
め、35名の出席がありました。村瀬評

議員が議長となり、田島常務理事等か
ら、寄付行為の変更案及び国土交通省
改革本部最終報告、平成19年度事業報

告及び収支決算案並びに平成20年度事
業計画及び収支予算案について説明が
ありました。

表１　平成19年度収支計算書（単位：円）

勘　　定　　科　　目 決算額

Ⅰ　事業活動収支の部

　１　事業活動収入

　　　会費収入 180,650,000

　　　事業収入 1,979,038,950

　　　その他収入 22,020,593

　　　事業活動収入計 2,181,709,543

　２　事業活動支出

　　　事業費支出 1,982,937,680

　　　管理費支出 182,084,079

　　　事業活動支出計 2,165,021,759

　　　　事業活動収支差額 16,687,784

Ⅱ　投資活動収支の部

　１　投資活動収入 24,049,543

　２　投資活動支出 164,657,879

　　　　　投資活動収支差額 △140,608,336

　　　　　当期収支差額 △　23,920,552

　　　　　前期繰越収支差額 1,140,009,899

　　　　　次期繰越収支差額 1,016,089,347

表２　平成20年度収支予算書（単位：円）

勘　　定　　科　　目 予算額

Ⅰ　事業活動収支の部

　１　事業活動収入

　　　会費収入 170,000,000

　　　事業収入 1,600,000,000

　　　その他収入 21,700,000

　　　事業活動収入計 1,791,700,000

　２　事業活動支出

　　　事業費支出 1,557,000,000

　　　管理費支出 191,700,000

　　　事業活動支出計 1,557,000,000

　　　　事業活動収支差額 43,000,000

Ⅱ　投資活動収支の部

　１　投資活動収入 869,400,000

　２　投資活動支出 1,117,000,000

　　　　　投資活動収支差額 △247,600,000

Ⅲ　予備費支出 1,000,000

　　　　　当期収支差額 △205,600,000

　　　　　前期繰越収支差額 1,016,089,347

　　　　　次期繰越収支差額 810,489,347
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○�道路行政セミナーのホームページ掲
載について

　道路行政セミナーは、道路広報セン
ターにおいて平成２年４月に創刊さ
れ、道路行政に関する専門誌として、
毎月発行されてきましたが、この度、
平成20年10月号より、財団法人道路新
産業開発機構において道路行政セミ
ナーを引き継ぐこととなりました。
　従来までは冊子を媒体とした情報提
供でしたが、今後は、当機構のホーム
ペ ー ジ（http://www.hido.or.jp/） に
て、情報提供を行ってまいります。従
前よりの道路行政に関する専門誌とし
ての役割は変えることなく、これまで
と同様に道路行政の課題・道路法令等
に関する解説・道路管理の取組み事例
等を、毎月配信していくこととしてお
ります。どなたでも無料にて閲覧でき
ますので、引き続きご愛読くださいま
すようお願い申し上げます。（図１）

○メールマガジンの配信について
　最新号をホームページに掲載する際
には、本編の見出し・ポイントとなる
文章を含むメールマガジンの配信を行
います。配信を希望される方は、件名
を道路行政セミナーとした上で、本文
に貴社名・ご担当者名・メールアドレス
を記載の上 RAseminar@hido.or.jp ま
でメールを送信してください。（図２）

○バックナンバーについて
　平成２年４月の創刊号以降の誌面
を、バックナンバーとして順次ホーム
ページに掲載していく予定です。これ
からの道路行政セミナー同様、無料に
て閲覧が可能となりますので、過去の
記事を日頃の業務等にお役立ていただ
ければ幸いです。

○おわりに
　道路行政に関する専門誌として、道
路行政に関わる方々のお役にたてます
よう内容の充実を図ってまいりたいと
思っておりますので、掲載記事に関し
てご意見・ご要望がございましたらご
連絡いただけますようお願いいたしま
す。

【担当】
松澤、近藤
【メールアドレス】
RAseminar@hido.or.jp

道路行政セミナーのホームページ掲載について
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図１　ホームページ掲載イメージ 図２　メールマガジン配信イメージ
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