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特定非営利活動法人 

いきいきハイウエイ支援全国ネット 

 

 

第１3 回通常総会議案書 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年６月５日（火） 

 

於：文京シビック会館 

 

本議案書をプリントして総会時にご持参下さい 
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          特定非営利活動法人 

          いきいきハイウエイ支援全国ネット 

                    会長 藤波  督 

 

第１３回通常総会開催通知 

 

会員各位 
ＮＰＯいきいきハイウエイ支援全国ネットの活動に対してご理解とご配慮を賜り、お礼

申し上げます。 
 平成３０年度総会を下記により開催いたしますので、万障繰り合わせの上ご出席下さる

よう案内申し上げます。 
  

記 
 
日時：平成３０年６月５日（火）１７時００分 開催 
場所：文京シビックセンター ２６Ｆスカイホール 
   東京都文京区春日１－１６－２１ 
   03(3812)7111 
   http://www.city.bunkyo.lg.jp/shisetsu/civic/ 
   地下鉄 後楽園駅  春日駅 
議案：決議事項：第１号議案・平成２９年度事業報告・収支決算報告 

第２号議案・監事選任の件 
報告事項：第３号議案・平成３０年度事業計画・収支予算 
その他 ：第４号議案 議事録署名人の選任の件 

   決議事項：第５号議案 公告の方法について 
 
懇親会：１８時より 
 
 
平成３０年６月１日現在 
会員総数   １０２名 
出席者     ３７名 
委任状提出者  ４５名 
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第 1 号議案―１ 平成２９年度事業報告 

  

１． 総会、リーダー会議、理事会・幹事会の開催 
（１） 第１２回通常総会の開催 ： 平成２９年６月１４日 
（２） リーダー会議の開催（２回）：６月１４日、１２月６日 
（３） 理事会・幹事会の開催（２回）：９月２８日、３月２６日 

 
２． 道路及び周辺空間に関する調査等 

（１） 休憩施設等の美化・活性化に関する調査等 
① クリーンキャンペーンについては中止。実施についてはＮＥＸＣＯ内で 

検討中の模様。ＮＰＯとしては要請があれば検討する。 
（２） その他 

① ハイウェイテクノフェアーに支援参加（平成２９年１１月２１日～２２日）：

アンケート係―高速道路調査会主催―ＮＰＯ関東４地区のべ１９名参加。   

来場者数２０７００名  出展２８２社 
 

３．  道路及び周辺空間に関する技術者情報の収集と提供 
  （１）派遣要請に対する専門家の推薦 
    以下の活動に派遣要請があり専門家を推薦した 

① ４月 5 日：ＮＥＸＣＯ東日本・福島管理事務所、技術伝承講習会 
                 ＮＰＯ藤波講師他 

② 4 月 6 日：ＮＥＸＣＯ東日本 東北・関東支社 舗装技術伝承講習会 
                 ＮＰＯ藤波講師他 

③ 5 月 25 日：コンクリート舗装検討会  西条～河内 
                 ＮＰＯ藤波講師他 

④ 6 月 22 日：産業資源研究会 ｉｎ東京 ＮＰＯ藤波講師他 
⑤ ７月 28 日：ＮＥＸＣＯ総合技術研究所、技術伝承講習会 

                 ＮＰＯ藤波講師他 
⑥ ８月 24 日：産業資源研究会 ｉｎ福岡 ＮＰＯ藤波講師他 
⑦ ９月７日：ＮＥＸＣＯ東日本・郡山管理事務所 
    磐越道開通２０周年記念技術フォーラム  ＮＰＯ藤波講師他 
⑧ 10 月 18 日：産業資源研究会ｉｎ神戸 砕石協会 ＮＰＯ藤波講師他 
⑨ 11 月 28 日：産業資源研究会ｉｎ福岡  ＮＰＯ藤波講師他 
⑩ 11 月 30 日：ＮＥＸＣＯ東日本・鶴岡管理事務所、技術伝承講習会 
                      ＮＰＯ藤波講師他 

     
４． 道路及び周辺空間に関する企画等 
  （１）現場調査及び技術支援 
    ①５月１６日：ＮＥＸＣＯ西日本・関西支社 福崎高速道路事務所、現場調査お

よび諸問題に対する意見交換会、ＮＰＯ土工専門グループ、 
                         ＮＰＯ１１名 ＮＥＸＣＯ７名 
    ②９月１日：ＮＥＸＣＯ関西支社総合防災訓練（吹田庁舎防対室）に参加。 
     南海トラフ巨大地震を想定した実動訓練、緊急路確保すべく状況付与型の訓練、 
     実施。 ＮＰＯ関西地区  
    ③１１月１６日：ＮＥＸＣＯ東日本 郡山管理事務所 技術伝承講演会 
                         ＮＰＯ桑山講師他 
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    ④１１月２８日：出前講座、ＮＥＸＣＯ西日本・関西支社 和歌山（工）（高） 
     事務所   ＮＰＯ関西地区 
    ⑤１月３０日：ＮＥＸＣＯ中日本・名古屋支社 彦根（保）・羽島（保）事務所 
     技術伝承会  開通当初の名神高速・中央道の管理の諸問題・考え方について

現役技術者と意見交換   ＯＢ講師３名 ＮＰＯ中部北陸地区２名    

ＮＥＸＣＯ関係者 ５０名 
    ⑥３月１日：ＮＥＸＣＯ西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 現場調査およ

び意見交換会  塩害対策 逆走防止対策 音波による規制区間への衝突進入

防止対策  ＮＰＯ土工専門グループ  ＮＰＯ８名  ＮＥＸＣＯ４名 
    ⑦３月２３日：ＮＰＯ東日本大震災復興対策等貢献協議会 現地視察後援 
     「福島第一原子力発電所内視察」   ３９名参加 
     
  （２）講演会協賛 
    １０月２５日：ＮＰＯ東日本大震災復興対策等貢献協議会 講演会 
           「突然襲いかかる災害に立ち向かう」 
      ＪＨＯＢ－三百田 健治氏（東日本大震災時の初期対応と応急復旧について） 
      ＪＨＯＢ－有水 恭一氏（阪神淡路大震災における復旧班の初動と教訓）  

約７０名参加 
  （３）「ドライブ＆ラブ」プロジェクト（ＮＥＸＣＯ関西支社主催）参加企業交流会に

参加。６月２０日（ＮＰＯ関西地区）、１１月２７日（ＮＰＯ関西地区）           
  
  （４）高速道路アーカイブプロジェクト支援     ＮＰＯ関西地区 
     高速道路に関する資料があれば何でも（工事誌、記念通行券、貫通石等）収集

して茨木技術研修センターに保存するので、寄付願う。 
 
  （４）「道里庵便り」を随時ＨＰに掲載   藤波会長 
   
 
５、 その他 
   （１）  ホームページ ： http://www.ijh.or.jp/   
      （２） 活動に際しての障害保険は個別の活動でその都度加入することとなってい

る。必要が生じた場合は事前に会計責任者まで連絡してください。 
   
                         以上 
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          第１号議案ー２   平成２９年度収支決算報告 

平成29年度  特定非営利活動に係る事業  会計  収支計算書  

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 

特定非営利活動法人   いきいきハイウエイ支援全国ネット 

単位：円 

科 目 金  額 備 考 

Ⅰ  収入の部 

前期よりの繰越金 198,913
 

１  入会金収入 

8,000

 

8名×1,000 正会員（8名分） 

２  会費収入 

282,000

 

 正会員（94名） 

３  事業収入 
17,900

テクノフェアー 

４  寄付金・補助金収入 0  

(185,000＋78,000)＋100,000 ５  総 会 ・リーダー会 議 参 加 費収入(37＋26)＋10 363,000

６  雑収入 0 利息 

当期収入合計（Ａ） 670,900 １～６の合計 

収入合計  （Ｂ） 
869,813

 

Ⅱ  支出の部 

16,860

 

 

テクノフェアー 

１  事業費 

①道路及び周辺空間に対する調査研究 

②道路及び周辺空間に関する技術者情報の収集提供 64,800 28 年度分含む 

③道路及び周辺空間に関する企画設計とその提案 

116,296

福崎（高）、沖縄（高） 

２  管理費  

家賃及び役員報酬 0  

事務人件費 0  

通信費 12,702 さくらインターネット,HP管理費 

消耗品費 0  

旅費交通費 67,590 理事会、リーダー会議 

理事会運営費 100,000 お茶代、リーダー会議 

総会運営費 330,040 会場借上げ費、懇親会 

法人登録手数料 
0

司法事務所 

地区活動費 7,000 みちのく地区 

損害保険加入費 0 
はっぴクリーニング 

印紙、お茶代、振込手数

料、印鑑証明等 

雑費 15,349

租税公課 0 

３  予備費 0 

当期支出合計  （Ｃ） 
730,637

当期収支差額  （Ａ）－（Ｃ）   59,737 

次期繰越収支差額   （Ｂ）－（Ｃ） 139,176 
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第２号議案  監事選任の件 

 
監事が本総会の時をもって任期満了となりますので、改めて監事の選任をお願いします。 

（監事候補者） 

 佐藤 修治   再任 

 

第３号議案―１ 平成３０年度事業計画 
 

１．総会、リーダー会議、理事会、幹事会の開催 

 （１）総会の開催：平成３０年６月５日 

 （２）リーダー会議の開催：２回 

 （３）理事会・幹事会の開催：適宜開催し、目的とする事業の円滑な実施に向け対応す     

    る 

２．グループ会の開催 

  地区グループ、専門グループ会を適宜開催し活発な活動に努める 

   （ＮＥＸＣＯ東京支社技術伝承会 小田原保全サービスセンター 予定） 

３．道路及び周辺空間に関する調査研究 

 （１）休憩施設等の美化・活性化に関する調査と資料収集を行う 

   各地区で実施する、また前年度に引き続き開催されるイベントに積極的に参加する 

 （２）沿道の環境保全や美化に関する現地調査と資料収集を行う 

   沿道地域の人々との橋渡し役を基本とし、各地区で実施する 

４．道路及び周辺空間に関する技術者情報の収集提供 

 （１）前年度に引き続き、専門家の派遣要請に対応する 

 （２）前年度に引き続き、現地から技術者情報の要請があれば調査し提供する 

５．道路及び周辺空間に関する企画設計とその提案 

 （１）要請があれば収益事業の受託に対応する 

 （２）現場の支援活動として現場調査および技術支援を積極的に実施する 

 （３）５周年記念活動としての「高速道路備忘録」は会員用ホームページで閲覧できる

ので、積極的にＰＲし活用する。また今後も随時受付掲載することとする。 

 （４）その他テーマごとに賛同者を募りグループを形成し活動する 

     

 

                         以上 
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第３号議案―２ 平成３０年度収支予算     

平成30年度  特定非営利活動に係る事業  会計  収支予算書 

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 

特定非営利活動法人   いきいきハイウエイ支援全国ネット 

単位：円 

科 目 金  額 備 考 

Ⅰ  収入の部 

3,000 3名×1,000 

１  入会金収入 

正会員（3名分） 

２  会費収入   

正会員 (９７名分） 291,000 97名×3,000円 

３  事業収入 18,000 テクノフェアー支援 

４  寄付金・補助金収入 0  

５   総会、リーダー会議参加費収入 380,000 (200,000＋80,000) ＋100,000 

６  雑収入  0 利息  

１～６の合計 当期収入合計  （Ａ） 692,000 

前期繰越差額 139,176  

収入合計  （Ｂ） 831,176  

Ⅱ  支出の部 

18,000

 

 

テクノフェアー支援 

１  事業費 

①道路及び周辺空間に対する調査研究 

②道路及び周辺空間に関する技術者情報の収集提供 32,400  HP管理費 

③道路及び周辺空間に関する企画設計とその提案 100,000 現地検討会 

２  管理費   

家賃及び役員報酬 0  

事務人件費 0  

通信費 13,000 インターネット・HP管理費 

消耗品費 0  

旅費交通費 70,000 総会、リーダー会議等 

理事会・リーダー会議運営費 100,000 会議室等借上げ費用 

総会運営費 330,000 懇親会、会場借上げ費用等 

法人登録手数料 
        

0    
 

地区活動費 10,000  

損害保険加入費 0  

雑費  18,600 はがき代、振込料等 

租税公課 0 

３  予備費 0 

当期支出合計  （Ｃ） 692,000 

当期収支差額  （Ａ）－（Ｃ） 0  

次期繰越収支差額   （Ｂ）－（Ｃ） 139,176  
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第４号議案 議事録署名人の 
本総会の議事録署名人として、本日出席者の中から、吉川 良洋氏、土井 俊二氏の

２名を選任します。 

 

 

第５号議案 公告の方法について 
 NPO 法の改正等に伴う定款変更について 

 平成２９年度の NPO 法改正により、毎年度の貸借対照表の公告が必須となりました。 

そのため、公告の方法について、以下のとおり定款の変更を行う。 

 

 第５３条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載

して行う。ただし、法題２８条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、

この法人のホームページにおいて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 いきいきハイウエイ支援全国ネット 

  

  会長  藤波  督 

理事  楠  喜税 

理事  石川  勇 

理事、事務局長  升方  充 

 

監事  佐藤 修治 

 

事務局幹事 土井 俊二、桑山 誠喜、八賀 眞、原  弘、吉川 良洋、 

馬場 卓男、児玉 輝明、菅野 浩、 

 

 


