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３日（月）　講習等事業委員会

６月に行われた委員会

　当法人の常務理事（昭和 51年 5月～ 63 年 5月）に就任いただいておりました，武田文夫 氏が令和元年７月10日ご
逝去されました。
　日本道路公団の常任参与から当法人の常務理事に就任いただき，国内外の道路交通に関しての研究や，本誌発行
では多大な尽力をいただきました。
　本誌には，昭和 40 年６月号「名神高速道路になぜトラックが乗らないのか　Ⅱ名神高速道路のトラック利用の
不振の原因とその将来」の解説を始めとして，研究や論説，また多くの方々との座談会や対談なども掲載しており
ます。謹んで哀悼の意を表します。
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