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平成 28 年度事業活動の概況 
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1. 事業目的 

「理想的な交通社会の実現に寄与する」 

 

2. 事業内容 

（１）交通及びその安全に関する調査研究 

（２）交通及びその安全に関する研究会の開催 

（３）交通及びその安全に関する情報、資料及び文献の収集及び発行 

（４）交通及びその安全に関する調査研究、教育その他の活動に対する褒賞及び助成 

（５）諸外国における理想的な交通社会の実現に向けた研修 

（６）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

3. 重点項目 

１. 学際性並びに国際性を特徴としての、先見性及び実際性を目指す活力ある事業運営。 

２. 調査研究事業を重点事業として、シンポジウム事業、広報出版事業、褒賞助成事業、

及びその他の本会の目的を達成するために必要な事業との連携。 

３. 諸外国における理想的な交通社会実現に向けた研修としての IATSS フォーラム事業に

ついては、アセアン諸国の将来を担う人材の育成を目的としたプログラムの充実。 

４. 完了テーマの知見を活かした社会への貢献。 

５. 社会及び経済環境を直視した事業規模とし、予定された収入を基とした効率的かつ均

衡のとれた事業運営。 

６. 平成 27 年 4 月に会長が発信した「IATSS VISION の具体化に向けて～今後の 10 年の

IATSS の方向性～」を受けて、その事業展開のため会長直下に「創 50 戦略会議」を設

置。 

 

4. 平成 28 年度の位置付けと活動方針について 

１）位置付け 

学会としての平成 28 年度の位置付けとしては、下記 2点とした。 

①“IATSS VISION” を踏まえた 2024 年へ向けて「新たな取り組み目標」明確化の年 

②IATSS フォーラム次の 10 年へ向けた進化の年 

 

２）目標・施策 

上記位置付けの考えの元、「新たな交通社会を共創する拠点を目指す～次の 10 年へ向け

具体的な目標策定と戦略構築～」を目標とし、下記の施策を展開した。
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①10 年後の IATSS ありたき姿に向かいロードマップの具現化と施策実行 

1．国際展開の強化に向けた活動推進 

2．「10 年後の交通社会」を見据えた学会としてのテーマの提言と推進 

②IATSS フォーラムの次の 10 年に向けた研修方針の進化 

1．今後 5-10 年先を見据えたフォーラム活動内容の進化 

2．各国同窓生との国際貢献活動（交通分野他）でのコラボスタート 

 

5. 特記すべき事項 

1. 調査研究事業 

今年度の自主研究については、１１テーマの研究調査活動を行った。この内、５テーマ

について、研究調査報告会において公表する予定である。 

また、研究調査部会企画事業として、以下２事業を展開した。 

①海外先進事例調査として、欧米主要国・都市の調査とデータベース化を図った。 

②積極的な海外発表として、「Transportation Research Board 96th Annual 

Meeting」に参加した。 

2. 広報出版事業 

学会誌「IATSS Review」を 3号、英文論文集「IATSS RESEARCH」を 2号、それぞれ発行

した。 

3. 褒賞事業 

今年度の国際交通安全学会賞は、業績部門 1件を決定した。 

4. IATSS フォーラム事業 

今年度は、計画通り第 55 回・第 56 回 IATSS フォーラムを開講し、東南アジアの 9か国

から、合計 35 名の研修生が参加した。 

5. 国際交流事業 

2014 年会長発信の「基本方針」に基づき、国際ネットワークを強化し、新たな事業へつ

なげるため、世界の「交通とその安全」に関する国際的討議の場として、第二回国際フ

ォーラムを平成 28 年 11 月に国連大学を会場として開催した。 

 

6. 主たる会議 

１）評議員会 
◎第 12 回評議員会（定時評議員会）(H28.6.20) 

経団連会館 5階 502 会議室に於いて開催し、次の 1）項については承認され、2）、3)

項については選任され、4）項については決議された。 
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1）平成 27 年度事業報告及び決算承認の件 

2）評議員選任の件 

3）役員選任の件 

4）定款第 13 条、第 26 条及び評議員会規程第 1号、第 2号、第 3号、第 4号、第 6

号、第 7号の改定、第 5号の廃止の決議 

 

◎第 13 回評議員会（臨時評議員会）(H29.3.16) 

経団連会館 5階 501 会議室に於いて開催し、次の 1）項については承認され、2）項に

ついては決議された。 

1）平成 28 年度事業計画及び収支予算承認の件 

2）評議員会規程 第 1号および第 4号の改定の決議 

 

２）理事会 
◎第 24 回理事会（通常理事会）(H28.5.19) 

経団連会館 5階 503 会議室に於いて開催し、次の 1）については承認され、2）項につ

いては決議され、3）項については報告がされた。 

1）平成 27 年度事業報告及び決算書類等の承認 

2）第 12 回評議員会（定時評議員会）開催決議 

3）代表理事及び業務執行理事の自己の職務執行状況報告 

 

◎第 25 回理事会（臨時理事会）(H28.6.20) 

経団連会館 5階 502 会議室に於いて開催し、次の 1）項については選定され、2）項に

ついては承認され、3）項については決議された。 

1）代表理事および業務執行理事選定の件 

2）顧問委嘱承認の件 

3）理事会規程第 19 号新設の決議 

 
◎第 26 回理事会（臨時理事会）(H29.3.1) 

理事の全員から文書による同意する旨の意思表示を得、また監事からは異議有る旨の

意思表示を得なかったので、以下提案を承認可決する旨の理事会の決議があったもの

とみなされた。 

1）第 13 回評議員会開催の件 

2）平成 27 年度第 37 回国際交通安全学会賞承認の件 

 

◎第 27 回理事会（通常理事会）(H29.3.16) 

経団連会館 5階 501 会議室に於いて開催し、1）項については承認され、2）項につい
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ては報告がされ、3)、4）項については承認され、5）項については決議された。 

1）平成 29 年度事業計画書及び収支予算書承認の件 

2）代表理事及び業務執行理事の自己の職務執行状況報告 

3）顧問委嘱承認の件 

4）新会員選任および会員再任承認の件 

5）理事会規程 第 5 号、第 15 号の改定および第 20 号新設の件 
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３）「創 50 戦略会議」 
「創 50 戦略会議」は、平成 27 年 3 月に会長に最終答申された「基本方針」に基づき、中長

期的観点から具体的施策を展開するため設置され、平成 28 年度は下記の事項について審議・

承認された。 

 
◎第 1 回会議 (H28.04.13） 
「国際シンポジウム実行委員会」の森本章倫委員長より、第 2 回国際シンポジウム開催の企

画内容について報告があり承認された。 

 
◎第 2 回会議 (H28.06.30) 
第２回国際シンポジウム開催の準備状況について、「国際シンポジウム実行委員会」の森本章

倫委員長より報告がされた。 
長谷川彰委員より創立 50 周年に向けた「中長期戦略案」のご説明があり、これに関する審議

が行われた。 

 
◎第 3 回会議 (H28.08.03) 
「英文論文集編集委員会」土井健司委員長より、”IATSS RESEARCH”誌の今後の編集ならび

に発行計画について報告があり承認された。 
第 2 回会議に引き続き、創立 50 周年に向けた「中長期戦略案」に関する審議が行われた。 

 
◎「『創立 50 周年に向けて IATSS のあり方』ご相談会」の開催 (H28.09.16) 
創 50 戦略会議で討議されている「中長期戦略案」の内容を当学会関係者に広く紹介し、意見

の交換を行うことにより今後の検討に資するために、意見交換会を開催した。なお、会員 18
名、役員 9 名、顧問 11 名、合計 38 名が参加した。 

 
◎第 4 回会議 (H28.10.24) 
国際シンポジウムの第 2 回開催準備状況の報告がされた。 
海外招待会員及び海外顧問制度のあり方に関する審議が行われ、当学会活動のあり方と併せ

て今後引き続き検討することとなった。 
前回に引き続き「中長期戦略案」に関する審議が行われた。 

 
◎第 5 回会議 (H28.12.27) 
英文論文集編集委員会・土井健司委員長より、”IATSS RESEARCH”誌の発行について年間 2
回から 4 回に回数を増やす案について説明があり承認された。 
前回に引き続き、海外招待会員及び海外顧問制度のあり方に関する審議が行われた。 
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◎第 6 回会議 (H29.02.22) 
第 3 回国際シンポジウム開催の企画について、「国際シンポジウム実行委員会」の森本章倫委

員長より報告がされた。 
新海外招待会員の候補者について審議が行われ、新たに 2 名を海外招待会員に推薦すること

が決定した。 

 
議長      赤羽 弘和 
副議長  森本 章倫 

太田 勝敏 
岸井 隆幸 
武内 和彦 
蓮花 一己 
鎌田  聡 
長谷川 彰 
大口  敬 
北村 友人 
久保田 尚 
土井 健司 
中村 英樹 
中村 文彦 
松山 裕司  
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４）企画調整委員会 
◎第 117 回企画調整委員会（H28.06.08） 
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 次年度以降の新会員募集方針 

 

◎第 118 回企画調整委員会（H28.10.24) 
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 平成 29 年度新会員候補の選考 

（2） 活動活性化のための施策 

 
◎第 119 回企画調整委員会（H29.03.20） 

IATSS フォーラム会議室に於いて平成 28 年度および平成 29 年度の委員会を併催

し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 各専門部会平成 28 年度の活動報告および平成 29 年度への申し送り 
（2） 活動活性化のための施策 

 

企画調整委員会 

委員長 赤羽 弘和 

 大口 敬 

 久保田 尚 

 土井 健司 

 中村 英樹 

 中村 文彦 

 森本 章倫 
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５）「人」委員会 
 

1. 新会員紹介イベントの企画・開催 

平成 28 年度の新会員 3名を既存の関係者へ紹介し、活動の活性化を図るため、以下のイ

ベントを企画・実施した。 

IATSS 新会員デビュートーク概要 

開催日：2016 年 9 月 16 日（金） 

場所：ステーションコンファレンス東京 

内容：新会員からのプレゼンおよびグループディスカッション 

新会員：杉本 洋一氏、竹岡 圭氏、矢ケ崎 紀子氏 

参加者： 42 名（新会員 3 名、役員 10 名、顧問 12 名、既存会員 17 名） 

 

2. 新会員候補者の選考・提示 

企画調整委員会の意向を踏まえ、当委員会での議論の結果、平成 29 年度の新会員候補と

して 4名を選考し、企画調整委員会へ提示した。 

そのうちの 2名が平成 29 年度の新会員として企画調整委員会により上申され、理事会に

より決議された。 

 

3. 委員会開催実績 

◎平成 28 年度第 1回「人」委員会（H28.05.16） 

八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 「人」委員会の活動趣旨 
（2） 平成 28 年度新会員紹介イベント企画 
（3） 活動活性化のための施策案 

 

◎平成 28 年度第 2回「人」委員会（H28.09.16) 

ステーションコンファレンス東京に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 平成 30 年度以降の新会員候補者の募集・選考フロー 

（2） 平成 29 年度の新会員候補者案 
 
企画調整委員会 

委員長 久保田 尚 

 岩貞 るみこ 

 竹内 健蔵 

 谷川 武 

 羽藤 英二 

 福田 敦 
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1. 研究調査プロジェクト 

平成 28 年度は、以下のような研究調査プロジェクトを実施した。 

《創 50 戦略プロジェクト》 

1601A 国際比較：道路交通安全の目標設定と交通文化 

－道路交通安全技術・制度・文化に関する国際比較研究－ 

《自主研究》 

1602A マレーシアにおける情報共有型交通安全対策スキームの実施支援 

1603A アジアにおける ITS 導入に関する調査およびガイドライン作成の研究 

1604B カンボジア王国プノンペン市における交通安全向上に関する実証的研究 

－若年層を中心としたソフト面への視点－ 

1605B 通学路 Vision Zero －通学路総合交通マネジメントの提案に向けて－ 

1606B アクセルとブレーキの踏み違いに関係する高齢者の認知・行動特性の分析 

1607B 効果的な交通取締り計画に関する研究 

1608A プレホスピタル救急車プローブデータからみた medical control 改善のための提

案 

1609B こどもの自転車交通モビリティ・安全教育プログラムの開発とその障がい児への

展開に関する研究 

《行政団体連携》 

1610C 自動車の自動化運転：その許容性を巡る学際的研究 

1611A 運転行動に影響を与える交通・安全文化に関する国際比較 

－訪日観光客のレンタカー利用急増に伴う交通事故リスクの把握と軽減方策の提

案－ 

《海外調査》 

1630 諸外国における交通関連施策の計画及び実施状況と関連情報調査 

《国際発表》 

1670 香川研究 －事故発生要因の分析対策への提言－ 
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2. 平成 27 年度研究調査報告会（H28. 4. 8） 

参加者： 役員、評議員、顧問、会員、特別研究員、諸官庁、報道関係及び一般参加者 

 計 247 名 

会 場： 経団連会館 経団連ホール 

報告テーマ： 

H2754 香川研究 －事故発生要因の分析対策への提言－ 

H2761 こどもの自転車交通モビリティと交通安全教育：適用制度の展開および拡張

の可能性に着目した学際的研究 

H2762 自動車の自動化運転：その許容性を巡る学際的研究 

H2763 睡眠呼吸障害早期発見・早期治療の普及促進を目指した学際的研究 

 

 

3. 平成 28 年度研究調査内部報告会（H29. 3. 4） 

参加者 ：役員、評議員、顧問、会員および特別研究員 計 117 名 

会場 ：経団連会館 ダイヤモンドルーム 

報告テーマ ：今年度実施の全プロジェクトテーマ 

 

 

4. 内部シンポジウム「運転の未来を語ろう」（H28. 7.14） 

研究調査活動をより深化させるため、交通社会における今後の重要なテーマである「自動運

転」や「安全運転支援」について最新の状況を共有する場として、内部シンポジウム「運転

の未来を語ろう！」を実施した。なお、本シンポジウムでは、外部から第一線の若手研究者

を招き、IATSS 関係者との議論を深めた。 

外部からの招聘 ：小竹元基氏、菅沼直樹氏、 

ポンサトーン・ラクシンチャラーンサク氏、小川貴裕氏 

参加者 ：役員、評議員、顧問、会員 計 33 名  

会場 ：経団連会館 ルビールーム 
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5. 研究調査部会企画委員会 

◎第 1回委員会（H28.07.14） 

1. 内部シンポジウム「運転の未来を語ろう」実施内容確認 

2. 第 1 回 IATSS サロンの企画検討 

3. プロジェクト成果の公表時期の基準検討 

 

◎第 2回委員会（H28.10.06) 

1. 第 1 回 IATSS サロンの進捗共有 

2. 第 2 回 IATSS サロンの企画検討 

3. IATSS DB を使った情報共有方法の検討 

 

◎第 3回委員会（H28.12.08） 

1. 第 2 回 IATSS サロンの進捗共有 

2. IATSS DB を使った情報共有の運用確認 

3. 海外調査の展開の検討 

4. 来年度の研究調査プロジェクト募集要領の確認 

 

◎第 4回委員会（内部報告会）（H29.03.04） 

1. 外部報告会での発表プロジェクトの選考 

 

◎第 5回委員会（H29.03.13） 

1. 平成 29 年度研究プロジェクトの選考 

 

◎第 6回委員会（PL 会議）（H29.03.27） 

1. 平成 29 年度研究プロジェクトの内容と予算の整合 

 

企画調整委員会 

委員長 中村 文彦 

 上條 俊介 

 篠原 一光 

 谷川 武 

 福山 敬 

 森本 章倫 



＜調査研究事業＞ 
 

- 12 - 
 

１）《創 50 戦略プロジェクト》国際比較： 
道路交通安全の目標設定と交通文化 
－道路交通安全技術・制度・文化に関する国際比較研究－ 

＜1601A プロジェクト：企画事業＞ 

 

1. 研究目的と概要 
創 50 戦略プロジェクト募集要項の研究目的に則り、諸外国における道路交通安全の目標設

定とその実態について理解を深めるため、交通安全に関わる道路交通技術と各種制度、その

背景にある文化的側面に着目して国際比較分析を行うことを活動趣旨とする。また、参加メ

ンバーの既存海外ネットワークを最大限に活用しつつ、これらをさらに発展させ、次世代に

も拡げることも目標とする。 

今年度は、予備文献調査、現地交通実態観測、ワークショップ、ヒアリング（行政機関、大

学、救急医療関係施設、自動車教習所、車両検査・登録機関等）、交通安全意識調査（紙媒体

および多言語対応 Web システム）等を通じて、道路交通技術と各種制度、その背景にある文

化的側面に着目した調査を、中東（カタール、アラブ首長国連邦）とフィリピンで行った。 

 

2. 研究経過 
◎第 1回研究会（H28.5.20） 

◎第 2回研究会（H28.8.22） 

◎中東（カタール・アラブ首長国連邦）現地調査（H28.9.20-28） 

－道路交通安全に関わる目標設定とその実態把握のため、ヒアリング・ワークショッ

プ・交通状況視察・観測調査を実施（ドーハ、シャルジャ、ドバイ、アブダビ） 

◎第 3回研究会（H28.10.25） 

◎第 4回研究会（H28.11.16） 

◎フィリピン現地調査（H28.11.27-12.3） 

－道路交通安全に関わる目標設定とその実態把握のため、ヒアリング・交通状況視察・

観測調査を実施（マニラ） 

◎第 5回研究会（H28.12.14） 

◎第 6回研究会（H29.2.9） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL  中村 英樹 

谷川 武 

森本 章倫 

堀口 良太 

吉田 長裕 

（特別研究員） 

鈴木 弘司 (名古屋工業大学大学院工学研究科 准教授) 

塩見 康博 (立命館大学理工学部 准教授) 
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中井 宏 (東海学院大学人間関係学部 准教授) 

鈴木 一史 (群馬工業高等専門学校 助教) 

後藤 梓 (名古屋大学大学院環境学研究科 助教) 

Alhajyaseen, Wael K.M. (Assistant Professor, Qatar Road Safety Studies Center, 

Qatar University) 

Ahmed, Shawky Mohamed (Assistant Professor, Ain Shams University, Egypt) 

Abu-Lebdeh, Ghassan (Professor, American University of Sharjah, UAE) 

Tang, Keshuang (Associate Professor, Tongji University, China) 
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２）マレーシアにおける情報共有型交通安全対策スキームの実施支援 

＜1602A プロジェクト＞ 

 

1. 研究目的と概要 
マレーシアでは単位人口あたりの交通事故死者数が日本の約 5倍と深刻であり、日本の交

通安全分野の経験や成果に注目している。IATSS 及び国土交通省のプロジェクトとして H10

～21 年度に千葉県鎌ヶ谷市、市川市等向けに開発、実地適用したスキームを同国ペナンに適

用し、事故・ヒヤリ体験データ、現地観測データの分析に基づく対策案の企画まで実現し

た。今回は、平成 28 年度からの 3年間で、同スキームを現地の状況に適合させ、自律的運

用体制への移行を目指すものである。併せて、データ収集・分析の高度化と知識・経験の国

際的共有を目指す。 

1 年目である本年度は、ペナン市議会、同市の関係主要部局、現地大学 USM (Universiti 

Sains Malaysia)、その他の関連団体等へのプロジェクト概要及びシステムについての説明

を実施し、その意義と有用性についての理解を得ることができた。また、関連システム開

発、その導入・運用およびデータ分析、安全対策の企画・評価に関する支援は当プロジェク

ト、安全対策の施工は同市土木部が担当することを確認した。さらに USM とは、協働してペ

ナン市の交通安全対策を支援する体制の構築に関して、より具体化することで合意してい

る。一方で、関連データの状況を調査するとともに、ヒヤリ体験システムのスマートフォン

向け機能の開発と、英語、マレー語への対応作業を進めた。 

 

2. 研究会経過 
◎第 1回研究会（H28.05.18） 

◎第 2回研究会（H28.07.13） 

◎第 3回研究会（H28.09.27） 

◎第 4回研究会（H28.12.14） 

◎第 5回研究会（H29.02.14、ペナン市および USM との Skype 会議を並行開催） 

さらに、現地との合同研究会及び関係部局・団体等への説明会を下記のように開催した。 

◎第 1回渡航（H28.06.25～06.28） 

◎第 2回渡航（H28.09.04～09.08） 

◎第 3回渡航（H28.11.23～11.26） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL 赤羽 弘和 

 大口 敬 

 小川 和久 

 中村 彰宏 

特別研究員 

 高田 邦道（日本大学 名誉教授） 
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 小早川 悟（日本大学理工学部 教授） 

 親松 俊彦（㈱開発技術コンサルタント 顧問） 

 Ang Aing Thye （ペナン市 助役） 

 Addnan Bin Mohd Razali （ペナン市 土木局長） 

 A. Rajendran （ペナン市 土木副局長） 

 Zainuddin Bin Mohamad Shariff （ペナン市 土木局エンジニア） 

オブザーバ 

 南部 繁樹（㈱トラフィックプラス 代表） 

 堀江 清一（NPO 法人オフィス TAPE 代表） 
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３）アジアにおける ITS 導入に関する調査およびガイドライン作成の研究 

＜1603A プロジェクト＞ 

 

1. 研究目的と概要 
アジア諸国において自動料金収受、交通管制、交通制御、プローブ収集、情報提供等の ITS

の導入が進められている。国により導入のレベルはさまざまであるが、最新の IT 技術を導入

した高コストパフォーマンスなインフラ整備が行われている国もある。我が国は世界に先駆

けて ITS の導入に努めてきたが、その後の IT 技術の発展により陳腐化したり、最新の IT 技

術を積極的に活用する国際標準から取り残されたりといった現象がみられるようになってき

た。そこで、本研究では、欧米など先進国を調査して国際標準の動向を把握するとともに、ア

ジアの現状の調査を行った。わが国への技術の逆輸入を含めて、最適な ITS の導入方法を検

討し、ガイドラインを作成することを最終目標とする。 

今年度は、わが国には導入されておらず、国際的およびわが国の視点から有意義と考えら

れる技術応用例を調査し、フィリピン・タイにおける現地調査や ERP システム（シンガポー

ル）に関するヒヤリングなどを行った。その中には、わが国のベンチャー企業が創造したビジ

ネスモデルや、わが国のメーカーの高い技術力により実現したシステムがあり、わが国の将

来にとって示唆に富む調査となった。 

 

2. 研究経過 
◎第 1回研究会（H28.5.26） 

◎第 2回研究会（H28.8.1） 

◎第 3回研究会（H28.9.28） 

◎第 4回研究会（H28.10.18） 

◎フィリピン・タイ現地調査（H28.12.12-16） 

・IoT や FinTech を活用した交通サービスに関するヒヤリング・視察（マニラ） 

・Electric Tricycle の運用に関するヒヤリング・視察（ボラカイ島） 

・プローブデータを活用したタクシーサービスに関するヒヤリング・視察（バンコク） 

◎第 5回研究会（H29.1.18） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL 上條 俊介 

 土井 健司 

 中村 文彦 

 長谷川 孝明 

 福田 敦 

（特別研究員） 

 伊丹 誠  （東京理科大学基礎工学部 教授） 

 尾崎 晴男（東洋大学総合情報学部 教授） 

 坂井 康一（東京大学生産技術研究所次世代モビリティ研究センター 准教授） 
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 玉田 和也（国土技術政策総合研究所道路交通研究部 ITS 研究室 研究官） 

 徳増 健  （阪神高速道路㈱事業開発部 プロジェクトリーダー） 

 中島 徳至（Global Mobility Service㈱ 代表取締役社長執行役員） 

 牧野 浩志（国土技術政策総合研究所道路交通研究部 ITS 研究室 室長） 
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４）カンボジア王国プノンペン市における交通安全向上に関する実証的研究 
―若年層を中心としたソフト面への視点－ 

＜1604B プロジェクト＞ 

 

1. 研究目的と概要 
21 世紀の成長のセンターとして海外直接投資や人の移動が加速化している東南アジアのな

かで、目覚しい社会経済開発を実現している国がカンボジアである。しかし、成長の陰には多

くの問題が山積している。成長段階にある多くの途上国と同様に、カンボジアでも急速なモ

ータリゼーションが進展している。とくに首都プノンペン市ではインフラ整備や人々の意識

改善が追いつかず、交通渋滞や事故が深刻化している。 

本研究では、現在も通学等で道路をアクティブに使用しており、将来も重要な道路ユーザ

ーとなっていく若年層（＝高校生・大学生）に焦点をあてる。若年層の交通意識・運転行動を

理解し、それらが安全を志向する方へ働きかけることが、将来的な交通安全の実現において

非常に重要であると考え、同市の交通環境ならびに若年層の交通意識・運転行動を明らかに

したうえで、とくにソフト面から交通安全を向上させるための方策（＝啓蒙活動・教育カリキ

ュラム）に関する研究・開発・実践・提言を行うことを目指している。 

2 年目となる本年度は、昨年度実施した高校生・大学生を対象とした質問紙調査及び二輪車

運転行動調査のより詳細なデータ分析を行い、危険認知度と実際の運転挙動の関係性を探る

ことにより、その特性・傾向を明らかにした。また運転行動調査の動画をもとに危険予測訓練

ビデオクリップを作成し、「プノンペンにおける若者の交通安全向上」ワークショップを通じ

て、日常に潜む危険な交通状況への気づきと自らの運転行動の振り返りを促した。更に、交通

と安全に関わる省庁・団体とも連携を図ることにより、現地の交通安全向上に貢献すべく活

動を展開した。 

 

2. 研究会経過 
◎第 1回研究会（H28.04.21） 

◎第 2回研究会（H28.10.05） 

◎現地関係諸団体との会合・ヒアリング(H28.10.30～11.03） 

◎報告会打ち合わせ（H29.02.06） 

◎現地との Skype 会合（H29.02.13） 

◎現地ワークショップ「プノンペンにおける若者の交通安全向上」開催（H29.03.16～03.20） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL 北村 友人 

 土井 健司 

 吉田 長裕 
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特別研究員 

 矢野 円郁（神戸女学院大学人間科学部心理行動科学科 准教授） 

 山口 直範（大阪国際大学人間科学部 准教授） 

 林 真樹子（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 助教） 

 

研究協力者 

 Chhinh Sitha（王立プノンペン大学教育学部） 
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５）通学路 Vision Zero －通学路総合交通マネジメントの提案に向けて 

＜1605B プロジェクト＞ 

 

1. 研究目的と概要 
本研究は、まず「通学路の交通事故死者ゼロ」という目標を掲げ、それを端緒として、市街

地の交通事故をゼロにすることを目標とするものである。 

平成 24 年以降、「通学路交通安全プログラム」が全国でほぼ実施済みの状況とはなってい

るが、対策内容や対策プロセスが確立していない中、必ずしも効果が上がっているとは言え

ない。本プロジェクトでは、これまでそれぞれの関係が明確になってこなかった、通学路、ス

クールゾーン、交通規制、および周辺のまちづくりや物理的デバイスの利用方法などを統合

する「通学路総合交通マネジメント（仮称）」を提案する。新潟市における通学路交通安全対

策の一連の取組みを通して「通学路総合交通マネジメントガイドライン（案）」を作成し、現

在、これを活用して、沖縄県浦添市の通学路安全プログラムと連動した取組みを進めている。

平成 28 年度には、さらに、通学路の事故特性の分析、対策実施箇所の優先順位付け手法、通

学路用ライジングボラードの公道導入の検討を行った。 

 

2. 研究経過 
◎全体研究会 

第 1回（2016.06.07） 

第 2 回（2016.11.30） 

第 3 回（2017.02.20） 

◎ガイドライン案企画制作会議 

第 1回（2016.10.03） 

第 2 回（2016.10.24） 

◎新潟市通学路交通安全対策ワークショップ 

第 1回（2016.07.06） 

第 2 回（2016.09.05） 

第 3 回（2016.11.10） 

◎浦添市通学路交通安全対策ワークショップ 

第 1回（2016.12.09-12） 

第 2 回（2017.02.27-28） 

 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL 久保田 尚 

会員 今井 猛嘉 

 岩貞 るみこ 

 太田 和博 

 小川 和久 
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 長谷川 孝明 

 森本 章倫 

特別研究員 橋本 鋼太郎（IATSS 理事・（株）NIPPO 顧問） 

 蓮花 一己（IATSS 理事・帝塚山大学 心理学部 教授） 

 久野 請也（筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授） 

 神谷大介（琉球大学工学部環境建設工学科 准教授） 

 小嶋 文（埼玉大学大学院理工学研究科 准教授） 

 池田 博俊（新潟青陵大学 特任研究員） 

 勝又 憲彦（警察庁 交通局交通規制課 課長補佐） 

 三原 佳則（警察庁 交通局交通規制課 規制第一係長） 

 井上慧介（国土交通省 道路局路政課道路利用調整室 課長補佐） 

 酒井 洋一（国土交通省 道路局環境安全課道路交通安全対策室 室長） 

 竹下 卓宏（国土交通省 道路局環境安全課道路交通安全対策室 課長補佐） 

 菊池 雅彦（国土交通省 都市局都市計画課都市計画調査室長） 

 新屋 千樹（国土交通省 都市局街路交通施設課街路交通施設企画室 企画専門官） 

 吉門 直子（文部科学省 初等中等教育局健康教育・食育課 安全教育調査官） 

 髙瀬 麻美子（文部科学省 初等中等教育局健康教育・食育課 交通安全係長） 

 大橋 幸子（国土技術政策総合研究所 道路交通研究部道路研究室 主任研究官） 

 萩田 賢司（自動車安全運転センター 調査研究部 参事） 

 遠山 慎二（新潟市 土木部土木総務課 主幹） 

 西澤 暢茂（新潟市 中央区建設課整備係係長） 

 萩原 岳（（公社）日本交通計画協会 交通計画研究所 所長） 

 林 隆史（元（一財）国土技術研究センター 首席研究員） 

 竹本 由美（（一財）国土技術研究センター 上席主任研究員） 

 佐々木 政雄（（株）アトリエ 74 建築都市計画研究所 代表取締役） 

 松原 悟朗（（株）国際開発コンサルタンツ 取締役会長） 

 高瀬 一希（（株）国際開発コンサルタンツ プロジェクトマネージャー） 

 伊藤 将司（（株）福山コンサルタント 企画室長） 

 山中 亮（（株）中央建設コンサルタント 調査部長） 

※所属・役職は当時 
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６）アクセルとブレーキの踏み違いに関係する高齢者の認知・行動特性の
分析 

＜1606Ｂプロジェクト＞ 

 

1. 目的 
高齢ドライバーの踏み違いによる事故に関して 

・事故統計・事故事例からその実態を明らかにする。 

・踏み違いに関係の深い認知機能について解明する。 

・踏み違いをしやすい/しにくいペダルの特性を解明する。  

 

2. 方法 
本プロジェクトは 3つの観点で進める。 

① （認知機能研究） 

加齢変化する認知機能の中で、踏み違いに関連するものをさぐる。 

② （行動機能研究） 

踏み違いにつながるペダル操作行動を検証する。 

③ （事故統計・事例分析研究） 

事故統計・事例から踏み違いにつながる要因を見つける。 

 

3. 研究経過 
◎第１回研究会         （H28.5.31） 

◎第２回研究会         （H28.8.22） 

◎第３回研究会         （H28.12.13） 

◎第４回研究会         （H29.2.21）  

 

◎踏み間違い経験に関する Web 調査 

◎運転姿勢に関する調査 

◎アクセル・ブレーキペダル操作に関する調査 

◎アクセル・ブレーキペダル位置と踏み間違いの関係性についての調査 

◎眼球停留関連電位を用いた認知機能評価 

◎高齢者と若年者の行動特性の比較 

 

4. プロジェクトメンバー 
ＰＬ．篠原 一光 

大須賀美恵子  

    田久保宣晃   

    土井 健司 

 特別研究員 

    木村 貴彦 （関西福祉科学大学健康福祉学部 准教授） 

    小谷賢太郎 （関西大学システム理工学部 教授） 

    朝尾 隆文 （関西大学システム理工学部 助教） 

    土田 宣明 （立命館大学文学部 教授） 

    中村 隆宏 （関西大学社会安全学部 教授） 
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７）効果的な交通取締り計画に関する研究 

＜1607B プロジェクト＞ 

 

1. 目的 
平成 25 年に「交通事故抑止に資する取締りの在り方に関する提言」が出され、各地でより

効果的な交通取締りの実施に向けた試みが続いている。特に交通事故と交通取締りの科学的

な関連性をもとに、PDSA による継続的な改善が図られている。本研究は、効果的な交通取締

り計画の実施にむけて、交通事故データを用いた具体的な計画手法を提案することを目的と

する。 

 

2. 方法 
平成 28 年度の上期は「効果的な交通取締り計画」手法の応用性の検討と、これまでの知見

に基づいて、特定地域での計画策定を試みる。下期は、その実施および評価を行う。また、通

年で違反履歴と事故の分析を行う。具体的には以下の通りである。 

① 北海道、秋田県、埼玉県の分析結果の整理と取締り計画への応用性の検討 

② 神奈川県警と連携した事故抑止の調査研究の実施と評価 

③ 違反経験と事故特性に関する調査分析 

④ 交通取締りハンドブック改訂に向けての要点整理 

 

3. 研究経過 
◎第１回研究会           （H28.5.30） 

◎第２回研究会           （H28.7.4） 

◎第３回研究会           （H28.9.14） 

◎第４回研究会           （H28.11.14）  

◎第５回研究会           （H29.2.1） 

 

4. プロジェクトメンバー 
ＰＬ．森本 章倫 

加藤 一誠  

    中村 彰宏 

   福山  敬   

    浜岡 秀勝 （秋田大学理工学部 システムデザイン工学科 教授） 

（共同研究者）  

藤山 拓  （ロンドン大学交通研究所 上級講師） 

西田 泰  （公益財団法人交通事故総合分析センター 課長） 

平川 晃洋  （公益財団法人交通事故総合分析センター 研究員） 
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８）プレホスピタル救急車プローブデータからみた medical control 
改善のための提案 

＜1608A プロジェクト＞ 

 

1. 研究目的と概要 
埼玉県の人口当たりの医師数、看護師数、病院数は全国最低であり、重症患者が断られる 
件数及びパーセンテージは共に全国ワースト５に入る(救命患者受け入れ率データ) 
2 年前には 25 病院合計 36 回断られ、最終的に亡くなったという事案が発生し、救急活動

を取り巻く環境改善は急務である 
H18～20 年度 IATSS 研究プロジェクトでは、救命救急活動の効率化は情報システムや救

急病院の整備のみでは成立せず、傷病者、管制センター、救急隊、医師等の高度な連携が

不可欠であることを明らかにした。本プロジェクトでは、これらの知見を活かし、研究成

果の実践として救命救急活動記録、救急車プローブデータ、重症患者疾病記録などの客観

的なデータをもとに、三次救急に重点を置き、埼玉県のプレホスピタルの問題点の明確化

と改善策を提案する 
本プロジェクトでは上記を踏まえ、以下の活動を行った。 
・さいたま消防への協力要請 
・さいたま消防許可の下、さいたま市内の救急車(10 台)に GPS 測定器を搭載し、当該車両

の救急活動時における測位情報（GPS 時刻、緯度、経度）および速度、加速度を記録 
・傷病者情報シートとプローブデータの結合による救急車の活動状況の把握 
・分析用データベースの作成 

 

2. 研究会経過 
◎第 1 回研究会 （H28.05.26） 
◎第 2 回研究会 （H28.10.13） 
◎救急活動実態調査（プローブの設置） （H28.9.14 - 11.15） 
◎第 3 回研究会 （H29.1.16） 
◎第 4 回研究会 （H29.2.23） 
 

3. プロジェクトメンバー 
PL 守谷 俊 

赤羽 弘和 
岩貞 るみこ 
中村 彰宏 

（特別研究員） 
      高田 邦道     （日本大学 名誉教授） 
（オブザーバー） 
 南部 繁樹 （㈱トラフィックプラス） 
（研究協力者） 
福島 史人 （自治医科大学附属さいたま医療センター救命救急センター 大学院生） 
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９）こどもの自転車交通モビリティ・安全教育プログラムの開発とその障
がい児への展開に関する研究 

＜1609B プロジェクト＞ 

 

1. 研究目的と概要 
本研究では、こどもを対象に、多様性を内在した交通モビリティ社会の実現に向けて、適用

されている諸制度の展開および可能性に着目し、学際的に研究を行うものである。特に、免許

を持たない交通参加者であるこどもを対象に、交通モビリティの実態とその新たなニーズを

把握した上で、既存の交通モビリティの展開および拡張可能性を明らかにし、それらを支え

るための教育、講習プログラムおよび諸制度のあり方、さらにこれらをパッケージとして提

供するための戦略について提案を行う。 
H27 年度には、仏・蘭における自転車教育との比較により、国内における自転車交通安全

教育の課題を抽出できた。H28 年度には、これらの成果に基づいて、視覚障がいのあるこど

ものモビリティに対象を絞り、その実態および交通・安全教育の事例収集及びそれらの制度

に関わるヒアリングを行うとともに、国内においては、視覚障がい児への自転車教育・講習プ

ログラムに関するガイドライン作成を試みる。 

 

2. 研究経過 
◎第 1回研究会 (H28.5.11) 

◎WG1 第 1 回研究会 (H28.9.5) 

◎ワークショップ、国際セミナー (H28.10.9-10) 

◎WG1 第 2 回研究会 (H29.1.31) 

◎WG2 第 1 回研究会 (H29.2.13) 

◎WG2 第 2 回研究会 (H29.3.28) 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL. 吉田 長裕 

  小川 和久 

  北村 友人 

  永田 潤子 

（特別研究員） 

  蓮花 一己（IATSS 理事・帝塚山大学心理学部 教授） 

  松村 みち子（IATSS 顧問・タウンクリエイター） 

  藤江 徹（（公財）公害地域再生センター あおぞら財団 事務局長・研究員） 

  藤山 拓（Centre for Transport Studies (UCL) Senior Lecturer） 

  柳原 崇男（近畿大学理工学部社会環境工学科 准教授） 

  矢野 円郁（神戸女学院大学人間科学部 准教授） 

  松原 淳（（公財）交通エコロジー・モビリティ財団企画調査課 課長） 

  岡村 和子（科学警察研究所 交通科学部 交通科学第二研究室長） 
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  加藤 麻樹（早稲田大学人間科学学術院 准教授） 

  神田 直弥（東北公益文科大学公益学部公益学科 准教授） 

  菊池 輝（東北工業大学都市マネジメント学科 教授） 

  中野 友香子（科学警察研究所 交通科学部 交通科学第二研究室 研究員） 

  Divera Twisk（オランダ交通安全研究所（SWOV）） 

  Lambrecht Franz（Kassel 大学） 

  Richter Susann（Dresden 工科大学） 

  Schöne Eric（Dresden 工科大学） 
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１０）自動車の自動化運転：その許容性を巡る学際的研究 

＜1610C プロジェクト＞ 

 

1. 研究目的と概要 
自動車の自動化運転は、世界各国がその実現を目指して技術革新を競っているが、その法

的許容性も、条約の制約下で検討されている。日本でも、その許容性の前提は同じであるが、

警察庁のガイドライン発出により、公道実験が開始されることで、新たな局面を迎えている。

この状況変化を踏まえ、許容性の範囲と限界を更に具体的に検討し、実証実験の社会還元方

法を追求する。 

1 年目（平成 26 年度）にて、問題を概括的に検討し、2年目（平成 27 年度）にて、問題の

国際的側面の検討を開始した。そこで得られた知見は、上記ガイドラインの制定にも反映さ

れてきた。そこで 3年目（平成 28 年度）では、自動化運転車両の公道実験に際して予想され

る様々な具体的な問題（事故防止、事故発生時の責任の衡平な帰属と社会分担等）を、更に詳

細に検討する。その結果、日本の関係法令の改正にも具体的な提言が可能となる。この分野に

おける世界標準となる法的モデルの提示も可能となろう（プログラム提供者の民事、刑事、行

政責任、製造物責任の改正への提言、ネットワーク上の情報保護の法制度の提言）。 

 

2. 研究経過 
◎第 1回研究会（H28.5.27） 

◎第 2回研究会（H28.8.4） 

◎イギリス、オランダ調査「市民参加型の実証実験、トラック自動隊列走行」（H28.10.18-20） 

◎第 3回研究会（H28.11.21） 

◎シンポジウム開催「自動運転の社会的受容性の模索：その現状と課題」（H28.12.10） 

◎第 4回研究会（H28.12.26） 

◎第 5回研究会（H29.2.6） 

◎実証実験視察「岡崎中央総合公園」（H29.2.8） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL  今井 猛嘉 

   岩貞 るみこ 

   大口 敬 

   木林 和彦 

   久保田 尚 

   篠原 一光 

   杉本 洋一 

   長谷川 孝明 

   森本 章倫 

（特別研究員） 

   松村 良之（IATSS 顧問：北海道大学 名誉教授） 
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   矢野 雅文（IATSS 顧問：東北大学 名誉教授） 

   横山 利夫（IATSS 顧問：本田技術研究所四輪 R&D センター 上席研究員） 

   岡村 和子（科学警察研究所交通科学部 交通科学第二研究室長） 

   小川 貴裕（弁護士法人アディーレ法律事務所 弁護士） 

   清水 和夫（モータージャーナリスト） 

   菅沼 直樹（金沢大学新学術創成研究機構 准教授） 

   西田 泰 （（公財）交通事故総合分析センター 研究第一課長） 

   松浦 常夫（実践女子大学人間社会学部 教授） 

   三浦 清洋（（公社）日本交通計画協会 企画室長） 

   八幡 有信（八幡マネジメント研究所） 
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１１）運転行動に影響を与える交通・安全文化に関する国際比較 
－訪日観光客のレンタカー利用急増に伴う交通事故リスクの把握と
軽減方策の提案－ 

＜1611A プロジェクト＞ 

 

1. 研究目的と概要 

本プロジェクトは，急増する訪日外国人観光客の自動車運転需要の高まりに伴う交通事故

リスクの把握と軽減方策の提案を目的としている。近年，北海道や沖縄などの観光地におい

ては，わが国とは異なる運転慣習をもつ外国人運転者の交通違反や交通事故が増加してい

る。また，東京オリンピックが開催される首都圏や京都・大阪・神戸に跨る広域的な観光資

源を擁する関西圏においても，訪日外国人による交通事故リスクが懸念されている。 

こうした問題に対して，本研究ではまず警察庁の国籍別交通違反および事故データを用い，

事故に繋がる運転慣習の特徴づけを実施。さらに，レンタカーを対象とする ETC2.0 社会実

験の挙動履歴データを活用し，観光地における各国運転者の危険運転場所を抽出し,国籍別

に比較分析を行った。また，関西国際空港において，訪日中にレンタカーを利用した外国人

を対象に運転時のヒヤリハット体験を調査し，運転者の特性を重視したクラスター別対策

の方向性を提案。 
本プロジェクトでは上記を踏まえ、以下の活動を行った。 

・全国レンタカー協会との連携 
・警察庁提供データの解析 
・関西国際空港での訪日外国人レンタカー利用者アンケート調査 
・北海道での訪日外国人運転行動調査 (走行実験) 
・香港での海外調査、香港大学専門家へのヒアリング実施 
・台湾では専門家ヒアリングに加え、国立交通大学(台北)にてワークショップを開催 
・関西テレビ取材協力－ドライビングスクールでの訪日外国人運転行動調査につき取材協力 

 

2. 研究会経過 
◎第 1 回研究会 （H28.04.18） 

◎第 2 回研究会 （H28.07.28） 

◎第 3 回研究会 （H28.10.17） 

◎関西国際空港訪日外国人レンタカー利用者調査 （H28.10.18-10.23） 

◎北海道訪日外国人運転行動調査 （H28.10.21-10.24） 

◎香港大学 専門家ヒアリング (香港) （H28.12.21） 

◎国立交通大学 ワークショップ (台湾) （H28.12.23） 

◎第 4 回研究会 （H29.2.16） 

 

  



＜調査研究事業＞ 
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3. プロジェクトメンバー 
PL 土井 健司 

赤羽 弘和 
上條 俊介 
北村 友人 
高橋 正也 
長谷川 孝明 
吉田 長裕 
矢ケ崎 紀子 

（特別研究員） 

      Esko KESKINEN （University of Turku, Finland, Professor Emeritus） 

猪井 博登 （大阪大学大学院工学研究科 地球総合工学専攻 助教） 
井上 勇一 （IATSS 顧問 東京都市大学国際部担当部長） 
岡本 努 （警察庁運転免許課 外国人運転者対策官） 
蓮花 一己 （IATSS 理事 帝塚山大学心理学部心理学科 教授）  
松尾 幸二郎 （豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 助教） 
牧野 浩志 （国土技術政策総合研究所 ITS 研究室） 

 

  



＜調査研究事業＞ 
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１２）主要諸外国における交通関連諸施策の計画及び実施状況の調査 

＜1630：企画事業＞ 

 

１．研究目的と概要 

（目的） 

  IATSS 研究調査活動への最新基礎情報の提供 

（選出方法） 

 学際性を担保するために各行政からテーマ項目を吸い上げ、従来とは異なる方法でテ

ーマを設定した 

・行政各省からテーマとなる項目を吸い上げ、関連した調査テーマを決定 

・IATSS 会員による若手特別研究員の推薦 

・前年度１年間テーマを精査し、本年度二名の調査メンバーにそれぞれ異なる研究

分野の若手研究員を推薦追加して、文理複数の視点による調査を実施した。 

実施したテーマと若手特別研究員 

①てんかんと交通事故 

江﨑治朗：厚生労働省医政局医事課 主査 

板垣勝彦：横浜国立大学大学院国際社会科学府 准教授 

②自転車交通ルールの徹底に資する取締り・制裁方法と交通安全教育 

鈴木一史：群馬工業高等専門学校 環境都市工学 助教 

西上 治：大阪市立大学法学研究科 准教授 

２．研究経過 

◎第１回研究会 （H28.5.6） 

◎第２回研究会 （H28.5.25） 

◎第３回研究会 （H28.7.26） 

◎第４回研究会 （H28.8.2） 

◎第５回研究会 （H28.10.28） 

◎第６回研究会 （H29.1.25） 

 

①第１回 英国視察 （H28.8.14～8.18） 

②第２回 英・蘭・独国視察  （H28.9.19～9.28） 

３．プロジェクトメンバー 

ＰＬ． 吉田 長裕 

 久保田 尚 

 森本 章倫 

 田久保宣晃 

 北村友人 

理事. 蓮花 一己 

 江﨑  治朗 （厚生労働省医政局医事課 主査） 

 小嶋 文   （埼玉大学大学院理工学研究科 准教授）  

 鈴木 一史 （群馬工業高等専門学校 環境都市工学 助教） 

 板垣 勝彦 （横浜国立大学大学院国際社会科学府 准教授） 

 西上 治 （大阪市立大学法学研究科 准教授） 

 三田 妃路佳 （宇都宮大学地域連携教育研究センター 准教授） 

  



＜調査研究事業＞ 
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１３）《国際発表》「香川研究－事故発生要因の分析と対策への提言－」 

＜1670：企画事業＞ 

 

1. 目的と概要 
「国際発表」プロジェクトは、以下の目的のため、前年度に実施した研究プロジェクトの中

から、著しい成果の認められたプロジェクトに対し、国際的な会議等で発表する機会を設け

るものである。 

目的 

・ IATSS の研究成果を国際的に広く周知すること 

・ 期待される若手研究者に国際的な会議への参加の機会を提供すること 

・ IATSS の国際的な認知度を向上させること 

 

今年度は、平成 27 年度の研究調査プロジェクトから、H2754「香川研究－事故発生要因の

分析と対策への提言－」が選出され、その成果をアメリカ・ワシントン DC にて開催された「第

96 回 TRB Annual Meeting」において発表した。 

 

2. 実績 
◎発表イベント 

イベント名：Transportation Research Board 96th Annual Meeting 

開催地：アメリカ合衆国ワシントン DC 

期間：2017 年 1 月 8 日～12 日 

発表者：塩見 康博（立命館大学理工学部 准教授） 

◎発表テーマと内容 

タイトル：「Assessing the Safety of Signalized Intersections: The Influence of Geometric 
Attributes and Regionality on Traffic Accident Risks」 

発表形式：ポスターセッション 
20〜30 名の研究者に説明、約 10 名と詳細についてディスカッション 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL：赤羽 弘和 

発表者（特別研究員）：塩見 康博（立命館大学理工学部 准教授） 

 



（2）広報出版事業 
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  定期刊行物としては、IATSS Review（国際交通安全学会誌）Vol.41, No.1～3 および IATSS 

RESEARCH（英文論文集）Vol.40, Issue1～2 を発行した。 

 

1. 学会誌（IATSS Review）編集委員会 

1）IATSS Review の発行 

Vol.41, No.1「特集/都市物流の最新事情」（H28.6.30） 

Vol.41, No.2「特集/自転車」（H28.10.31） 

Vol.41, No.3「特集/鉄道駅の安全・安心」（H29.2.28） 

 

2）著作権規程の整備 

著作権に関する運用の適正化・標準化を図るため、著作権規程の整備を行った。昨年度

作成した著作権規程(案)について、法律専門家の確認を受けながら調整を行い、著作権規

則とともに最終版を作成し、理事会の承認を得た（3月）。平成 29 年 4 月より施行の予定。 

 

3）執筆規定・投稿規定の改訂 

著作権規程の作成に伴い、執筆規定および投稿規定の改訂を行った。著作権規程と併せ、

平成 29 年 4 月より施行の予定。 

 

4）J-STAGE への電子ジャーナル公開 

J-STAGE への登載申請を行い、登載誌として採択された。登載開始は平成 29 年 4 月以降

の予定。 

 

5）編集委員会の開催 

◎第 1回（第 304 回）（H28.4.26） 

  1）Vol.41, No.3 特集企画の検討 

  2）投稿 15-06(論文)の再査読報告および審議 

  3）投稿 16-01(論文)・16-02(論説)・16-03(論文)の査読報告および審議 

  4）投稿 16-04(論文)の審査に関する検討 

 

    ◎第 2回（第 305 回）（H28.6.22） 

      1）Vol.41, No.3 特集企画の検討 

      2）Vol.42, No.1 特集企画の検討 

      3）投稿 16-02(論説)の再査読報告および審議 

      4）著作権規程に関する検討
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    ◎第 3回（第 306 回）（H28.8.9） 

      1）Vol.41, No.2 依頼原稿の確認報告・査読報告および審議 

      2）Vol.42, No.1 特集企画の検討 

      3）著作権規程に関する検討 

 

    ◎第 4回（第 307 回）（H28.11.2） 

      1）Vol.41, No.3 依頼原稿の確認報告および審議 

      2）Vol.42, No.1 特集企画の検討 

      3）Vol.42, No.2 特集企画の検討 

      4）著作権規程に関する検討 

       

    ◎第 5回（第 308 回）（H29.1.17） 

      1）Vol.42, No.1 特集企画の検討 

      2）Vol.42, No.2 特集企画の検討 

      3）著作権規程に関する検討 

 

    ◎第 6回（第 309 回）（H29.3.14） 

      1）Vol.42, No.1 依頼原稿の確認報告および審議 

      2）Vol.42, No.2 特集企画の検討 

      3）投稿 17-01(論説)の審査に関する検討 

 

学会誌編集委員会 

委員長  大口 敬 

        一ノ瀬 友博 

        太田 和博 

        木林 和彦 

        篠原 一光 

        関根 太郎 

        高橋 正也 

        長谷川 孝明 

        平岡 敏洋 

        福山 敬 
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2.英文論文集（IATSS Research）編集委員会 

 

(1) 定期発行 

・Vol.40, Issue 1 の発行（平成 28 年 7 月発行） 

  投稿論文数の増加に伴い、Accept 論文の出版を早める意図もあり、一般投稿論文のみの

掲載で発行した。 

・Vol.40, Issue 2 の発行（平成 29 年 1 月発行） 

The First Global Interactive Forum on Traffic and Safety (2015) Special issue:  

“Diverse, Regionally-Rooted Transport Cultures"特集号 

第 1回 GIFTS の公開シンポジウムでの発表内容を「特集号」として発行した。 

 

(2) Thomson Reuters (Web of Science) への収録申請 

・昨年度から継続してきたジャーナルスコープの改訂を終え、8月に収録申請を完了した。 

 

(3) 次年度からの発刊回数の見直しおよび特集企画 

・Thomson Reuter では、以前は「年 4回以上の発行回数をジャーナル収録の条件のひとつと

していた」経緯があること、また、投稿論文数の増加に伴い、出版待ちの Accept 論文数

も増加していることから、年 4回の発行とすることとした。 

・従来の年 2回の「特集」発行予定は変更せず、追加で 2回、一般投稿のみの号を発行す

る。（発行スケジュール下記） 

 2017 年  4 月：41－1 号（投稿のみ） 

 2017 年  7 月：41－2 号 Safe and Sustainable Transport for All 特集 

 2017 年 10 月：41－3 号（投稿のみ） 

 2017 年 12 月：41－4 号「カンボジアにおける若者の交通安全向上」 

（IATSS プロジェクト特集） 

 

  



 
 

- 36 - 
 

(4) 海外編集委員体制の見直し 

・投稿論文数の増加に伴い、論文審査を担当いただける活動的な若手編集委員の増員が望ま

れることから、下記の通り次年度からの海外編集委員体制を組むこととした。3月中に新

体制を確立し、来年度 4月から始動する。 

Advisory Board Member を新設：長年ご尽力いただいた重鎮の先生方（9名）に就任

依頼。 

Editorial Board Member の増員：現在の若手・中堅委員への継続依頼（6名）、及び

推薦いただいた若手（13 名）への就任依頼。 

 

(5) ジャーナルパフォーマンス報告 

・定期的に編集委員会にてジャーナルパフォーマンスを確認した。 

 

(6) 編集委員会の開催 

◎第 163 回編集委員会（平成 28 年 4 月 25 日） 

・新審査システムＥＶＩＳＥの概要説明 

・40－1 号、40－2 号進捗報告 

・41－1 号特集企画 

・Aims and Scope 改訂検討（継続） 

 

◎第 164 回編集委員会（平成 28 年 7 月 7 日） 

・40－1 号発行予定 

・40－2 号進捗報告 

・41－1 号特集企画詳細 

・Aims and Scope 改訂検討（継続） 

・ジャーナルパフォーマンス報告 

 

◎第 165 回編集委員会（平成 28 年 10 月 18 日） 

・Thomson 申請経過報告 

・2017 年からの発刊予定検討 

・40-2 号、41-1 号進捗報告 

・41-4 号特集企画 

・新審査システムへの移行について 
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◎第 166 回編集委員会（平成 29 年 1 月 13 日） 

・40－2 号発行予定 

・41－2 号進捗報告 

・41－4 号特集企画詳細 

・ジャーナルパフォーマンス報告 

・来期海外編集委員体制検討 

 

英文論文集編集委員会 

委員長： 土井 健司 

委  員： 北村 友人 

 高橋 正也 

 中村 彰宏 

 西本 幸正 

 二村 真理子 

 松橋 啓介 

 吉田 長裕 

 

海外編集委員 

Richard ALLSOP (University College London, UK) 

Nicola CHRISTIE (University College London, UK) 

Marjan HAGENZIEKER (Delft University of Technology & SWOV, the Netherlands) 

Burkhard E. HORN (World Road Safety Institute, France) 

Wing-tat HUNG (Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong) 

Peter JONES (University College London, UK) 

Esko KESKINEN (University of Turku, Finland) 

Martin E.H. LEE-GOSSELIN (University of Laval, Canada) 

G.M. MACKAY (University of Birmingham, UK) 

Dinesh MOHAN (Indian Institute of Technology, India) 

Ram M. PENDYALA (Arizona State University, USA) 

Ingor RADUN (University of Helsinki, Finland & Stockholm University, Sweden) 

Peter SWEATMAN (University of Michigan, USA) 

Fred WEGMAN (Delft University of Technology, the Netherlands) 

Xin YE (Tongji University, Shanghai, China) 



（3）褒賞及び助成事業 
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 今年度は、第 37 回国際交通安全学会賞の贈呈式を行うとともに、第 38 回国際交通安全学

会賞として、業績部門 1 件の受賞を決定した。 

 

1. 第 37 回（平成 27 年度）の国際交通安全学会賞贈呈式 

平成 28 年 4 月 8 日（金）経団連会館において、平成 27 年度研究調査報告会と合同で開催

した。 

 

2. 平成 28 年度褒賞助成部会企画委員会 

 ◎第 1 回委員会（H28.5.25） 

    1）褒賞委員会の活動の概要について 

    2）年間活動スケジュールについて 

    3）「業績部門」「著作部門」の募集と、各部門の選考方法について 

    4）「業績部門」候補の検討 

    5）「著作部門」査読の割り振り 

    6）「論文部門」査読の割り振り 

 

 ◎第 2 回委員会（H28.7.26） 

    1）「業績部門」候補の検討および視察スケジュールについて 

    2）「著作部門」審査および査読の割り振り 

    3）「論文部門」審査および査読の割り振り 

 

 ◎第 3 回委員会（H28.9.9） 

    1）「業績部門」視察計画説明と視察候補の決定（視察計画） 

    2）「著作部門」審査および査読の割り振り 

    3）「論文部門」審査および査読の割り振り 

 

 ◎第 4 回委員会（H29.1.20） 

    1）「業績部門」視察報告、審議 

    2）「著作部門」審査 

    3）「論文部門」審査 

    4）会員信任投票、理事会、贈呈式の準備 

 

 ◎視察（H28.11.25）（H29.1.20） 

3. 会員信任投票（H29.2.13 締切）： 候補信任 
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4. 理事会（H29.3.1）： 候補承認 

 褒賞助成部会企画委員 

 委員長  中村 英樹 

      今井 猛嘉 

      太田 和博 

木林 和彦 

      竹内 健蔵 

      長谷川 孝明 

      堀口 良太 



第 38 回（平成 28 年度）国際交通安全学会賞 
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≪業績部門≫ 

 当部門は、理想的な交通社会の実現に関して、研究、施策の推進、普及、啓発、あるいは機

器の開発、設備･施設の建設などに多大な業績をあげたものを対象に、過去 3年以内に成果が

顕著となった業績の中から選考される。 

 

業績題目： 公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりの展開 

受賞者  ： 富山市 

受賞理由 

 富山市では、平成 20 年 3 月に富山市都市マスタープランを策定し、「鉄軌道をはじめとす

る公共交通を活性化させ、その沿線に居住、商業、文化等都市の諸機能を集積させることによ

り、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」を政策目標として掲げまし

た。その中で、中心市街地に加えて点在する地域の拠点を「お団子」に、公共交通を「串」に

見立てた「お団子と串」の都市構造を目指す方針が打ち出され、都市機能の集積した「お団

子」の形成のためには、「中心市街地活性化基本計画」と「まちなか居住推進計画／公共交通

沿線居住推進計画」を策定し、「串」の形成には「公共交通活性化計画」を策定し、コンパク

トなまちづくりの推進を図ることとしたものです。 

この計画を受けて、市内電車の環状線化や路面電車の南北接続など、LRT ネットワークの積

極的形成に我が国でいち早く取り組むとともに、新駅の設置、バスの再編などによる利便性

向上、駅前広場やパークアンドライド駐車場の整備などによる交通結節点整備など、複数の

施策を効果的に導入してきました。 

 中心市街地の活性化については、北陸新幹線開業を契機に富山駅とその周辺の整備を行う

とともに、コミュニティバスの運行、自転車市民共同利用システムの導入を図ってきました。

また、中心商業地区における全天候型広場空間である「グランドプラザ」を周辺商業施設と一

体的に整備し、まちなかでイベントを実施することで、賑わいを創出することに成功すると

ともに、市民が行う活気あるまちづくりへの取り組みに対して「まちなか活性化事業サポー

ト補助金」を交付したり、中心部で降車すれば市内どこからでも運賃が 100 円となる高齢者

を対象とした「おでかけ定期券」を発行したりすることにより、中心市街地への来街促進施策

を意欲的に展開しています。 

市内の中心部を「都心地区(まちなか)」、公共交通の利便性の高い区域を「公共交通沿線居

住推進地区」と位置付け、居住人口の割合を大幅に上昇させることを目標としています。まち

なかでは、快適に居住できるよう、商業、文化、教育、医療・福祉などの都市機能の拡充や交

通機関を充実し、公共交通の沿線地区では居住と都市の機能を集積することで、歩いて暮ら

せる圏域の整備が進められています。「お団子」となるこれらの地区の魅力を高め、居住を誘

導していくために、住宅取得支援や賃貸住宅の家賃助成、共同住宅の建設促進補助、遊休化し

た業務・商業ビルの住宅転用支援など、市民や事業者向けの様々な補助制度を積極的に導入

しています。
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 また、都心で花を購入して路面電車に乗車すると運賃が無料になるといったユニークな取

り組みも行っており、質の高い景観づくりと相まって、花のあるまちとして都心を明るく潤

いのある空間の創出にも一役買っています。 

これら数多くの施策の包括的な導入によって、公共交通利用者数の増加、中心市街地での

滞在時間や消費額の増大、中心市街地への転入超過や地価上昇など、コンパクト化の進展と

その効果がすでに数字に表れてきています。類似の政策を掲げつつも、なかなか実現しなか

ったり、効果が不十分であったりすることが多い中で、これらの富山市の取り組みは大いに

注目に値するものと言えます。また、コンパクトなまちづくりへの取り組みは、近年、中心市

街地に転居した市民の約 8 割から賛同を得ており、まちづくりへの積極的参画などの面にお

いて市民意識の変化にも貢献しており、数多くのプラス効果の連鎖を導きつつあります。 

このように、富山市のまちづくりは、公共交通を軸としたコンパクトシティの実現という

確固たる目標像を描いた上で、その実現に向けてメリハリある政策を首尾一貫して矢継ぎ早

に展開し、継続的な調査を通して効果を定量的に把握しながら、市民や議会に対する説明に

努めることで、10 年弱の間に様々な形で具現化していると言うことができます。このような

目標に向けての各種施策のスピード感ある戦略的展開とその効果は、同様の問題を抱える日

本の数多くの地方都市におけるまちづくりに一つの模範を示すものとして、高く評価される

ものです。 

 

≪著作部門≫ 

 当部門は、理想的な交通社会の実現に関して、過去 2 年間に初版として刊行された優れた

著作・出版物の中から選考される。 

 

候補著作 107 点を各委員が分担で査読をし、審査を行いましたが、該当はありませんでした。 

 

 

≪論文部門≫ 

 当部門は、国際交通安全学会誌（IATSS Review）及び英文論文集（IATSS Research） 

に掲載された論文の中から選考される。 

 

IATSS RESEARCH Vol.39No.2、Vol.40No.1 に掲載された論文 18 編、IATSS Review Vol.41No.1

に掲載された論文 1 編について各委員が分担で査読をし、審査を行いましたが、該当はあり

ませんでした。 
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1985 年 9 月に設立された、アセアン諸国の若い有為な人材を、日本に 55 日間招請、アセアン

諸国と日本とが直面する現在の課題の学習観察を通じ、各参加国の持続可能な交通・社会実

現に寄与する人材の育成に貢献しようという、国際交流も踏まえた研修事業である。 

今年度は、年二回の IATSS フォーラムを開催した。 概要は、以下のとおりである。 

 

第 55 回 IATSS フォーラム開催 

 期間 平成 28 年 5 月 22 日～7月 9日 

 

第 56 回 IATSS フォーラム開催 

 期間 平成 28 年 9 月 24 日～11 月 12 日 

 

 研修生 35 名（男 16 名、女 19 名) 

 国名 カンボジア 4 名 

  インドネシア 4 名 

  ラオス 4 名 

  マレーシア 4 名 

  ミヤンマー 4 名 

  フィリピン 4 名 

  シンガポール 3 名 

  タイ 4 名 

  ベトナム 4 名 

 

 職業 行政機関 13 名 

  大学・研究機関 6 名 

  民間企業 14 名 

  その他（NGO 等） 2 名 

 

2） 研修プログラム 

"Thinking and Learning Together"をモットーに、アセアンと日本の現在の課題を題材とし

ている。 テーマを『持続可能な地域づくり』とし、先ず専門家の先生の講義を通してテーマ

理解を深めた後、「三重県鳥羽市の地域資源の保全と観光への活用を通した持続可能なまちづ

くり」、「神戸市の阪神淡路大震災からの復興過程から学ぶレジリエンスのあるまちづくり」、

「京都市の伝統文化、技術の継承と現代への融合」の実践状況を視察した。また、一般セミナ

ーや他の視察先も、研修テーマとの関連性を高めることで、『持続可能な地域づくり』を実現

するには様々な分野からのアプローチが必要なことを学んだ。研修終盤では、各視察、講義か

ら学んだことを基に「自国の課題を題材としたグループ研究発表」を行った。
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① 各分野の専門家を講師とし、ディスカッション主体のセミナー 

② 研究課題に対する多角的・論理的な考え方、解決策立案手法を習得するグループ研究 

③ 日本とアセアン、及びアセアン諸国間の相互理解を目指した体験学習と交流イベント 

 

 

3） IATSS フォーラム部会  IATSS フォーラム実行委員会 

 ※平成 28 年度(2016 年度)は、前年度の IATSS 規定改定により、研修運営とプログラム策定

とを一括で審議できる体制の下、フォーラム事務局推進テーマの審議も含め 7回開催した。 

 

第 107 回実行委員会（H28. 4.16） 
１．日本同窓会発足会の報告 

 ２．実行委員会の年間スケジュール変化点の確認 

 ３．対象国拡大についてのブレーンストーミング 

 ４．IATSS フォーラムの評価についてブレーンストーミング 

 ５．2017 年度 IATSS フォーラム研修生最終審査について 

  

第 108 回実行委員会（H28. 5.22） 
１．日本同窓会企画（東京視察）進捗報告 

 ２．対象国拡大施策進捗報告 

 ３．IATSS 企画調整委員会報告内容（案）共有 

 ４．最終審査ガイドライン策定 

  

 第 109 回実行委員会（H28. 7. 11） 
１．55 回フォーラム新企画修了報告 

２．最終審査ガイドライン策定 

３．対象国拡大施策進捗報告 

 

 第 110 回実行委員会（H28. 9. 9） 
１．2017 年度研修生二次審査 

２．最終審査ガイドライン策定 

 

 第 111 回実行委員会（H29. 1.30） 
１．シンガポール対応機関 SMF の申出対応 

２．マレーシア副委員長 アジズ氏退任にあたり、感謝の意の表し方相談 

３．2017 年度 IATSS フォーラム最終審査結果の共有と振返り 
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第 112 回実行委員会（H29. 2.22） 

１．シンガポール対応検討 

２．インド出張情報共有 

３．2016 年度研修の振返り 

４．2017 年度プログラム策定方針の決定 

   ⇒武内会長による「持続可能な社会・地域づくり」セミナーの実施 

５．タイ同窓会活動報告 

 

第 113 回実行委員会（H29. 3.28） 

１．2017 年度 組織運営体制 

２．シンガポール SMF 対応 情報共有 

３．インド出張 情報共有 

４．新体系プログラム開発（新評価指標） 

５．対象国拡大 選定基準 

６．名簿管理 IT 化 

７．2017 年度 実行委員会スケジュール（案）について 

 

IATSS フォーラム部会 IATSS フォーラム実行委員会 

委員長 土井 健司 

委員 一ノ瀬 友博 

委員 上條 俊介 

委員 北村 友人 

委員 吉田 長裕 

 

（IATSS フォーラム部会特別委員） 

委員 足立 文彦 （金城学院大学 現代文化学部 名誉教授） 

委員 溝田 勉 （長崎国際大学 統括副学長） 

4） 現地委員会 

現地委員会活動及びフォーラム研修生の選考審査・決定 

  年二回開催し、各国で 4名(合計 36 名)の研修生を選抜した。 

 

◎IATSS フォーラム フィリピン委員会 

委員長 Ms. Carol M. Yorobe （科学技術省 事務次官） 

委員 Hilario Sean O. Palmiano （フィリピンデリマン大学交通研究所所長） 

 Victoria Abcede（教育省 中等教育部門） 

 Aileen S. P. Baviera （フィリピンデリマン大学教授）
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 Evangeline P. Bautista（マニラ大学科学技術学部長） 

 Mauro Ariel S.R. Yonzon （フィリピン文化センター 部長） 

 Cleofe Velasques-Ocampo（IATSS フォーラムフィリピン同窓会会長） 

オブザーバー 久保田 最文（在フィリピン日本国大使館 研究員） 

事務局 Corlita G. Canilao（IATSS フォーラム フィリピン事務局） 

 

◎IATSS フォーラム タイ委員会 

委員長 Sakol Thinagul (天然資源環境省 天然資源部門 部長) 

 Suwanna  Tiasuwan (天然資源環境省 天然資源部門 副部長) 

 Worrawan Asawakun（IATSS フォーラムタイ同窓会長） 

アドバイザー エイシャンホンダ 社会活動推進部 担当者 

オブザーバー 小林 孝（在タイ日本国大使館 二等書記官） 

事務局 Worawan Nakbanpot（IATSS フォーラムタイ事務局） 

 

◎IATSS フォーラム インドネシア委員会 

委員長 Ridwan Gunawan（前インドネシアモーターサイクル協会会長） 

委員 Suprapti Sumarmo Markam（インドネシア大学 教授） 

オブザーバー 宮原 淳（在インドネシア日本大使館 二等書記官） 

 井沼 俊之（アストラホンダ 社長） 

事務局 Ms. Daniarti Gumulja (Dani)（IATSS フォーラム インドネシア事務局） 

 

◎IATSS フォーラム ベトナム委員会 

委員長 Vo Dai Luoc (ベトナムアジア太平洋経済センター(VAPEC) 所長) 

副委員長   Nguyen Canh Binh（アルファブック出版社長 IATSS Forum 事務局長） 

委員 Pham Xuan Hoan（IATSS フォーラムベトナム同窓会 代表） 

オブザーバー 田中 みずき（在ベトナム日本国大使館 二等書記官） 

アドバイザー ホンダベトナム担当者 

◎IATSS フォーラム ミャンマー委員会 

委員長 Zaw Min Win（ミャンマー商工会議所連合会 会頭） 

副委員長 Maung Maung Lay (ミャンマー商工会議所連合会 副会頭) 

委員 Myo Thet（ミャンマー商工会議所連合会 副会頭） 

 Khine Khine New (ミャンマー縫製協会人材開発センター 名誉会長)  

オブザーバー 笠井 良真（在ミャンマー日本国大使館 二等書記官） 

事務局 Pyai Pyai Pwint(47 回生) 
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◎IATSS フォーラム ラオス委員会 

委員長 Khampoune Keoviphakone（ラオス青年同盟 副部長） 

副委員長 Vanhpheng Khounbolay（ラオス青年同盟 マーケティング部門長） 

委員 Sisomephone Tipanya (ラオス青年同盟 国際関係部門 事務局長) 

オブザーバー 清田 祐介（在ラオス日本大使館 三等書記官） 

事務局 Sisomphone Tipanya, （IATSS フォーラム ラオス事務局） 

 

◎IATSS フォーラム シンガポール委員会 

委員長 George Abraham（GA グループ Ltd. 会長兼代表取締役） 

委員 George Huan   (SMF シンガポール製造業者連盟 前会長) 

 Benedict See Toh (National Youth Council ユースリーダー代表) 

 Lam Joon Hoon （SMF シンガポール製造業者連盟 秘書室長） 

オブザーバー 在シンガポール日本国大使館 担当者 

アドバイザー 茨木 健     （ブキバトドライビングセンター 所長） 

事務局 Ng Wee Kok  （IATSS フォーラム シンガポール事務局 SMF） 

 

◎IATSS フォーラム マレーシア委員会 

委員長 Dato’Zuraidah Atan （ズライダーアタン弁護士事務所） 

委員 Dato’Robert Wong Lum Kong（オリエンタルホールディングス COE） 

 Siti Muhaza Sh. Zainal  （マレーシア 人材開発部 副所長） 

オブザーバー 辰巳 智恵子  （在マレーシア日本国大使館 広報文化部 副部長） 

アドバイザー ホンダ マレーシア担当者 

事務局 Rofina Yasmin Bt. Dato’ Othman 

 Nurdiana Binti Ruslan(IATSS フォーラム マレーシア事務局、マラヤ大学） 

 

◎IATSS フォーラム カンボジア委員会 

委員長 Var Kim Hong（国境問題上級相） 

委員 Oum Ravy    （副委員長、プノンペン王立大学） 

 Khim Leang  （CJCC 副所長) 

 Van Bonida（IATSS フォーラムカンボジア同窓会 会長） 

オブザーバー 松本 泉 （在カンボジア日本大使館 二等書記官） 

 伴 俊夫 （CJCC チーフアドバイザー） 

事務局 Nuon Kossoma (57 回研修生) 
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1. IATSS 国際フォーラム(GIFTS)実行委員会活動内容 

 

(1) 第 2 回国際フォーラム（GIFTS）の企画・開催 

  ・創立 50 周年に向けて、IATSS の向かうべき方向性を議論する会議体である創 50 戦略

会議との連携のもと、第 2回国際フォーラムの企画を進め、平成 28 年 11 月 18 日

（金）～19 日（土）の 2日間、国連大学を会場として開催した（全日程は下記参

照）。 

  ・シンポジウムのサマリー及び当日発表 PPT 資料を GIFTS ホームページで公開した。 

 

  第 2 回 GIFTS 全日程実施概要 

  ●11 月 18 日（金）13：30～16：10 ５Ｆエリザベス・ローズ国際会議場 

ワークショップ１（非公開）：「交通文化と安全教育」 

  司会：北村友人（会員） 

  発表者：Wael Khaleel Mohammed Alhajyaseen（カタール）、Nicola Christie（UK）、 

Geetam Tiwari（インド）、Marianne Vandershuren（南アフリカ）、太子のぞみ

（日本） 

      ＊同日夕方から、ホテルニューオータニにて歓迎レセプションを開催した 

 

  ●11 月 19 日（土）10：00～12：30 ５Ｆエリザベス・ローズ国際会議場 

ワークショップ２（非公開）：「第 10 次５ヵ年交通安全基本計画の目標達成に向けて」 

  司会：武内和彦（会長） 

  討論者：赤羽弘和（会員）、金子健（内閣府）、森雅志（富山市）、杉本洋一（会員） 

  海外コメンテータ：Ulf Björnstig（スウェーデン）、Nicola Christie（UK） 

 

  ●11 月 19 日（土）14：00～17：25 ３Ｆウ・タント国際会議場 

  シンポジウム（公開）：「交通文化と安全～Vision Zero に向けた新たなステージ～」 

  開会挨拶：武内和彦（会長） 

  趣旨説明：森本章倫（会員） 

  司会：太田勝敏（理事） 

  基調講演：Ulf Björnstig（スウェーデン） 

  話題提供：赤羽弘和（会員）、Nicola Christie（UK）、Geetam Tiwari（インド）、 

Marianne Vandershuren（南アフリカ）
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(2) 第 3 回国際フォーラム（GIFTS）の企画 

・第 3回日程は平成 29 年 11 月 17 日（金）～18 日（土）の 2日間、会場は国連大学を予定し

ている。 

・セッション構成は、第 1日目午後にシンポジウム（公開）、第 2日目午前～午後にワークシ

ョップ（非公開）の予定である。来年度、プログラム構成・招聘者等の詳細を決定し開催準

備を進める。 

 

(3) 平成 28 年度 実行委員会開催実績 

◎第 1回実行委員会（平成 28 年 4 月 27 日） 

 ・第 1回創 50 戦略会議ご意見の共有 

 ・招聘候補者、セッション内容、時間配分等検討 

 ・今後の進め方 

 

◎第 2回実行委員会（平成 28 年 6 月１日） 

 ・招聘者打診状況報告 

 ・詳細スケジュール検討 

 ・正式依頼状内容確認 

 ・今後の進め方 

 

◎第 3回実行委員会（平成 29 年 2 月 9 日） 

 ・第 2回 GIFTS 振り返り 

 ・第 3回 GIFTS テーマ及び骨子の検討 

 

IATSS 国際フォーラム(GIFTS)実行委員会 

委員長： 森本 章倫 

委  員： 大口 敬 

 北村 友人 

 関根 太郎 

 中村 彰宏 

 吉田 長裕 
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2. ATRANS（Asian Transporation Research Society）への寄付 

 

タイ（バンコク）に本拠地を置く ATRANS の研究調査、シンポジウム、ジャーナル出版、等の

諸活動を支援するために寄付を行った。 

 



刊行物一覧 
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◎学会誌「IATSS Review」 

Vol.41, No.1「特集/都市物流の最新事情」（H28.6.30） 

Vol.41, No.2「特集/自転車」（H28.10.31） 

Vol.41, No.3「特集/鉄道駅の安全・安心」（H29.2.28） 

 

◎英文論文集「IATSS RESEARCH」 

Vol.40, Issue 1 の発行（平成 28 年 7 月発行） 

一般投稿論文のみの掲載 

Vol.40, Issue 2 の発行（平成 29 年 1 月発行） 

The First Global Interactive Forum on Traffic and Safety (2015)  

Special issue: “Diverse, Regionally-Rooted Transport Cultures"特集 



その他 
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慶弔 

 
1. 弔辞 

◎逝去 
・顧問 三 角 哲 生 氏  平成 28 年 4 月 15 日 享年 89 歳 

 
・顧問 大 堀 太 千 男 氏  平成 28 年 7 月 7 日  享年 83 歳 

 
・顧問 長 江 啓 泰 氏  平成 28 年 10 月 5 日 享年 81 歳 
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株式の保有等 

（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

1. ホンダ開発株式会社 

① 名称 ホンダ開発株式会社 
② 事務所の所在地 埼玉県和光市本町 5 番 39 号 
③ 資本金等 資本金 785 百万円 
④ 事業内容 1）不動産の売買、賃貸借、斡旋および管理業 
 2）損害保険契約代理業 
 3）旅行業 
 4）土木、建設、設計、監理業 
 5）飲料、菓子などの販売業 
 6）食堂、喫茶店の経営 
 7）自動販売機の管理受託業 
 8）揮発油、石油製品、液化石油ガス販売業 他 
⑤ 役員の数及び代表者の氏名 

役員数 7 人（取締役 5、監査役 2） 
代表者名 大野 直司 

⑥ 従業員の数 393 人 
⑦ 保有する株式等の数及び全株式等に占める割合 
 780 万株（持株比率 49.7％） 
⑧ 保有する理由 当学会創設者から寄附されたもの 
⑨ 株式の入手日 昭和 60 年 2 月 25 日 
⑩ 当該企業との関係 

人事関係 なし 
資金関係 なし 
取引等 なし 
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許・認可及び登記事項 

 
《評議員》 
吉田正弘氏 6 月 20 日評議員退任に伴う抹消登記 平成 28 年 7 月 4 日 
熊谷陽一氏 6 月 20 日評議員退任に伴う抹消登記 平成 28 年 7 月 4 日 
野村義人氏 6 月 20 日評議員就任に伴う登記 平成 28 年 7 月 4 日 
尾高和浩氏 6 月 20 日評議員就任に伴う登記 平成 28 年 7 月 4 日 

 
《理事、監事》 
峯川 尚氏 6 月 20 日代表理事退任に伴う抹消登記 平成 28 年 7 月 4 日 
竹内弘平氏 6 月 20 日代表理事就任に伴う登記 平成 28 年 7 月 4 日 
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