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１日（月） 講習等事業委員会
２日（火） 将来の高速道路の交通需要予測に関する調査

研究委員会，ハイウェイテクノフェア実行委
員会

３日（水） 道路・交通工学研究部会
４日（木） 高速バスストップの今後のあり方に関する調

査研究委員会

８日（月） 経済・経営研究部会
９日（火） 高速道路クオリティ研究部会
11 日（木） ハイウェイテクノフェア実行委員会
18 日（木） 総合研究委員会
19 日（金） 編集委員会
23 日（火） 高速道路の快適性向上に関する調査研究委員会
24 日（水） 高速道路の舗装技術史に関する調査研究委員会

３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

理 事 長　長尾　　哲　常勤

常務理事　八木　恵治　常勤

理　　事　柴田　年輝　一般社団法人日本自動車連盟交通環境部長

　 〃 　　柴山　知也　早稲田大学理工学術院教授

　 〃 　　髙橋　　誠　前 ㈱ NEXCO保険サービス顧問

　 〃 　　竹内　健蔵　東京女子大学現代教養学部教授

　 〃 　　増田　博行　 一般社団法人日本道路建設業協会副会長兼
専務理事

　 〃 　　松崎　宏則　 公益社団法人全日本トラック協会常務理事

監　　事　重永　正敏　 前 ハイウェイ・トール・システム㈱取締役

　 〃 　　西岡　利道　前 東京発電㈱顧問

評 議 員　荒川　　真　東日本高速道路㈱取締役兼専務執行役員

　 〃　 　伊勢田　敏　一般社団法人日本建設業連合会常務執行役

　 〃 　　大江　慎一　本州四国連絡高速道路㈱取締役常務執行役員

　 〃　 　押尾　信明　前 石油連盟常務理事

　 〃　 　近藤　清久　 中日本高速道路㈱取締役常務執行役員

評 議 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
兼専務理事

　 〃 　　芝村　善治　 西日本高速道路㈱代表取締役専務執行役員

 　〃　 　関本　　宏　阪神高速道路㈱代表取締役兼専務執行役員

　 〃 　　寺山　　徹　首都高速道路㈱代表取締役専務執行役員

　 〃 　　縄田　　正　 一般社団法人日本橋梁建設協会副会長兼
専務理事

　 〃 　　西村　和夫　 東京都公立大学法人理事・東京都立大学
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　 城西大学学長

　 〃 　　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
建設業協会副会長兼専務理事

　 〃 　　矢野　義博　 一般社団法人日本自動車工業会理事・事務
局長
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