
 

  

平成２６年７月１日（火） 

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所  

東京都建設局 

記 者 発 表 資 料 

ｽ   ｽﾗﾅｽｽ 

    
 

我が国では、近年、高度経済成長期に集中的に整備された道路施設の老朽化が急激に進行

しており、今後さらに進行していくことが懸念されているところです。 

国・地方ともに厳しい財政状況の中、これらの老朽化した道路施設の補修や更新を適確に

対応していくことが重要な課題となっております。 

こうした中、昨年９月には道路法等の一部を改正する法律が施行され、道路施設の点検に

関する基準が省令で定められるなど、道路管理者による取り組みが示されたところです。 

このたび、改正された道路法第２８条の２の規定に基づき、東京都内の高速自動車国道、

一般国道、都道、区市町村道のすべての道路管理者が相互に連絡調整を行い、道路管理を効

果的・効率的に行う事を目的とした「東京都道路メンテナンス会議」を設立します。 

なお、第 1回「東京都道路メンテナンス会議」を下記により開催します。 

 

日 時：平成２６年７月７日（月） １４:００～１６:００ 

場 所：東京都千代田区飯田橋３-５-１ 東京区政会館 20 階 202・203 会議室 

 

 

 

 

 

問合わせ先 

○国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所    電話：０３－３５１２－９０９０（代表） 

副  所  長     西尾 文宏 （にしお ふみひろ）  （内線２０４） 

道路構造保全官   武藤 克巳 （むとう かつみ）    （内線３０２） 

 

○東京都 建設局 道路管理部 保全課           電話：０３－５３２０－５２９０ 

   課  長          斉藤  有  （さいとう  たもつ） 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会・都庁記者クラブ 

都内の道路施設の老朽化対策を効果的・効率的に行うため、 

「東京都道路メンテナンス会議」を開催します。 

報道機関の皆様へ 

 ・本会議の撮影は会議の冒頭まで（頭取り）とさせていただきます。 

 ・取材される場合は、別紙「取材申込書」により前週の７月４日（金）１７時までにお申し

込みください。なお、本会議終了後にはブリーフィングを行う予定です。 



【別表】

所　　　　属 役　　　職

会　長 国土交通省 関東地方整備局東京国道事務所長

副会長 東京都 建設局道路保全担当部長

副会長 東日本高速道路(株) 関東支社所沢管理事務所長

副会長 中日本高速道路(株) 八王子支社八王子保全・サービスセンター所長

副会長 首都高速道路(株) 東東京管理局土木担当部長

委　員 国土交通省 関東地方整備局相武国道事務所長

委　員 東京都 土木技術支援・人材育成センター所長

委　員 東日本高速道路(株) 関東支社京浜管理事務所長

委　員 中日本高速道路(株) 東京支社横浜保全・サービスセンター所長

委　員 首都高速道路(株) 西東京管理局土木担当部長

委　員 千代田区 まちづくり推進部長

委　員 中央区 環境土木部長

委　員 港区 街づくり支援部長

委　員 新宿区 みどり土木部長

委　員 文京区 土木部長

委　員 台東区 都市づくり部土木担当部長

委　員 墨田区 都市整備部長

委　員 江東区 土木部長

委　員 品川区 防災まちづくり事業部長

委　員 目黒区 都市整備部長

委　員 大田区 都市基盤整備部長

委　員 世田谷区 土木事業担当部長

委　員 渋谷区 土木清掃部長

委　員 中野区 都市基盤部長

委　員 杉並区 都市整備部土木担当部長

委　員 豊島区 都市整備部土木担当部長

委　員 北区 まちづくり部参事

委　員 荒川区 防災都市づくり部長

委　員 板橋区 土木部長

委　員 練馬区 土木部長

委　員 足立区 都市建設部道路整備室長

委　員 葛飾区 都市施設担当部長

委　員 江戸川区 土木部長

委　員 八王子市 道路交通部長

委　員 立川市 都市整備部長

委　員 武蔵野市 都市整備部長

委　員 三鷹市 都市整備部技監

委　員 青梅市 建設部長

委　員 府中市 都市整備部長

委　員 昭島市 都市整備部長

委　員 調布市 都市整備部長

委　員 町田市 建設部長

東京都道路メンテナンス会議　名簿（案）



【別表】

所　　　　属 役　　　職

東京都道路メンテナンス会議　名簿（案）

委　員 小金井市 都市整備部長

委　員 小平市 都市建設部長

委　員 日野市 まちづくり部長

委　員 東村山市 まちづくり部長

委　員 国分寺市 都市建設部長

委　員 国立市 都市整備部長

委　員 福生市 都市建設部長

委　員 狛江市 都市建設部長

委　員 東大和市 都市建設部長

委　員 清瀬市 都市整備部長

委　員 東久留米市 都市建設部長

委　員 武蔵村山市 建設管理担当部長

委　員 多摩市 都市整備部長

委　員 稲城市 都市建設部長

委　員 羽村市 建設部長

委　員 あきる野市 都市整備部長

委　員 西東京市 都市整備部長

委　員 瑞穂町 都市整備部長

委　員 日の出町 建設課長

委　員 檜原村 産業環境課長

委　員 奥多摩町 地域整備課長

委　員 大島町 地域整備課長

委　員 利島村 産業・環境課長

委　員 新島村 建設課長

委　員 神津島村 建設課長

委　員 三宅村 地域整備課長

委　員 御蔵島村 産業課長

委　員 八丈町 建設課長

委　員 青ヶ島村 総務課長

委　員 小笠原村 建設水道課長

オブザーバー 国土交通省 関東地方整備局道路部道路保全企画官

オブザーバー 国土交通省 関東地方整備局道路部地域道路課長

オブザーバー (公財)東京都道路整備保全公社 道路部長

事務局 国土交通省 関東地方整備局東京国道事務所計画課・管理第二課

事務局 国土交通省 関東地方整備局相武国道事務所道路構造保全室

事務局 東京都 建設局道路管理部保全課

事務局 東日本高速道路(株) 関東支社所沢管理事務所

事務局 中日本高速道路(株) 八王子支社八王子保全・サービスセンター

事務局 首都高速道路(株) 東東京管理局保全管理課
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