
第 76 回 定 時 総 会 議 案

令 和 4 年 6 月 15 日

公益社団法人 日 本 道 路 協 会



第 76 回 定 時 総 会 次 第

1． 開　　　会

2． 会 長 挨 拶

3． 議　　　事

　　　決議事項

　　　　第 1号議案　令和 3年度事業報告

　　　　第 2号議案　令和 3年度決算

　　　　第 3号議案　理事及び監事の選任

　　　報告事項

　　　　第 1号報告　令和 4年度事業計画書

　　　　第 2号報告　令和 4年度収支予算書

　　　　第 3号報告　令和 4年度資金調達及び設備投資の

　　　　　　　　　　見込み

4． 閉　　　会



第 1号議案

令和３年度事業報告
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令 和 ３ 年 度 事 業 報 告

自　令和 3年 4月 1日

至　令和 4年 3月31日

１．会　　　員

会員状況（令和 4年 3月 31 日現在）は、次のとおりである。

会 員 種 別 既往数 入会数 退会数 計

正　会　員 4,525 411 452 4,484

特 別 会 員 1,574 　5 11 1,568

名 誉 会 員 37 1 0 38

　　計 6,136 417 　463 6,090

２．会議の開催

 （以下、敬称略）

１）第 75回定時総会

令和 3年 6 月 11 日、東京都千代田区「全社協・灘尾ホール」で開催、議決権のある当協会の会

員総数6,136名のうち出席会員数（委任状による者を含む。）3,773名が出席、「令和2年度事業報告」、

「令和 2年度決算」を承認し、「理事の選任」、「名誉会長の選任」を行い、各候補者全員が選任され

た。のち、「令和 3年度事業計画書」、「令和 3年度収支予算書」及び「令和 3年度資金調達及び設

備投資の見込み」について報告が行われた。

また、選任された理事は次のとおりである。

理　　　事

家　田　　　仁　　　　池　田　豊　人　　　　石　川　雄　一　　　　伊　藤　正　秀

井　上　剛　志　　　　小　幡　　　学　　　　國　澤　典　生　　　　芝　村　善　治

髙　田　和　彦　　　　千　葉　　　衛　　　　徳　山　日出男　　　　中　島　高　志

中　西　隆　夫　　　　縄　田　　　正　　　　野　崎　秀　則　　　　藤　野　陽　三

松　谷　春　敏　　　　森　下　協　一　　　　山　内　弘　隆　　　　吉　田　光　市

吉　弘　英　光　　　　和　迩　健　二

 （計 22 名）　　
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なお、任期中の理事及び監事は次のとおりである。

理　　　事

大　野　達　也　　　　茅　野　正　恭　　　　河　江　芳　久　　　　菊　川　　　滋

近　藤　清　久　　　　柴　田　年　輝　　　　関　本　　　宏　　　　髙　橋　知　道

寺　山　　　徹　　　　長　尾　　　哲　　　　中　神　陽　一　　　　西　田　義　則

服　部　洋　平　　　　深　澤　淳　志　　　　福　本　勝　司　　　　古　川　信　博

森　　　昌　文

 （計 17 名）　　

監　　　事

髙　木　正　己　　　　増　田　博　行 （計 2名）　　

２）理　事　会

（1）第 214 回理事会を令和 3年 5 月 12 日、東京都千代田区「日本道路協会会議室」で開催、理

事 39 名のうち出席者 34 名、監事 2名のうち 1名が出席、「令和 2年度事業報告」、「令和 2年

度決算」、「理事の選任」、「顧問の委嘱」、「名誉会長の推薦」、「第 75 回定時総会の招集の決定

の件」について原案のとおり議決した。

顧　　　問

足　立　敏　之　　　　阿　部　寿　一　　　　荒　川　光　弘　　　　飯　田　恭　敬

石　井　啓　一　　　　石　井　正　弘　　　　石　田　東　生　　　　板　倉　英　則

市　川　一　朗　　　　井　上　信　治　　　　井　林　辰　憲　　　　岩　井　國　臣

上　野　公　成　　　　太　田　昭　宏　　　　奥　田　楯　彦　　　　奥　野　晴　彦

小　野　邦　久　　　　河　崎　広　二　　　　川　嶋　弘　尚　　　　木　下　博　夫

沓　掛　哲　男　　　　黒　川　　　弘　　　　黒　田　憲　司　　　　小　池　正　勝

古　賀　一　成　　　　近　藤　茂　夫　　　　榊　　　正　剛　　　　佐々木　　　基

佐　藤　信　秋　　　　柴　﨑　亮　介　　　　陣　内　孝　雄　　　　台　　　　　健

竹　本　直　一　　　　谷　脇　　　暁　　　　西　脇　隆　俊　　　　根　本　　　匠

根　本　敏　則　　　　畑　　　浩　治　　　　林　田　　　彪　　　　原　田　保　夫

伴　　　　　襄　　　　平　口　　　洋　　　　古　川　禎　久　　　　前　田　武　志

牧　野　　　徹　　　　増　田　優　一　　　　松　谷　蒼一郎　　　　峰　久　幸　義

脇　　　雅　史　　　　内山田　竹　志　　　　村　井　嘉　浩　　　　古　賀　　　誠

渡　邊　大　樹　　　　岡　本　圀　衛　　　　小　畠　　　徹　　　　茶　村　俊　一

宮　池　克　人　　　　齊　藤　紀　彦　　　　前　川　秀　和　　　　佐々木　眞　一

中　野　健二郎　　　　酒　井　孝　志

 （計 62 名）　　
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名誉会員

金　井　道　夫 　（計 1名）　　

（2）第 215 回理事会を令和 3年 6 月 11 日、東京都千代田区「全社協・灘尾ホール」で開催、理

事 39 名のうち出席者 27 名、監事 2名のうち 2名が出席、「会長、副会長の選定」について審議し、

会長に菊川滋、副会長に徳山日出男を選定した。なお、選定された菊川滋は、席上、会長の就

任の承諾をした。「業務執行理事の選定」について審議し、業務執行理事（総務委員長）深澤淳志、

業務執行理事（経理委員長）小幡学、業務執行理事（事業委員長）福本勝司、業務執行理事（政

策委員長）吉田光市、業務執行理事（調査委員長）伊藤正秀、業務執行理事（組織委員長）石

川雄一、業務執行理事（編集委員長）中神陽一、業務執行理事（出版委員長）芝村善治、業務

執行理事（国際委員長）池田豊人、業務執行理事（広報委員長）縄田正、業務執行理事（技術

交流委員長）森昌文、業務執行理事（事務局統括）國澤典生について原案のとおり議決した。

（3）第 216 回理事会を令和 3年 11 月 17 日、東京都千代田区「日本道路協会会議室」で開催、理

事 39 名のうち出席者 28 名、監事 2名のうち 1名が出席、「委員会規程の改正」、「会員の入会」、

「新年交礼会の開催」について原案どおり議決した。

（4）第 217 回理事会を令和 4年 3 月 23 日、東京都千代田区「日本道路協会会議室」で開催、理

事 39 名のうち出席者 29 名、監事 2名のうち 2名が出席、「令和 4年度事業計画書及び収支予

算書並びに資金調達及び設備投資の見込み」、「令和 3年度会長奨励賞対象者」及び「会員の入

会」について原案どおり決議した。

３．名誉会員等の異動

下記の異動があった。

顧　　問　　中　村　　　貢（令和 3年 5月 7日辞任）

顧　　問　　阿　部　寿　一（令和 3年 12 月 21 日辞任）
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４．調査・研究事業

委　員　会　名
開催回数

審　議　内　容
委員会 幹事会

交 通 工 学 委 員 会
道路構造規格小委員会
 （路面施設ＳＷＧ）
交 通 安 全 小 委 員 会
道 路 標 識 Ｗ Ｇ
（道路標識構造ＳＷＧ）
防　護　柵　Ｗ　Ｇ

橋 梁 委 員 会
橋梁総括構造小委員会
英 文 資 料 Ｗ Ｇ

（英文示方書ＳＷＧ）
鋼 橋 小 委 員 会

コンクリート橋小委員会

下 部 構 造 小 委 員 会

耐 震 設 計 小 委 員 会

維 持 管 理 小 委 員 会

舗 装 委 員 会
総 括 小 員 会
舗装マネジメント小委員会

環境・再生利用小委員会
舗装性能評価小委員会

2
1
2

1

2

2

2
2

1

2

1

1

2
3
2

1
2

3
4

6

1

3

1

3

6
4

3
31

下記図書の作成・審議等
「道路構造令の解説と運用」改訂方針検討
「自動運行補助施設（路面施設）基準・同解説」原案作成

1）「道路標識設置基準 ･同解説」改訂方針検討
2） 「道路標識構造便覧」改訂方針検討
「防護柵設置基準・同解説 /ポラードの設置便覧」
フォローアップ

下記図書の作成・審議、発刊等
｢道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）」・各編の改訂事項等整理
1） 「道路橋示方書便覧集（和英）」原案作成
2） 道路橋示方書概論（和英）」原案検討
3） 「道路橋示方書根拠集（和英）」原案検討
「道路橋設計便覧」原案作成
1） 「鋼道路橋ケーブル構造便覧」発刊
2） 「道路橋伸縮装置便覧」｢鋼道路橋防食便覧」原案作成
3） 「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋 ･鋼部材編）」改訂事
項検討

「道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート ･コンクリート
部材編））改訂事項検討
1） 「斜面上の深礎基礎設計施工便覧」発刊
2） 「鋼管矢板基礎設計施工便覧」原案作成
3） 「道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）」改訂事項検討
1） 「道路橋耐震設計便覧」原案作成
2） 「道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）」改訂事項検討
1） 「道路橋補修補強便覧」原案作成
2） 「道路橋床版防水便覧」改訂原案作成
3） 「道路橋補修・補強事例集」改訂原案作成

下記図書の作成・審議等
舗装の要求性能および設計に関わる論点整理
1） 「舗装の長期保証制度に関するガイドブック」講習会開催
2） 「舗装種別選定の手引き」HPにて公表
｢舗装再生便覧」改訂原案作成
1） 「舗装の長期舗装制度に関するガイドブック」講習会開
催【再掲】

2）「アスファルト舗装の詳細調査・修繕設計便覧（仮称）」
原案作成
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委　員　会　名
開催回数

審　議　内　容
委員会 幹事会

舗装設計施工小委員会

道 路 土 工 委 員 会
（ 擁 壁 工 Ｗ Ｇ ）
（性能規定化ＷＧ）

ト ン ネ ル 委 員 会
トンネル維持管理小委員会
トンネル付属施設小委員会
トンネル設計･施工小委員会

道 路 震 災 対 策 委 員 会

道 路 維 持 修 繕 委 員 会
（事例集運営ＷＧ）
（電線共同溝維持管理ＷＧ）

2

2
10

1

2

1
2
1

23

7

1

15

1）コンクリート舗装の不具合事例収集・分析
2） 「アスファルト舗装の詳細調査・修繕設計便覧（仮称）」
原案作成【再掲】

下記図書の作成・審議等
1） 「道路土工構造物技術基準」の性能規定化検討
2） ｢道路土工構造物点検必携」改訂案骨子作成

下記図書の作成・審議等
維持管理に係る技術進展の事例収集および整理
｢道路トンネル技術基準（換気編）・同解説」検討課題の整理
「道路トンネル技術基準（構造編）･同解説」改訂素案作成

下記図書の作成・審議等
「道路震災対策便覧（震災復旧編）」原案作成

下記図書の作成・審議等
｢道路管理の新技術・好事例集」のHP公表
｢電線共同溝点検手引き」写真や過去データの事例収集・
整理

５．成果の提供・普及事業

１）図　書（47点・67,700 部）

道路技術者の一層の利便に資するため、調査委員会等の成果を踏まえ、次のとおり新刊・改訂

図書を発刊した。また、既刊図書の増刷を行った。

（1）新　　刊（2点・2,000 部）

「道路橋ケーブル構造便覧」 1,000 部

「舗装の長期保証制度に関するガイドブック」 1,000 部

 

（2）改　　訂（4点・17,500 部）

「道路構造令の解説と運用」 10,000 部

「防護柵の設置基準・同解説 /ボラードの設置便覧」 5,000 部
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「斜面上の深礎基礎設計施工便覧」 1,500 部

「道路データブック 2021」 1,000 部

（3）増　　刷（41 点・48,200 部）

「車両用防護冊標準仕様・同解説（改訂版）」 500 部

「道路緑化技術基準・同解説」 300 部

「附属物（標識・照明）点検必携」 500 部

「道路構造令の解説と運用」 5,000 部

「防護柵の設置基準・同解説 /ボラードの設置便覧」 3,000 部

「道路標識構造便覧」 1,000 部

「道路橋の耐震設計に関する資料」 100 部

「既設道路橋の耐震補強に関する参考資料」 200 部

「道路橋床版防水便覧」 500 部

「鋼道路橋塗装・防食便覧資料集」 500 部

「道路橋補修・補強事例集（2012 年版）」 300 部

「鋼道路橋防食便覧」 1,000 部

「道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計に関する参考資料」 500 部

「道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編（平成 29 年版）」 3,000 部

「道路橋示方書・同解説Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編（平成 29 年版）」 3,000 部

「道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編（平成 29 年版）」 2,000 部

「道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編（平成 29 年版）」 2,000 部

「平成 29 年道路橋示方書に基づく道路橋の設計計算例」 1,000 部

「鋼道路橋設計便覧」 2,000 部

「鋼道路橋施工便覧」 1,000 部

「コンクリート道路橋設計便覧」 1,000 部

「コンクリート道路橋施工便覧」 1,000 部

「舗装の構造に関する技術基準・同解説」 500 部

「舗装設計施工指針（平成 18 年版）」 2,000 部

「舗装施工便覧（平成 18 年版）」　 2,000 部

「舗装設計便覧」 2,000 部

「コンクリート舗装に関する技術資料」 200 部

「舗装再生便覧（平成 22 年版）」 500 部

「舗装の維持修繕ガイドブック 2013」 500 部

「コンクリート舗装ガイドブック 2016」 500 部

「舗装調査・試験法便覧（平成 31 年版）」 500 部

「舗装の長期保証制度に関するガイドブック」 1,000 部
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「道路土工 -仮設構造物工指針」 2,000 部

「道路土工要綱（平成 21 年度版）」 1,000 部

「道路土工 -切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度版）」　 2,000 部

「道路土工 -盛土工指針（平成 22 年度版）」 2,000 部

「道路土工構造物技術基準・同解説」 1,000 部

「道路トンネル技術基準（構造編）・同解説」 300 部

「道路トンネル維持管理便覧【本体工編】（令和 2年版）」　 500 部

「道路震災対策便覧（震前対策編）平成 18 年度版」 200 部

「道路橋示方書・Ⅰ共通編〔2012 年版〕（英語版）」 100 部

（図書の販売状況） （単位：部）

年　度 期首在庫 増　刷　等 販　売　等 期末在庫

令和 2年度 44,502 55,700 64,495 35,707

令和 3年度 35,707 67,700 59,521 43,886

２）月刊誌「道路」の発行

月刊誌「道路」は、道路に関する幅広い情報の提供を心がけ、会員ならびに読者のニーズに応

えるべく道路技術や道路行政の最新動向を特集掲載した。情報誌として内容の充実を図り、令和

3年 4月号から令和 4年 3月号まで延べ 99,200 部を発行した。

３）講習会、講演会等の開催

次のとおりオンラインにより講習会等を開催した。開催に当たっては、メールマガジンの配信

等により周知を図った。

（1）道路関係予算説明会

①　令和 4年度道路関係予算概算要求説明会

ライブ開催：令和 3年 9月 16 日 （参加者 221 名）

オンデマンド開催　視聴期間：令和 3年 9月 22 日～ 10 月 15 日（参加者 377 名）　

講師　国土交通省道路局企画課長　山本　巧　氏

②　令和 4年度道路関係予算説明会

ライブ開催：令和 4年 2月 8日 （参加者 180 名）

オンデマンド開催　視聴期間：令和 4年 2月 14 日～ 3月 6日（参加者 287 名）
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講師　国土交通省道路局企画課長　山本　巧　氏

　

（2）道路講習会

①　舗装の長期保証制度に関するWEB講習会

『舗装の長期保証制度に関するガイドブック』の発刊に伴い、本書籍の理解と適切な運用

を図るため、次のとおり開催した。

オンデマンド開催　視聴期間：令和 3年 10 月 1 日～ 12 月 31 日　（参加者 190 名）

（3）道路政策に関する講演会

①　カーボンニュートラル講演会

ライブ開催：令和 3年 6月 22 日（参加者 205 名）

オンデマンド開催：令和 3年 6月 25 日～ 7月 16 日（参加者 220 名）

演題　「カーボンニュートラルの最近の動向」

講師　環境省環境再生・資源循環局長　森山 誠二氏

演題　「２つのグリーン戦略と道路政策」

講師　筑波大学名誉教授・特命教授　石田 東生氏

演題　「道路分野におけるカーボンニュートラル」

講師　国土交通省道路局環境安全・防災課　交通安全政策分析官　吉田 敏晴氏

演題　「2050 年ゼロカーボン達成に向けた長野県の取組」

講師　長野県環境部環境政策課長　真関 隆氏

（4）道路施策の広報に関する説明会

①　令和３年度　バリアフリー法改正に関する説明会

ライブ開催：令和 3年 4月 27 日（参加者 282 名）

オンデマンド開催：令和 3年 5月 1日～ 5月 21 日（参加者 502 名）

演題　「道路分野におけるユニバーサルデザインの取組状況」

講師　国土交通省道路局環境安全・防災課　南課長補佐

演題　「道路移動等円滑化基準の改正内容（バスタ関連）」

講師　国土交通省道路局企画課評価室　原田課長補佐

演題　「歩行者利便増進道路（ほこみち）制度の今後の展開」

講師　国土交通省道路局環境安全・防災課　山本課長補佐

②　新規出版書籍の内容に関する説明会

ライブ開催：令和 3年 5月 27 日（参加者 870 名）　

オンデマンド開催：令和 3年 6月 2日～ 6月 16 日（参加者 928 名）

演題　「道路構造令の解説と運用の改訂について」
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講師　国土交通省道路局企画課　石川課長補佐

演題　「防護柵の設置基準・同解説の改訂及びボラードの設置便覧の策定について」

講師　国土技術政策総合研究所　道路交通研究部　道路交通安全研究室　池原主任研究官

③　バスタプロジェクト・自転車施策に関する説明会

ライブ開催：令和 3年 7月 6日（参加者 220 名）

オンデマンド開催：令和 3年 7月 10 日～ 7月 26 日（参加者 397 名）

演題　「バスタプロジェクトの全国展開に向けて」

講師　国土交通省道路局企画課評価室　原田課長補佐

演題　「第２次自転車活用推進計画、ナショナルサイクルルートについて」

講師　国土交通省道路局参事官付　加賀谷課長補佐

④　防災に関する説明会

ライブ開催：令和 3年 7月 27 日（参加者 176 名）

オンデマンド開催：令和 3年 7月 31 日～ 8月 16 日（参加者 332 名）

演題　「改正踏切道改良促進法の概要とその取組について」

講師　国土交通省道路局路政課　栗原課長補佐

演題　「台風期等における防災体制について」

講師　国土交通省道路局環境安全・防災課　竹下企画専門官

⑤　無電柱化に関する説明会

ライブ開催：令和 3年 8月 24 日（参加者 262 名）

オンデマンド開催：令和 3年 8月 27 日～ 9月 17 日（参加者 539 名）

演題　「無電柱化の取組について」

講師　国土交通省道路局環境安全・防災課　荒谷課長補佐

演題　「無電柱化事業での低コスト手法等の活用」

講師　国土技術政策総合研究所　道路交通研究部　道路環境研究室　小川主任研究官

⑥　PIARC新型コロナウイルス感染症レスポンスチームでの活動報告

ライブ開催：令和 3年 9月 27 日（参加者 56 名）

オンデマンド開催：令和 3年 8月 27 日～ 9月 17 日（参加者 76 名）

演題　「PIARC新型コロナウイルス感染症レスポンスチームに参加して」

講師　阪神高速道路株式会社　技術部　足立 幸郎技術部長

演題　「PIARC新型コロナウイルス感染症ウェビナーに参加して」

講師　PIARC事務局　武内 淳 テクニカル・アドバイザー
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⑦　道路メンテナンスに関する説明会

ライブ開催：令和 3年 10 月 22 日（参加者 140 名）

オンデマンド開催：令和 3年 10 月 27 日～ 11 月 14 日（参加者 396 名）

演題　「我が国の道路メンテナンスの現状」

講師　国土交通省道路局国道・技術課道路メンテナンス企画室　谷課長補佐

演題　「道路メンテナンスに関する新技術活用・導入促進」

講師　国土交通省道路局国道・技術課技術企画室　大西課長補佐

⑧　道路防災に関する説明会

ライブ開催：令和 3年 11 月 19 日（参加者 165 名）

オンデマンド開催：令和 3年 11 月 25 日～ 12 月 16 日（参加者 367 名）

演題　「冬期の道路交通確保について～「中間とりまとめ」改訂を踏まえて～」

講師　国土交通省道路局環境安全・防災課　竹下企画専門官

演題　「道の駅第３ステージの取組について　～防災拠点化の取組を中心に～」

講師　国土交通省道路局企画課　神田企画専門官

⑨　道路システムのＤXと自動運転に関する説明会

ライブ開催：令和 3年 12 月 17 日（参加者 355 名）

オンデマンド開催：令和 3年 12 月 22 日～令和 4年 1月 16 日（参加者 627 名）

演題　「道路システムのDX　～ xROADの実現～」

講師　国土交通省道路局企画課道路経済調査室　岡本課長補佐

演題　「自動運転に関する国土交通省道路局の取組みについて」

講師　国土交通省道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室　成島課長補佐

⑩　特殊車両通行制度に関する説明会

ライブ開催：令和 4年 1月 19 日（参加者 203 名）

オンデマンド開催：令和 4年 1月 25 日～ 2月 18 日（参加者 441 名）

演題　「新たな特殊車両通行制度等について」

講師　国土交通省道路局道路交通管理課車両通行対策室　中西企画専門官、田中課長補佐

⑪　道路交通安全対策に関する説明会

ライブ開催：令和 4年 2月 2日（参加者 214 名）

オンデマンド開催：令和 4年 2月 8日～ 2月 27 日（参加者 436 名）

演題　「交通安全に関する最近の動向」

講師　国土交通省 道路局 環境安全・防災課 道路交通安全対策室　柳田企画専門官

演題　「「ゾーン 30 プラス」を支える技術」
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講師　国土技術政策総合研究所 道路交通研究部 道路交通安全研究室　池田主任研究官

⑫　道路の移動等円滑化に関するガイドラインの説明会

ライブ開催：令和 4年 3月 30 日（参加者 228 名）

演題　「道路の移動等円滑化に関するガイドラインの概要について」

講師　国土交通省 道路局 企画課　中川係長

（5）道路セミナー

①　道路法講習会

ライブ開催：令和 4年 1月 28 日（参加者 186 名）

オンデマンド開催：令和 4年 2月 1日～ 3月 31 日（参加者 484 名）

演題　「道路法の基礎」

講師　国土交通省道路局路政課　伊賀本企画係長

②　モビリティ革命の進展

ライブ開催：令和 4年 2月 15 日（参加者 42 名）

オンデマンド開催：令和 4年 2月 21 日～ 3月 31 日（参加者 75 名）

演題　「自動運転の最先端を語る」

講師　特定非営利活動法人 ITS Japan 常務理事

　　　東京大学生産研究所次世代モビリティ研究センター 特任研究員　内村 孝彦氏

演題　「今さら聞けないCASE、MaaS」

講師　一般財団法人 計量計画研究所 理事 兼 研究本部企画戦略部長　牧村 和彦氏

③　近未来の道路空間

ライブ開催：令和 4年 3月 17 日（参加者 46 名）

オンデマンド開催：令和 4年 3月 23 日～ 4月 24 日（参加者 92 名）※ 3月 31 日時点

演題　「歩行者中心のストリート・マネジメント」

講師　日本大学理工学部建築学科助教／（一社）ソトノバ共同代表理事　泉山 塁威氏

演題　「ほこみちによる道路空間の利活用」

講師　国土交通省 道路局 環境安全・防災課 交通安全政策分析官　真田 晃宏氏

演題　「丸の内仲通りの未来」

講師　三菱地所（株）エリアマネジメント企画部　中嶋 美年子氏

演題　「シーニックバイウェイ北海道」

講師　一般社団法人 シーニックバイウェイ支援センター代表理事　原 文宏氏
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４）第 34回日本道路会議の開催

令和 3年 11 月 4 日（木）、11 月 5 日（金）の 2日間、東京都千代田区都市センターホテルと

オンラインにて第 34 回日本道路会議を開催し、約 2,500 名が参加した。

今回の道路会議は、激変する社会・経済の中でこれからの道路の役割について、「グリーン」、「デ

ジタル」といった新たな社会的要請に応えることが重要であると捉え、次世代社会実現のための

道路のあり方についての最新事例や研究成果の共有、道路の将来展望への基調講演やパネルディ

スカッション、一部の論文発表について集中討議セッションを行った。

初日は、本協会会長の開会挨拶、実行委員長挨拶に続いて、石田東生・筑波大学名誉教授らを

コーディネーターに迎え「高速道路ネットワークは次なる半世紀へ～新たな日本文明の創造に向

けて～」が行われ、高速道路ネットワークに期待する役割や進化の方向性について議論した。

午後からは、「子どもをはじめとする地域の安全・安心に向けて」、「PIARC（世界道路協会）

の取組ワークショップ～TC4.4 トンネルでの取組（共催）～」が行われ、人優先の安全確保に

向けた課題や PIARC TC4.4 での最新の取り組みについて議論した。

2日目は「次世代モビリティの実装と地域デザイン」、「道路システムのDXがもたらす社会革

新」、「脱炭素社会の道路の利活用」の 3つの基調講演・パネルディスカッションが行われ、有識

者や行政、関連企業等を交えて幅広く議論した。

また、2日間で口頭発表 527 編、ポスターセッション発表 30 編の論文発表が行われた。技術

的課題の多様化を反映し、産・学・官それぞれの立場から、様々な視点に立った広範な内容の発表、

活発な質疑応答等を行った。毎回好評である集中討議セッションがすべての部門で行われ、先進

的な事例や現場の取り組み等の発表、参加者を交えた議論や意見交換を行った。

さらに、道路施策を実践している現場の経験・知見を共有することを目的とした「事例報告」

では、154 編の有益な現場の取り組みが発表された。

また、ポスターセッションはすべてオンラインで開催し、関係者や参加者同士で意見交換を行っ

た。

５）道路広報

（1）道路への理解と普及のため、国民参加型広報への協力として「道路ふれあい月間」等への

協賛を行うなど、道路整備に対するニーズの把握と理解の普及に向けた広報啓発活動を実施

した。

（2）道路関係資料等の保存・活用システムを構築し、今後必要なデータを適宜利用できる環境

整備を前年度に引き続き実施した。

（3）会員ならびに道路関係者に対する最新の情報提供を行うため、ホームページの改善を適宜

行った。

（4）道路に関するデータを集約した書籍「道路データブック 2021」を発刊した。
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６．国際協力事業

道路関連産業や道路技術の海外展開を支援する道路協会の機能強化および、協会会員への国際

活動成果の還元を運営方針として、以下の事業を実施した。

１）PIARC（World Road Association：世界道路協会）関連事業

（1）実行委員会・総会

令和 3年 4月、6月および 9月にオンライン開催された実行委員会に、当協会長の菊川滋

ほか関係者が出席し、各国参加者と情報交換、意見交換を行った。

令和 3年 10 月 19 日から 21 日の間にオンライン開催された総会に、当協会長の菊川滋ほ

か関係者が出席し、各国参加者と情報交換、意見交換を行った。本総会にて開催された実行

委員会選挙では、池田豊人当協会理事（国際委員長）が当選した。池田氏の実行委員任期は、

令和 4年 1月 1日～令和 6年 12 月 31 日の 3年間となる。

（2）第 16 回冬期サービスとレジリエンスに関する世界大会（PIARCカルガリー冬期大会）

令和 4年 2 月 7 日から 11 日の間にバーチャル開催された PIARC カルガリー冬期大会に

おいて、論文発表や技術展示会などに国内関係者が参加した。

（3）Covid-19 レスポンスチーム活動に関するレポート・ウェビナー

Covid-19 レスポンスチームでの活動成果を国内に紹介するため、レポートの日本語版を

作成し公表した。また、国内向けウェビナーを実施した。

（4）技術委員会

令和3年 9月 17日および 30日に、14の技術委員会の日本委員等との意見交換会を開催し、

情報交換、意見交換を行った。

（5）月刊誌「道路」への技術委員会活動報告掲載

国内における PIARC活動成果の共有および委員会活動の活性化を図るため、７編の技術

委員会活動報告を月刊誌「道路」へ継続的に掲載した。

（6）PIARC日本国内委員会ロゴマークの作成

PIARC 日本国内委員会の位置付け整理、役割の明確化を行うとともに、日本国内委員会

ロゴマークを作成した。

（7）PIARC本部事務局への技術者派遣

PIARC 本部事務局の要請に基づき、技術者 1名をテクニカルアドバイザーとして派遣し

た（令和 3年 4月～令和 4年 2月：中日本高速道路株式会社所属の技術者 1名、令和 4年 3月：

西日本高速道路株式会社所属の技術者 1名）。

２）IRF（International Road Federation：国際道路連盟）関連事業

（1）令和 3年度奨学生の推薦

関係機関からの賛助を得て、令和 3年度 IRF奨学生 3名の推薦を行った。



― 15 ―

（2）令和 4年度 IRF奨学生の決定

令和 4年度 IRF奨学生を募集し、選考の結果 2名の推薦を決定した。

（3）月刊誌「道路」への IRF奨学生留学報告掲載

国内における IRF 奨学金制度の理解促進を図るため、月刊誌「道路」に IRF 奨学生の留

学報告を掲載した。

３）REAAA（Road Engineering Association of Asia and Australasia：

アジア・オーストラレイシア道路技術協会）関連事業

（1）評議員会・総会

令和 3年 9月 15 日にオンライン開催された第 115 回評議員会、第 116 回評議員会、第 16

回総会および、令和 4年 3 月 25 日にオンライン開催された第 117 回評議員会に、当協会を

代表して REAAA分科会長の橋場克司ほか関係者が出席し、各国の関係者と情報交換およ

び意見交換を行った。第 115 回評議員会では REAAA評議員会の改選が行われ、橋場氏が

副会長に再選した。橋場氏の副会長任期は、令和3年9月～令和7年春までの約3年間となる。

（2）第 16 回 REAAA道路会議（REAAAマニラ大会）

令和 3年 9 月 13 日～ 15 日の間にオンライン開催された REAAAマニラ大会に、橋場氏

ほか関係者が出席、各国の関係者と情報交換および意見交換を行った。

（3）技術委員会

技術委員会舗装小委員会の活動に国内関係者が参加し、調査、分析等を実施した。

（4）若手技術者会議

若手技術者会議に国内関係者が参加し、情報交換、意見交換を行った。

４）海外留学生研究援助

（1）令和 3年度海外留学生援助金の給付

「海外道路研究基金」による令和 3年度援助金給付対象者を募集し、選考の結果 1名を対

象者として決定した。

５）国際アスファルト舗装学会活動等

（1）コロナ禍のため、web 会議等により活動方針の審議や意見交換を行った。

７．表彰その他事業

１）道路功労者の表彰

道路整備事業の推進ならびに道路愛護・美化保全等に尽力された団体および個人に対して、各

都道府県、政令指定市、国土交通省各地方整備局、北海道開発局、各高速道路会社、一般社団法
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人日本道路建設業協会及び一般社団法人日本橋梁建設協会の推薦を得て、99 団体ならびに個人

70 名の方々を 8月 10 日「道の日」に表彰した。

２）会長奨励賞の表彰

自らの創意工夫を加え、その後の業務遂行に多大な成果をあげた者を表彰し、道路技術の進展

に寄与することを目的とし、3件を決定し、表彰することとした。

３）公益事業協力

（1）「道路技術勉強会」の開催

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会近畿支部との共催により「道路技術勉強会シンポジ

ウム」を開催した。

①　「ほこみち制度」の展開

開催日時：令和 3年 7月 29 日（参加者　約 80 名）

開催場所：大阪市

②　道路分野の海外展開

開催日時：令和 3年 9月 30 日（参加者　約 46 名）

開催場所：大阪市

③　道路メンテナンスの最前線

開催日時：令和 3年 12 月 9 日（参加者　約 52 名）

開催場所：大阪市

（2）内閣府等の主催により実施された 2021 年「春及び秋の全国交通安全運動」に協賛を行った。

８．組織の強化

会員の維持拡充、地域活動の活性化を図るため、ホームページ等を通じて協会業務の最新情報

の提供に努めるとともに、新たに、北海道ブロック担当参与、関東ブロック担当参与を任命し地

方会員との連携等を図った。
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事業報告の附属明細書

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 34 条第 3項」に規定する「事業報告の内

容を補足する重要な事項」がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。





第 2号議案

令 和 ３ 年 度 決 算
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第 3号議案

理事及び監事の選任

［日本道路協会　定款抜粋］

第 5章　役　　　員

（役員の設置）

第 20 条　本協会に、次の役員を置く。

　　理　事　30 名以上 40 名以内

　　監　事　3名以内

（役員の選任等）

第 21 条　理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2　会長、副会長、専務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。





第１号報告

令 和 ４ 年 度 事 業 計 画 書
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令 和 ４ 年 度 事 業 計 画 書

協会は、道路の果たす多様な役割を通じて、安全で活力ある社会のために、道路政策の展望や直面

する広範囲な課題等道路に関するさまざまな研究成果を提供し、もって公共の福祉の増進に寄与する

各種事業活動を展開する。このため、事業活動にあたっては、公益社団法人として公益性が求められ

る公益目的事業を主たる事業として実施しながら、事業の健全性・継続性を十分考慮しつつ、健全な

協会運営を維持していくものとする。

令和 4年度は、今後とも健全な運営を確保するため、昨年度に引き続き事業毎の継続的な収支改善

の見直しを行うとともに、中長期的な課題について各委員会等で検討していくものとする。

１．調査・研究事業

産学官連携による道路に関する施策・技術等の提言及び実務に活用できる指針類の作成を基本とし、

ニーズの把握による適時性と新分野への取組を積極的に行う。

委員会名 審　議　内　容 発刊予定

交 通 工 学 委 員 会
道路構造規格小委員会 

交通安全小委員会 

橋 梁 委 員 会
橋梁総括構造小委員会 

鋼 橋 小 委 員 会

コンクリート橋小委員会

下記図書の作成・審議等
1）「道路構造令の解説と運用」次期改訂に向けた検討
2）「自動運行補助施設（路面施設）基準 ･同解説」（新刊）原案作成
1）「防護柵設置基準・同解説 /ボラードの設置便覧」次期改訂に向
けた検討

2）「道路標識設置基準・同解説」次期改訂に向けた検討
3）「道路標識構造便覧」次期改訂に向けた検討

下記図書の作成・審議等
1）「道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）」・各編の改訂事項等検討
2）「道路橋示方書便覧集（英訳）」（新刊）
3）「道路橋示方書概論（和英）」（新刊）原案作成
4）「道路橋示方書根拠集（和英）」（新刊）原案作成
5）「道路橋設計便覧」（新刊）
1）「道路橋伸縮装置便覧」（改訂）
2）「鋼道路橋防食便覧」（改訂）の検討
3）「道路橋耐風設計便覧」（改訂）の検討
4）「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）」（改訂）
「道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編）」
（改訂）

R5.3
R5.3

R4.8
R5.3

R5.3
R5.3
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委員会名 審　議　内　容 発刊予定

下部構造小委員会

耐震設計小委員会

維持管理小委員会 

舗 装 委 員 会
総 括 小 委 員 会
舗装マネジメント小委員会
環境 ･再生利用小委員会 
舗装性能評価小委員会 

舗装設計施工小委員会 

道 路 土 工 委 員 会

ト ン ネ ル 委 員 会
トンネル維持管理小委員会
トンネル付属施設小委員会
トンネル設計･施工小委員会 

道路震災対策委員会 

道路維持修繕委員会 

1） 「鋼管矢板基礎設計施工便覧」（改訂）
2） 「道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）」（改訂）
1） 「道路橋耐震設計便覧」（新刊）
2） 「道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）」（改訂）
1） 「道路橋補修補強便覧」（新刊）
2） 「道路橋床版防水便覧」（改訂）
3） 「道路橋補修補強事例集（2022 年版）」（新刊）
4） 「道路橋定期点検必携」（改訂） の検討

下記図書の作成・審議等
舗装設計関係指針・便覧類の改訂方針整理
舗装のライフサイクルコスト算定方法に係る課題整理
「舗装再生便覧」（改訂）
1） 「アスファルト舗装の詳細調査・修繕設計便覧（仮称）」（新刊）
2） 「舗装性能評価法（H25）」の騒音値に関する評価法等の課題整理
1） 「アスファルト舗装の詳細調査･修繕設計便覧（仮称）」（新刊）【再掲】
2） 「舗装設計施工指針」「舗装設計便覧」「舗装施工便覧」（改訂）
の検討

下記図書の作成・審議等
1） 「道路土工技術基準・同解説」改訂検討
2） 「道路土工構造物点検必携」改訂検討

下記図書の作成・審議等
道路トンネルの維持管理に係る技術進展の事例収集・整理
「道路トンネル技術基準（換気編）」改訂素案作成
1） 「道路トンネル技術基準（構造編）・同解説」改訂素案作成
2） 「シールドトンネル設計施工指針」検討課題の整理

下記図書の作成・審議等
1） 「道路震災対策便覧（震災復旧編）」（改訂）
2） 「道路震災対策便覧（震前対策編）」（改訂）

下記図書の作成・審議等
1）HP公表中の事例集更新
2）  「電線共同溝点検の手引き（仮称）」（新刊）

R5.3
R5.3
R5.3
R5.3
R5.3
R4.7
R4.10

R5.3
R4.10

R4.10

R4.6
R5.3

R4.12
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２．成果の提供・普及事業

１）図　書

道路技術者の一層の利便に資するため、調査委員会の成果を踏まえ、適宜、適切な刊行の実施

に努めるものとし、今年度は以下の図書を発刊する。

（1）新　　刊（8点）

「道路橋示方書・同解説Ⅵ修繕編」

「道路橋示方書便覧集（英訳）」

「道路橋設計便覧」

「道路橋耐震設計便覧」

「道路橋補修補強便覧」

「道路橋補修補強事例集（2022 年版）」

「アスファルト舗装の詳細調査・修繕設計便覧（仮称）」

「電線共同溝点検の手引き（仮称）」

（2）改　　定（11 点）

「道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編」

「道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋・鋼部材編」

「道路橋示方書・同解説Ⅲコンクリート・コンクリート部材編」

「道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編」

「道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編」

「道路橋伸縮装置便覧」

「鋼管矢板基礎設計施工便覧」

「道路橋床板防水便覧」

「舗装再生便覧」

「道路震災対策便覧（震災復旧編）」

「道路震災対策便覧（震前対策編）」

（3）読者のニーズに合わせ、既刊図書の増刷

２）出版図書の電子化の取り組み

出版図書の試験的な電子販売を行い、その販売実態を踏まえ、今後の電子化の方向性等の検討

を行う。
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３）月刊誌「道路」の発行

月刊誌「道路」については、安全な社会基盤の強化や会員相互の技術向上を目的に、技術情報

や地域情報の充実、また国際情報の充実を図りながら、令和 4年 4月号から令和 5年 3月号まで

各月平均 8,250 部を発行する。

４）講習会、講演会等の開催

調査委員会において成案を得たもの、または、現在検討中の指針、要綱、便覧についての専門

的な知識の普及を図るため適時に開催するとともに、会員の要望を踏まえたテーマに沿った講習

会等を開催する。また、開催に当たっては広報による周知の徹底を図り、参加者の拡大に努める。

（1）「道路関係予算説明会」（WEB開催）

（2）「道路橋に関する講習会」（WEB開催）

（3）「道路舗装に関する講習会」（WEB開催）

そのほか、道路関係情報を適宜提供する講演会・セミナー等を実施（実施形態については新型

コロナウィルスの感染状況を踏まえ柔軟に対応）

５）第 35回日本道路会議の準備

令和 5年度に開催する第 35 回日本道路会議の諸準備を、実行委員会、論文・企画委員会にお

いて行う。

６）道路広報

（1）道路への理解と普及に向けた広報啓発活動

道路に対する国民のニーズを把握するとともに、社会資本としての道路の役割、必要性等に

ついて広く国民的理解を求める広報啓発活動を、関係団体等の協力と連携を図りながら広く展

開する。

（2）道路関係資料等の保存・活用システムの構築

道路関係資料等の保存・活用システムを構築し、必要なデータを適宜利用できる環境整備を

前年度に引き続き行う。

（3）ホームページの改善

最新の技術資料・情報等の提供を行うため、ホームページの改善を行う。
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３．国際協力事業

道路関連産業や道路技術の海外展開を支援する道路協会の機能強化および、協会会員への国際

活動成果の還元を運営方針として、以下の事業を実施する。

１）PIARC（World Road Association：世界道路協会）関連事業

（1）実行委員会・総会

令和 4年 4 月にチェコ・プラハで開催される実行委員会および、同年 10 月にセネガル・

ダカールで開催される実行委員会・総会等に当協会理事（国際委員長）ほか関係者が出席し、

各国の関係者らと情報交換、意見交換を図る。

（2）第 27 回世界道路会議（プラハ大会）へ向けた準備

令和 5年 10 月に開催されるプラハ大会に向けて準備を開始する。

（3）技術委員会

世界各国で開催される技術委員会等に日本の委員を派遣し、最新の道路技術・政策に関す

る情報交換、共同研究の推進を図る。

 （4）技術委員会等の日本開催支援

令和 4年 5 月 31 日から 6月 3 日の間に京都で開催予定の災害マネジメント技術委員会等

の支援を行う。

（5）技術委員会活動報告会の実施

日本の技術委員らによる活動報告会を実施し、新ターム（2020-2023）における各委員会

の活動計画・活動状況につき国内関係者へ共有するとともに、PIARC 活動全般について報

告を行う。

（6）技術委員会活動報告の月刊誌「道路」掲載

日本の委員が参加している技術委員会の活動報告を、当協会月刊誌「道路」へ継続的に掲

載することにより、国内における PIARC活動成果の共有、委員会活動の活性化を図る。

（7）各種レポート等の国内案内

PIARC が発行する各種報告書につき、当協会ウェブサイト掲載などを通じて、日本道路

協会会員ほか国内関係者へ案内を行う。

（8）PIARC本部事務局への技術者派遣

本部事務局の要請に基づき、テクニカルアドバイザー（西日本高速道路株式会社所属）の

派遣を行う。

２）IRF（International Road Federation：国際道路連盟）関連事業

（1）理事会・総会等

令和 4年度に開催される理事会および総会等に、当協会を代表して IRF 分科会長の神長

耕二が出席し、道路に関する情報交換等を行う。
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（2）IRF グローバル会議

令和 4年 6 月に米国・ワシントンD.C. で開催予定の IRF グローバル会議について、国

内関係者へ案内を行い日本からの参加を検討する。

 （3）IRF アジア地域会議

令和4年10月にマレーシア・クアラルンプールで開催予定のIRFアジア地域会議について、

国内関係者へ案内を行い日本からの参加を検討する。

（4）IRF奨学生帰国報告会の開催

IRF 奨学生による帰国報告とともに、出発予定の奨学生の壮行会を開催し、過去の IRF

奨学生らとの交流を図る。 

  （5）IRF 奨学基金への協力および令和 4年度 IRF奨学生の推薦

関係団体・企業の賛助を得て IRF 奨学基金に協力するとともに、令和 4年度 IRF 奨学生

の推薦を行う。

（6）令和 5年度 IRF奨学生

令和 5年度 IRF奨学生を募集し、選考を実施する。

３）REAAA（Road Engineering Association of Asia and Australasia：

 アジア・オーストラレイシア道路技術協会）関連事業

（1）評議員会等

令和 4年度に開催される第 118 回評議委員会に、当協会を代表して REAAA分科会長の

橋場克司ほか関係者が出席し、道路に関する情報交換および意見交換等を行う。

（2）技術委員会

技術委員会として設置されている舗装小委員会、レジリエンス小委員会、安全小委員会の

活動への日本からの参加し、調査・分析等を実施する。

４）英語版ウェブサイトのリニューアル

日本道路協会英語版ウェブサイトのリニューアルを実施する。

５）国際ウェビナーの実施

道路分野における国際的な取り組みや事例を紹介するためのウェビナーを実施する。

６）海外留学生研究援助

海外留学等を行う道路関係実務経験者に研究援助金を給付する。

 ７）その他（道路関係国際会議等への協力）

国内外で開催される道路関係の国際会議等へ協力し、国際交流の推進を図る。
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８）国際アスファルト舗装学会活動等

海外の舗装関係協会との一層の協力を図り、各国の最新動向や新たな知見を収集し国内舗装

関係者に共有すると共に、日本の技術力の PRにも努める。

４．表彰等その他事業

１）道路功労者の表彰

道路整備事業の推進、愛護等に功績のあった団体及び個人を「道の日」に表彰する。

２）会長奨励賞の表彰

令和 3年度の本奨励賞を表彰するとともに、前年度に引き続き、道路技術の進展に寄与する

ことを目的とし、自らの創意工夫を加え、その後の業務遂行に多大な成果をあげた者を表彰す

る。

３）公益事業協力

地方の道路技術者の質的向上に資するため、地方において講演会、現場見学会等を開催する。

また、「全国交通安全運動」その他道路及び交通の発達を推進する事業等本協会の目的に適

合する各種公益的事業に協力する。

５．組織の強化

本協会の基盤を強化するため、ブロック担当参与による会員のニーズを踏まえた地域活動や

ホームページによる最新情報の提供等を行い、会員とのコミュニケーション体制、会員サービス

等を充実させ、幅広い分野からの会員の拡充を図る。



第 2号報告

令 和 4 年 度 収 支 予 算 書
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第 3号報告

令和 4年度資金調達及び

設備投資の見込み
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 令和 4年度資金調達及び設備投資の見込み

自　令和 4 年 4 月 1 日

至　令和 5 年 3 月 31 日

資金調達の見込みについては、該当なし。

設備投資の見込みについては、執務室耐震化等事業として 3,000,000 円の執務室等防災耐震化事業

準備引当資産の取崩し及び講習会等システム化事業として 5,000,000 円の講習会等システム化事業準

備引当資産の取崩しを行う。
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