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第第第第７７７７回回回回    日本ＩＴＳ日本ＩＴＳ日本ＩＴＳ日本ＩＴＳ推進フォーラム推進フォーラム推進フォーラム推進フォーラム    

2020202012121212 年年年年 11111111 月月月月 20202020 日（日（日（日（火火火火））））～～～～21212121 日（日（日（日（水水水水））））    

会場会場会場会場    建築会館ホール（東京都港区芝５丁目２６番２０号） 

主催主催主催主催    特定非営利活動法人 ITS JapanITS JapanITS JapanITS Japan    

後援後援後援後援 インターネットＩＴＳ協議会、（一社）電波産業会、（財）道路交通情報通信システムセンター、 

（財）道路新産業開発機構、（一財）日本自動車研究所、（一社）日本自動車工業会、 

（一社）日本自動車部品工業会、（一社）日本自動車連盟、 

（一財）日本デジタル道路地図協会、（一社）UTMS 協会        

参加参加参加参加費費費費 Japan 会員：5,000 円 / 非会員：15,000 円 / 学生：1,000 円 / 交流会： 3,000 円 

 

 

全体スケジュール全体スケジュール全体スケジュール全体スケジュール 

    午前 午後 

11 月 20 日（火） 総合シンポジウム（第 1 部）  

11 月 21 日（水） 総合シンポジウム（第 2 部） 国際セッション 交流会 

 

プログラムは変更になる場合があります 

11111111 月月月月 20202020 日（火）日（火）日（火）日（火） 9999：：：：15151515 開場開場開場開場        

 総合シンポジウム総合シンポジウム総合シンポジウム総合シンポジウム    第１部第１部第１部第１部

9999：：：：45454545----9999：：：：50505050        開会開会開会開会    

 
挨拶 渡邉浩之 ITS Japan 会長 

 

ITS JapanITS JapanITS JapanITS Japan の取り組みの取り組みの取り組みの取り組み    

 
9999：：：：50505050----11111111：：：：45454545        講演講演講演講演    

 
1. 「ITS Japan の取り組み～環境変化と技術の進展～」 専務理事  天野肇 

 
2. 「インフラ協調システム委員会の取り組み」 企画グループ 理事  内村孝彦 

 
3. 「交通物流プロジェクトの取り組み」 交通物流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 常務理事  林昌仙 

 
4. 「地域ＩＴＳ情報センター構想」 普及促進グループ 常務理事  大月誠 

 
5. 「地域ＩＴＳの取り組み」 普及促進グループ 部長  羽鳥弘之 

 
6. 「ＩＴＳ世界会議東京２０１３概要」 ITS 世界会議東京２０１３日本組織委員会 事務局長 

/ITS Japan 常務理事  花井利通 

 
 
11111111：：：：45454545----13131313：：：：00000000        昼食昼食昼食昼食    

 
 

災害と交通セッション災害と交通セッション災害と交通セッション災害と交通セッション    

 
「情報のオープン化とサービス創造への挑戦」「情報のオープン化とサービス創造への挑戦」「情報のオープン化とサービス創造への挑戦」「情報のオープン化とサービス創造への挑戦」 

～災害時の官民情報連携とモビリティサービスに向けて～～災害時の官民情報連携とモビリティサービスに向けて～～災害時の官民情報連携とモビリティサービスに向けて～～災害時の官民情報連携とモビリティサービスに向けて～ 
 
13131313：：：：00000000----13131313：：：：40404040        基調講演基調講演基調講演基調講演    

 
 林春男 京都大学防災研究所 巨大災害研究センター 教授 

「防災分野から ITS に何を期待するか」 
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13131313：：：：40404040----14141414：：：：40404040        講演講演講演講演    

 
 角好陸 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官 

「防災情報の活用に向けた内閣府の取り組み」 

 
 坂下裕明 株式会社パスコ 企画本部 本部長 

「東日本大震災での情報収集・提供の活動と課題」 

 
 小泉和久 千葉県浦安市役所 

「災害時における自治体 GIS の活用」 

 
 
休憩休憩休憩休憩    15151515 分間分間分間分間    

 
 
14141414：：：：55555555----11115555：：：：55555555        講演講演講演講演    

 
 松村正一 国土地理院 地理空間情報部 部長 

「情報基盤の構築と活用への取り組み」 

 
 今井武 本田技研工業株式会社 役員待遇参事 

「新たなサービス実現に向けた情報のオープン化への期待」 

 
 松永正大 一般社団法人 全国物流ネットワーク協会 常務理事 

「緊急物資輸配送を支える物流 Net システム」 

 
 
休憩休憩休憩休憩    15151515 分間分間分間分間    

 
 
11116666：：：：10101010----16161616：：：：40404040        特別特別特別特別講演講演講演講演    

 
 本田敏秋 岩手県遠野市 市長 

「東日本大震災 遠野市の沿岸被災地後方支援」 

 
 
16161616：：：：44440000----17171717：：：：40404040        パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション    

 

 パネリスト： 角好陸 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官 

坂下裕明 株式会社パスコ 企画本部 本部長 

小泉和久 千葉県浦安市役所 

松村正一 国土地理院 地理空間情報 部長 

今井武 本田技研工業株式会社 役員待遇参事 

松永正大 一般社団法人 全国物流ネットワーク協会 常務理事 

 モデレータ： 林春男 京都大学防災研究所 巨大災害研究センター 教授 
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11111111 月月月月 21212121 日（水）日（水）日（水）日（水） 9999：：：：15151515 開場開場開場開場        

 総合シンポジウム総合シンポジウム総合シンポジウム総合シンポジウム    第第第第 2222 部部部部

将来の交通ビジョン将来の交通ビジョン将来の交通ビジョン将来の交通ビジョンセッションセッションセッションセッション    

 
9999：：：：45454545----10101010：：：：35353535        講演講演講演講演    

 
 小林茂男 ITS Japan 企画グループ 常務理事 

「新たな交通システム検討 経過報告」 

 
 江崎智行 日本ｱｲ・ﾋﾞｰ・ｴﾑ株式会社 ｽﾏｰﾀｰ・ｼﾃｨ事業 ﾓﾋﾞﾘﾃｨ＆交通 ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発担当部長 

「スマートな交通＆モビリティ・サービスの将来に向けた取り組み」 

 
 
10101010：：：：35353535----11111111：：：：45454545        4444 省庁座談会省庁座談会省庁座談会省庁座談会    

 

 福田守雄 警察庁 長官官房参事官 

 田沼知行 総務省 総合通信基盤局 電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室長 

 井上悟志 経済産業省 製造産業局 自動車課 ITS 推進室長 

 奥村康博 国土交通省 道路局 道路交通管理課 ITS 推進室長 

 モデレータ： 天野肇 ITS Japan 専務理事 

 
 
11111111：：：：45454545----13131313：：：：00000000        昼食昼食昼食昼食    

 
 

国際セッション国際セッション国際セッション国際セッション    

 

海外ゲスト講演海外ゲスト講演海外ゲスト講演海外ゲスト講演    

 
13131313：：：：00000000----13131313：：：：30303030        講演講演講演講演    

 
・Gerald D. Conover    Managing Director, PRC Associates 

「Connected Vehicle Large-Scale Field Operational Testing: The US "Safety Pilot"」 

＊登壇者の都合により 13：00 より講演いたします。 

 

世界会議報告会世界会議報告会世界会議報告会世界会議報告会    

 
13131313：：：：33330000----15151515：：：：11115555        第第第第 19191919 回回回回 ITSITSITSITS 世界会議ウィーン世界会議ウィーン世界会議ウィーン世界会議ウィーン 2012201220122012    取材報告取材報告取材報告取材報告    

 
1. 「ウィーン世界会議 開催概要報告」 国際委員会 委員長 尾﨑信之 

 
2. 「都市・地域づくりとモビリティサービス」 普及促進グループ 理事 東條吉博 

 
3. 「欧州地方都市の交通まちづくり」 普及促進グループ 部長 石毛政男 

 
4. 「インフラ協調に係わる国際動向」 企画グループ 部長 大見真也 

 
5. 「物流と都市」 交通物流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 部長 田中敏夫 

 
6. 質疑応答 

 
 
休憩休憩休憩休憩    15151515 分間分間分間分間    
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海外ゲスト講演海外ゲスト講演海外ゲスト講演海外ゲスト講演    

 
15151515：：：：33330000----17171717：：：：50505050        講演講演講演講演    

 
国際セッションⅠ   「欧米の ITS 最新動向」 

・Gerald D. Conover    Managing Director, PRC Associates 

「Connected Vehicle Large-Scale Field Operational Testing: The US "Safety Pilot"」 

＊登壇者の都合により 13：00 より講演いたします。 

 

・Vincent Blervaque    Director of Development and Deployment, ERTICO-ITS Europe 

「Current European Projects on Urban Mobility： 

Current status on eCall deployment and next priorities in Horizon2020」 

 

国際セッションⅡ   「アジアの交通情報提供システム」 

・王笑京    中国国家ＩＴＳ工程技術研究中心 主任 

「ITS Initiatives in China」 

 

・張学孔    ITS Taiwan 副理事長 / 国立台湾大学土木研究所 教授 

「Next Stage of ITS Development in Taiwan」 

 

・Thanomsak Ajjanapanya    Software Manager Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 

「An implementation of VICS/RTIC traffic information service in Thailand」 

 

お詫び：ご登壇予定の Saurav Bhattacharyya 氏（Council Member, ITS Singapore）は、ご都合により 

キャンセルとなりました。 

 
質疑応答 

 
17171717：：：：50505050        閉会閉会閉会閉会    

 
挨拶 坂内正夫 ITS Japan 副会長 

 
 
18181818：：：：00000000----20202020：：：：00000000        交流会交流会交流会交流会    

 

 
 

 

会場のご案内会場のご案内会場のご案内会場のご案内    

■特定非営利活動法人 ITS Japan 

  総務グループ 広報・イベント/サービス 

  〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-8 日本女子会館ビル 3 階 

  TEL: 03-5777-1012  FAX：03-3434-1755 

おおおお問合せ問合せ問合せ問合せ    

建築会館ホール 

■所在地 

 〒１０８－８４１４ 

 東京都港区芝５丁目２６番２０号 

 ＴＥＬ ０３－３４５６－２０５１ /  ＦＡＸ ０３－３４５６－２０５８ 

 

■交通 

 JR 田町駅，都営地下鉄三田駅  （浅草線・三田線）徒歩３分 


