日（月）東京都千代

全国道路利用者会議 理事会開催

全国道路利用者会議は、 月

中止となった第 回全国大会の附議事項・「第 回全

田区の全社協・灘尾ホールにおいて理事会を開催し、
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国大会について」を審議した。
理事会の開催にあたり、 換を行った。

古賀誠会長挨拶

臨時ではございますけれど 過をはじめとして、様々な

も、対面で全国の理事の皆 意見交換ができるというこ

さんにお目にかかることが ともありがたいことであり

本日は大変ご多忙の中、 国大会と、東京に、緊急事 できて嬉しく思います。ま ます。ご出席いただいた道

理事の皆様方にはご参集い 態宣言が出ておりました関 た、全国道路利用者会議の 路局の関係者の皆様に心か

ただきまして、心からお礼 係で、書面によります手続 活性化にも大きな意味があ らお礼を申し上げたいと思

特に全国道路利用者会議

予定の第 回全国大会につ を 申 し 上 げ た い と 思 い ま き と さ せ て い た だ き ま し ると思っております。ご出 います。

た。大変残念なことだった 席頂いた皆様に改めてお礼

今年は５月に予定されて と思います。特に長野での を 申 し 上 げ た い と 思 い ま は、ただ単に道路の整備の

いて、千葉英也北海道道路 す。
利用者会議会長（北海道議

会議員）より提案があり、 おりました定時総会、そし 全国大会も感染防止のため す。そして、全国道路利用 みならず、ご利用いただく

日（火）

結びに、コロナの１日も

申し上げます。

日本の美 』

道路で示す

『 ゆずりあい

皆様方の期待に な面で、ご協力を頂き、ご れていくか、本日もトラッ のことでありま

応えることがで 支援を賜っておりますこと ク・バス・タクシーを代表 すが、会長特別

きなかったこと にも合わせてお礼を申し上 してご出席を頂いておりま 補佐になって頂

本日は、国土交通省道路 私共はこれからもご期待に 佐藤信秋先生は

を改めて、私か げたいと思っております。 す。非常に大事な視点を、 いております、
らもお詫びを申

様にご出席を頂いておりま いという大きな責任を負っ くの方々にご努

し上げたいと存 局長をはじめ、関係者の皆 応えていかなければならな じめ、本当に多
じます。

急加速度対策といたしまし げ、感謝を申し

ては、本年度から新たに緊 ご 報 告 申 し 上

特に国土強靭化につきまし りますことも、

ただ本日は、 す。来年度の概算要求の経 ていると思っております。 力いただいてお

議

て、皆様方の熱心なご要望 上げなければい

日は、道路関係４団体

の成果として日の目を見る けないと思います。

ことができたこともお礼を

を求める全国大会」を開催 じてお礼のご挨拶といたし

申し上げなければならない で「安全・安心の道づくり 早い収束を皆様と一緒に念

と思っております。

今後、この会議が様々な させて頂きます。どうぞご ます。

方々の期待に応えていくよ 協力のほどを切にお願いを

新潟県・関口芳史

富山県・大野久芳
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近畿地区（大阪府）・中川
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役員の一部改選
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福井県・浮田啓三

き

葉英也

北海道地区（北海道）・千

愛知県名古屋市・橋本ひろ 本部・渡邊一洋

兵庫県・神戸市・原岡謙一 近 畿 地 区 （ 兵 庫 県 ・ 神 戸
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愛媛県・大城一郎

香川県・花崎光弘

島根県・吉田伸司

島根県・永井好輔

鳥取県・川上和人

山形県・村 紀明
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【新指名常任理事】

光弘

四国地区（香川県）・花崎

兵庫県・神戸市・吉川紀興 市）・原岡謙一

るよう、新たな財源を創設するとともに、令和四年度道路関係予算

令和三年十月二十一日

は、所要額を満額確保すること。

これらの項目を踏まえ、道路整備・管理が長期安定的に進められ

化・推進と必要な予算の別枠での確保

一、子供達の安全・安心を守るため、通学路等の交通安全対策の強

制度の早期実現

実、及び道路行政のデジタル化に合わせた新たな特車通行許可

一、高速道路料金の事業者向け割引の継続、ＳＡ・ＰＡ施設の充

進、交通ターミナルの機能強化及び公共交通の維持・支援

一、トラック、バス、タクシー等の利用者目線での渋滞対策の推

定などによるネットワークの強化

一、策定された広域道路交通計画に基づく重要物流道路の更なる指

化等とダブルネットワークの構築

活性化に向けた高規格道路のミッシングリンクの解消、四車線

一、災害への備え及び観光等の経済活動復興のため、人流・物流の

な事業執行を図るための弾力的な措置を講ずること

必要な予算・財源を当初予算も含めた別枠での確保と、計画的

一、防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策について、

め、次に掲げる項目を計画的かつ着実に実現すること。

生及び国土強靱化を推進し、ストック効果を早期に発揮させるた

ポストコロナ時代の「新たな日常」を実現するとともに、地方創

決

賛成多数で了承された。続 て９月の理事会、 月の全 中止ということで、全国の 者会議の各般の事業に様々 方々のご要望をどう取り入 うに、私は当然
いて、決議文の取り扱いつ
最後に、 月

議事では、檜山俊宏副会 いての説明を行った。

続いて佐藤信秋会長特別補 長（広島県議会議員）が会
の道づくりを求める全国大

日（木）に北海道で開催 理事会を終了した。

はじめに、令和４年 月 会」についての説明を行い

拶を行った。その後、道路 めた。
局より道路行政に関する情
報提供をいただき、意見交
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佐、村山一弥道路局長が挨 長の職務を代行し議長を務 に開催予定の「安全・安心
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古賀誠会長が挨拶を行い、
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「道路ふれあい月間」
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（1）

利用者の要望を取り入た道路整備の推進を！

