
海外道路ＰＰＰ協議会委員一覧  
（平成27年3月現在） 

 
座長 ： 住友商事（株）相談役      岡  素之 

副座長： 東京都市大学 環境情報学部 教授    宮本 和明 

委員 ： (株)ＩＨＩ ソリューション営業部長    小林  淳 

(株)ＩＨＩインフラシステム 海外営業部   西堀  研 

(株)アイ・エス・エス 代表取締役    丸山  明 

アジア航測(株) 顧問      三宅  篤 

(株)アンジェロセック 取締役    古川  洋 

伊藤忠商事(株) インフラプロジェクト部部長補佐      大西 秀和 

(株)エイト日本技術開発 取締役 常務執行役員  中世古 篤之 

(株)大林組 海外支店 土木第一部長    山元 英輔 

沖電気工業(株) 社会システム事業本部 企画室部長  星  佳典 

(株)オリエンタルコンサルタンツ  

事業本部 海外事業戦略室長  中嶋 一雄 

(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル 

執行役員 道路交通事業部長  宮崎 芳樹 

(株) 海外交通・都市開発事業支援機構    

事業推進部 シニアダイレクター 河田 浩樹 

鹿島建設(株) 海外土木支店 営業部長   竹内 正人 

(株)片平エンジニアリング・インターナショナル 

                開発業務本部 総括部長  三谷 勝明 

川田工業(株) 技監・専務執行役員    桂樹 正隆 

 (株)熊谷組 執行役員 新事業開発室長   大島 邦彦 

(株)建設技研インターナショナル 営業企画部長  高橋 将彦 

国際航業(株) 執行役員 海外事業部長   土井  章 

(株)駒井ハルテック 技監（インフラ開発本部 海外事業部） 三浦 章三郎 

酒井重工業(株) 取締役 海外事業本部長   渡辺 亮介 

清水建設(株) 国際支店 営業部長     松井 雅志 

首都高速道路(株) 取締役常務執行役員           木暮   深 

新日鐵住金(株) プロジェクト開発部長   宮木  勢 

住友商事(株) 交通・輸送インフラ事業部長   辛島  裕 

スリーエムジャパン(株) 代表取締役社長   三村 浩一 

(株)錢高組  理事 国際支店長            石川 正己 

大成建設(株) 国際支店営業部 統括営業部長   浅井 俊行 

大日本コンサルタント(株) 海外事業部長   高城 信彦 

大和証券(株)    

コーポレート・ファイナンス第二部 担当部長         長尾 弘一 

瀧上工業(株)  

営業本部海外・鉄鋼業営業グループ     粕谷 義浩 

(株)竹中土木 執行役員 海外支店長    坂井 剛太郎 



(株)長大 事業推進本部 ＰＰＰ開発部長   小林 章三 

(株)東芝 ソリューション営業第五部長   大岩 愼治 

戸田建設(株) 海外事業部 土木部長          西村  正 

中日本高速道路(株) 執行役員 関連事業本部長    伊藤  浩 

名古屋電機工業(株) 社長室 ITS情報装置主担当（部長） 坪井  務 

西日本高速道路(株) 代表取締役専務執行役員   酒井 和広 

西松建設(株) 国際事業本部 営業担当部長   菅  孝蔵 

(株)ＮＩＰＰＯ 海外支店 営業部長    左右田 秀二 

日本工営(株) コンサルタント海外事業本部 

                   開発事業部 道路橋梁部長 坪井 伸治 

(株)日本構造橋梁研究所 執行役員（海外担当）   難波  浩 

日本高速道路インターナショナル(株) 代表取締役社長 黒田 孝次 

(株)日本政策投資銀行 

           ストラクチャードファイナンス部 次長  森 裕一朗 

(株)日本総合研究所 

常務執行役員 創発戦略センター所長   井熊  均 

日本道路(株) 海外事業部 課長    杉山 史光 

野村ホールディングス(株) アセット・ファイナンス・ストラテジー室 

マネージングディレクター 岡野 能和 

パシフィックコンサルタンツ(株)   

         事業開発本部 新事業部PPP事業開発室長  土井 和広 

阪神高速道路(株) 常務取締役    南部 隆秋 

東日本高速道路(株) 

取締役兼常務執行役員・経営企画本部長 榊  正剛 

(株)日立製作所 ソリューション・ビジネス推進本部 部長  谷口 直行 

日立造船(株) 鉄構東京営業部 担当部長      坂井 正裕 

(株)フジタ 国際事業部 営業部 担当課長    今井 孝充 

本州四国連絡高速道路(株) 常務取締役   金崎 智樹 

前田建設工業(株) 執行役員 経営企画担当 

 兼土木事業本部 副本部長 岐部 一誠 

(株)みずほ銀行 

     グローバルストラクチャードファイナンス営業部 

        ＦＡ／インフラチーム次長    植田  剛 

(株)三井住友銀行 成長産業クラスター 第一グループ長 渡邊 和史 

三井住友建設(株) 国際支店土木営業部長   青木 一郎 

三井造船(株) 理事 

           エンジニアリング事業本部 事業本部長補佐 黒坂 佳司 

三菱重工鉄構エンジニアリング(株) 取締役 

 橋梁事業本部長 上平  悟 

三菱商事(株) インフラプロジェクト本部 

      交通・インフラ事業ユニット 第３チームリーダー 廣井  太 

三菱電機(株) 社会システム第二部長    石上 直樹 



(株)三菱東京UFJ銀行 ストラクチャードファイナンス部 

        プロジェクトファイナンスグループ 次長  大嶋 幸一郎 

八千代エンジニヤリング(株)  

国際事業本部 社会経済基盤部 部長  岩井 和夫 

(株)横河ブリッジ  海外事業部海外部 部長  小林 雄次 

(株)ランテックジャパン 代表取締役 専務   竹林 稔雄 

(独)国際協力機構 社会基盤・平和構築部 部長  中村  明 

(独)日本貿易振興機構 機械・環境産業部長   三橋 敏宏 

(一社)建設コンサルタンツ協会 副会長   前川 秀和 

(一社)海外建設協会 副会長兼専務理事   山口 悦弘 

(一社)国際建設技術協会 理事長    吉野 清文 

国土交通省 大臣官房技術参事官     中神 陽一 

国土交通省 総合政策局 海外プロジェクト推進課長  七條 牧生 

国土交通省 総合政策局 海外プロジェクト推進課  

                   国際建設管理官 岡積 敏雄 

国土交通省 大臣官房参事官（グローバル戦略）  森  毅彦 

国土交通省 大臣官房審議官（道路）    佐南谷 英龍 

国土交通省 道路局 企画課長    石川 雄一 
 

（オブザーバ） 

経済産業省 貿易経済協力局 資金協力課 

外務省 国際協力局国別開発協力第１課 

外務省 国際協力局国別開発協力第３課 
 

 


