令 和 ３ 年 ６ 月 ２ 日
総合政策局国際政策課
（ グ ロ ー バ ル 戦 略 ）

ケニア共和国との第１回「質の高いインフラ対話」を開催しました
～「質の高いインフラ投資」促進に向け議論～
国土交通省は、ケニア共和国との間で、「質の高いインフラ対話（Quality Infrastructure Dialogue）」を５月２６日
と２７日の２日間、オンライン形式で開催し、鳩山国土交通大臣政務官が冒頭挨拶を行いました。
本会議は、２０１５年に開催された官民インフラ会議後の相手国関係者と我が国インフラ関連企業等との対話
の継続を目的としたものであり、両国関係者にて案件の創出を目指した意見交換を行いました。

第 1 回 日・ケニア質の高いインフラ対話（Quality Infrastructure Dialogue）
（１）日程等： 令和３年５月２６日（水）
、２７日（木） オンライン形式
（２）主 催： （日本側） 国土交通省
（ケニア側） 運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省
（３）参加者： 両国で約３５０名※登録数ベース
（日本側） 国土交通省（鳩山国土交通大臣政務官、石原海外プロジェクト審議官、後藤国
際建設産業戦略官他）、ＪＡＩＤＡ（アフリカ・インフラ協議会）宮本会長、国際協力
機構（JICA）、海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）、ＪＡＩＤＡ会員登壇企業
（建設、コンサル、メーカー等１７社）
（ケニア側） 運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省（マチャリア長官他）、外務省（カ
マウ次官他）、財務・計画省（ムイア次官他）、投資庁（イキアラ長官他）、農業・
畜産・水産・協同組合省、LAPSSET 回廊開発庁、保健省 他
（４） 概 要： 別紙のとおり

鳩山国土交通大臣政務官による挨拶

ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・
公共事業省マチャリア長官による挨拶

アフリカ・インフラ協議会宮本会長による挨拶

＜問い合わせ先＞
国土交通省総合政策局国際政策課（グローバル戦略）新井、石田（内線 25206、25227）
電話：03-5253-8111(代表)、03-5253-8314(直通) FAX：03-5253-1562

別紙
概要
ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省、外務省、財務・計画省、投資庁、農業・畜産・水産
共同組合省、保健省より、同国の最新のインフラニーズの共有がなされるとともに、日本企業からは優
れた道路・港湾等のインフラ技術や、コロナ後の需要を踏まえたインフラ技術のデジタルトランスフォー
メーション（DX）を中心に紹介され、意見交換を実施しました。プログラムは以下のとおり。




プログラム

【DAY 1】
・ 主催者挨拶
国土交通大臣政務官 鳩山 二郎
ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省長官 ジェームス・W・マチャリア閣下
アフリカ・インフラ協議会（JAIDA）会長・清水建設株式会社代表取締役会長 宮本 洋一氏
＜鳩山国土交通大臣政務官の挨拶概要＞
今回、運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省をはじめとする関係各省の皆様のご尽力により、質
の高いインフラ対話を開催できたことに感謝を申し上げる。ケニアと日本の関係においては、今年 1 月
に茂木外務大臣がケニアを訪問し外相会談を行うなど、コロナ禍にあっても両国の関係が緊密であるこ
とに変わりなく、この関係が一層発展することが期待されている。
ケニアは、東アフリカ諸国の玄関口として、地域経済の中心的役割を担う国であり、貴国のインフラ需
要は大変に強いものと認識している。特にモンバサ港周辺の開発においては、港湾開発や周辺の道
路・橋梁など、様々な分野の日本企業が施工にあたっていると承知しており、それぞれの企業が持つ日
本の優れた技術が活用されることを期待する。また、ゲートブリッジ建設事業、第２ニヤリ橋建設事業、
経済特区開発事業といった各種インフラの大型プロジェクトの進展については、日本としても高い関心を
持っており、これらのプロジェクトにおいても、日本の優れた技術が活用され質の高いプロジェクトが早
急に完成されることを期待する。
2 日間の対話を通じて、より一層多くの日本企業が貴国でインフラ事業に携われること、また、インフラ
分野での協力を通じて、両国の友好関係が発展することを祈念する。
・ 基調講演
国土交通省総合政策局国際政策課国際建設産業戦略官 後藤 史一
『アフリカにおける日本の質の高いインフラ』
国際協力機構（JICA）ケニア事務所長 岩間 創氏
『ケニアにおける質の高いインフラ』
海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)事業推進部次長・シニアディレクター 佐谷 説子氏
『JOIN によるインフラ開発への貢献』
ケニア財務・計画省計画担当次官 トロメ・サイトティ氏
※ケニア財務・計画省経済計画担当官 キャサリン・ムオキ氏により代読
『ケニアにおけるインフラ需要』
ケニア投資庁長官 モーゼス・イキアラ氏
『ケニアにおける投資・ビジネス環境』
ケニア財務・計画省財務担当次官 ジュリウス・モンズィ・ムイア氏
『ケニアにおける金融規制の現状と PPP プログラム』
・ 道路及び橋梁技術
JFE エンジニアリング株式会社社会インフラ本部海外事業部営業部営業室課長 菅原 篤氏
『Steel Engineering Solution for Bridge and Port』
阪神高速道路株式会社国際室室長 西林 素彦氏
『Capacity Building for Better Road Maintenance』

酒井重工業株式会社技術営業室参与 田中 雄司氏
『Road Stabilizer』
東京製綱株式会社道路・橋梁事業部鋼構造ケーブル部部長 仲林 広野氏
『Prefabricated Cable for Cable-stayed Bridges』
日本製鉄株式会社プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室主幹 原田 直樹氏
『Corrosion Resistance Steel for Re-Paint Cycle Extension (CORSPACE)』
清水建設株式会社土木国際支店土木第二部長 越智 克夫氏
『Our technologies and experiences applicable in Kenya』
株式会社 IHI インフラシステム海外プロジェクト室課長 マイナ・ヴィクター氏
『Long Span Bridges Construction』
LAPSSET 回廊開発庁局長・代表取締役社長 マイナ・キオンド氏
『Building Transformative and Game Changer Infrastructure for a Seamless Connected Africa』
ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省インフラ担当次官 ポール・マリンガ・ムワングィ氏
※ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省インフラ担当課長 ジョン・ムンガイ・キマニ氏に
より代読
『Technologies for Roads and Bridges』
【DAY 2】
・ 基調講演
ケニア投資庁長官 モーゼス・イキアラ氏
『ケニアにおける投資・ビジネス環境』
ケニア財務・計画省財務担当次官 ジュリウス・モンズィ・ムイア氏
『ケニアにおける金融規制の現状と PPP プログラム』
・ 港湾技術
古野電気株式会社ソリューション営業課技術営業担当課長 廣瀬 孝睦氏
『Weather Monitoring System for Disaster Prevention』
豊田通商株式会社アフリカ企画部電力・インフラグループグループリーダー 大原 広海氏
『Introduction of Crane Advanced Remote Monitoring System』
東洋建設株式会社国際支店土木技術部課長 曠野 博紀氏
『Rapid Construction Method Jacket Method & Consolidation Settlement Method』
株式会社技研製作所海外事業推進課 小宮 奈保子氏
『Press- in Method : The mechanism and Applications』
ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省運輸担当次官 ソロモン・キトゥング氏
※ケニア港湾局インフラ担当部長 シダイ・ヴィンセント氏により代読
『Technologies for Ports』
ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省船舶・海洋担当次官 ナンシー・カリギトゥ氏
『Presentation on Coastal Monitoring System』
ケニア農業・畜産・水産共同組合省水産・養殖・ブルーエコノミー担当次官 フランシス・O・オウィノ氏
※ケニア農業・畜産・水産共同組合省水産・養殖・ブルーエコノミー担当官 ルーシー・オブング氏により
代読
『Presentation on Fisheries and Blue Economy』
・ 新型コロナウイルス後の需要も踏まえたインフラ技術のデジタルトランスフォーメーション(DX)を含む
その他の技術
株式会社マツザワ瓦店 松澤 光起氏
『Smart Container Residence & UV-C Germicidal lamp』
日本電気株式会社グローバル推進本部アフリカ事業開発室主任 北濱 満里子氏
『Introduction of Facial Recognition Technology with Surveillance and Thermography System』
株式会社パデコインフラ開発部部長 中川 義也氏
『The COVID-19 and Passenger Monitoring Services in Nairobi 2021』

株式会社フジタ営業統括部土木営業部主任 吉田 航平氏
『Precast Concrete Housing』
横河ソリューションサービス株式会社環境システム本部海外営業グループ 田口 邦明氏
『Introduction of YOKOGAWA and Water loss Management System』
スタンダードチャータードバンク・ケニア・リミテッド リージョナルヘッド・グローバルサブシディアリーズ・
アフリカ テジンダー・シン氏
『Introduction of Local financial market and services of SCB』
ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省都市開発担当次官 チャールズ・ヒンガ・ムワウラ氏
※ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省住宅担当専門官モーゼス・ガターナ氏により代読
『Affordable House and Urban Development』
ケニア保健省次官 スーザン・ニャモイタ・モチャッシュ氏
※ケニア保健省長官補佐アシスタントチーフ薬剤師 デブラ・ラベラ・ケニャニャ氏により代読
『Refrigerator and Freezer Facilities, Medical Container Hospital “CONNET (Remote Control App)』
ケニア ICT・イノベーション・青年省 ICT・イノベーション担当次官 ジェローム・オコス・オチェング氏
※ケニア ICT・イノベーション・青年省エコノミスト ティモシー・マチャリア氏により代読
『Presentation on ICT solutions and opportunities』
・ 閉会挨拶
国土交通省大臣官房海外プロジェクト審議官 石原 康弘氏
ケニア外務省次官 マチャリア・カマウ次官
※ケニア外務省経済・商業担当課長 フレドリック・マトワンガ氏により代読

 登壇者
【Day 1】

国土交通省 後藤戦略官

ケニア財務・計画省
キャサリン・ムオキ経済計画担当官

国際協力機構(JICA)ケニア事務所 岩間所長

ケニア投資庁 モーゼス・イキアラ長官

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)
佐谷次長

ケニア財務・計画省財務担当
ジュリウス・モンズィ・ムイア次官

JFE エンジニアリング株式会社 菅原課長

阪神高速道路株式会社 西林室長

酒井重工業株式会社 田中参与

東京製綱株式会社 仲林部長

日本製鉄株式会社 原田主幹

清水建設株式会社 越智部長

株式会社 IHI インフラシステム
マイナ・ヴィクター課長

LAPSSET 回廊開発庁 マイナ・キオンド局長

ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省
ジョン・ムンガイ・キマニ インフラ担当課長

【Day 2】 ※Day 1 での登壇者を除く

国土交通省 石原海外プロジェクト審議官

ケニア外務省
フレドリック・マトワンガ経済・商業担当課長

豊田通商株式会社 大原グループリーダー

東洋建設株式会社 曠野課長

ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省

ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省

シダイ・ヴィンセント部長

ナンシー・カリギトゥ次官

株式会社マツザワ瓦店 松澤氏

日本電気株式会社 北濱主任

株式会社パデコ 中川部長

株式会社フジタ 吉田主任

横河ソリューションサービス株式会社 田口氏

古野電気株式会社 廣瀬課長

株式会社技研製作所 小宮氏

スタンダードチャータードバンク
テジンダー・シン氏

ケニア運輸・インフラ・住宅・都市開発・公共事業省

ケニア保健省

ケニア ICT・イノベーション・青年省

モーゼス・ガターナ氏

デブラ・ラベラ・ケニャニャ長官補佐

ティモシー・マチャリア氏

