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24 ㈫　高速道路の快適性向上に関する調査研究委員会

12 月に行われた委員会

名誉会長　中西　宏明　 一般社団法人日本経済団体連合会会長
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　 〃 　　大島　健志　首都高速道路㈱代表取締役専務執行役員
　 〃　 　押尾　信明　石油連盟常務理事
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評 議 員　木村　昌司　前 一般社団法人日本建設業連合会専務理事
　 〃 　　近藤　清久　 中日本高速道路㈱取締役常務執行役員
　 〃 　　酒井　利夫　 一般社団法人建設コンサルタンツ協会副会長
　 〃 　　芝村　善治　 西日本高速道路㈱取締役専務執行役員
 　〃　 　関本　　宏　阪神高速道路㈱取締役兼常務執行役員
　 〃 　　西村　和夫　首都大学東京理事学長特任補佐
　 〃 　　根本　勝則　 一般社団法人日本経済団体連合会専務理事
　 〃 　　根本　敏則　敬愛大学経済学部教授
　 〃 　　藤野　陽三　 横浜国立大学先端科学高等研究院上席特別

教授
　 〃 　　藤原　　要　 一般社団法人セメント協会常務理事
　 〃 　　柳橋　則夫　 一般社団法人プレストレスト・コンクリート
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　 〃 　　吉﨑　　収　 一般社団法人日本橋梁建設協会副会長兼
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　 （令和２年１月 24 日現在）
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