
海外港湾物流プロジェクト協議会 委員名簿 

 
座 長  伊藤忠商事（株）代表取締役会長               小林 栄三 
副座長  （社）日本船主協会港湾物流専門委員会委員長         村上 英三 
 
委 員 
（株）ＩＨＩ ロジスティックスセクター 営業部 部長         二瓶  清 
ＩＨＩ運搬機械（株） 常務取締役 運搬・物流システム事業本部長    志村 俊和 
あおみ建設（株） 取締役 常務執行役員 土木本部副本部長        小寺 哲郎 
（株）イコーズ 取締役会長                      藏本由紀夫 
伊藤忠商事（株） 機械貿易統括室長                  高橋 典久 
（株）エコー 参与 国際部長                     伊藤 雅文 

代理（国際部 部長 越智 裕） 
（株）ＮＴＴデータ 第一公共システム事業本部  

第二公共システム事業部 第一営業担当部長           水野 宣昭 
代理（第一営業担当主任 長田 信哉） 

（株）大林組 海外支店 土木営業部 副部長              川内  哲 
（株）オリエンタルコンサルタンツ 

ＧＣ事業本部 港湾開発部 プロジェクト部長          中西 雅時 
（株）上組 港運事業本部 ターミナル営業企画室 室長         松本 行弘 
川崎汽船（株） 港湾事業グループ長                  鳥山 幸夫 
基礎地盤コンサルタンツ（株） 取締役 海外事業部長          折原 敬二 
（株）駒井ハルテック 取締役 鉄構事業部 生産本部長         清水 時男 
五洋建設（株） 国際事業本部 国際営業部 部長            山口 和之 
Ｊ＆Ｋロジスティクス（株） 代表取締役                原  瑞穂 
ＪＦＥエンジニアリング（株） 産業機械本部 主幹           額賀 一成 
ＪＦＥスチール（株） プロジェクト営業部 部長            今泉  淳 
清水建設（株） 国際支店 営業部 土木営業統括部長          大槻 正明 
（株）商船三井 定航部 港湾・物流事業グループ グループリーダー   伊東 健介 

代理（港湾・物流事業グループ 加賀谷 俊和） 
新日鉄エンジニアリング（株） 執行役員 営業本部副本部長       青山 伸昭 
新日本製鐵（株） プロジェクト開発部長                廣岡 成則 

代理（プロジェクト開発部 徳田 英司） 
住友ゴム工業（株）土木海洋ビジネスチームリーダー           武田 要助 
 



住友重機械エンジニアリングサービス（株）  
取締役 搬送システム営業サービス部 統括部長         青野 俊夫 

住友商事（株） 国際物流事業部長                   安齋 智明 
代理（国際物流事業部 部長代理 中村 賢一） 

（株）住友倉庫 海上業務部長                     奥田 俊昭 
双日（株） 市場開発部 部長                     水口 健冶 
（株）損害保険ジャパン 企画開発部 部長               金子 知之 

代理（企画開発部 部長 江見 裕明） 
大成建設（株） 国際支店営業部（土木）営業部長            森  和夫 
大豊建設（株） 海外支店 営業部 部長                春田 耕平 
（株）大和総研 執行役員 第二コンサルティング本部長         岡野  進 
中央復建コンサルタンツ（株） 取締役 中国事業部長          加尾  章 
ＴＣＭ（株） 常務執行役員 特機事業部長                佐々木 眞 
東亜建設工業（株） 土木事業本部 副本部長              藤野  眞 
東京計器（株） 取締役 執行役員 電子事業部長             海老沼 廣 
東洋建設（株） 執行役員 国際支店長                 杉本 俊介 
豊田通商（株） エネルギー・化学品本部 プラント・プロジェクト部部長   大岩 秀之 
（株）日新 港湾対策室長 兼 港運部長                久保 智弘 

代理（港湾対策室 高木 真一） 
日本アイ・ビー・エム（株）  

戦略コンサルティンググループ ロジスティクス部 部長     高橋 総一郎 
日本工営（株） 執行役員 コンサルタント海外事業本部 開発事業部長  井上 美公 
日本通運（株） 海運事業部 港運・内航担当 専任部長         徳永 政男 
日本電気（株） 官公営業本部 担当部長                 吉田   敦 
日本物流機器（株） 代表取締役                    吉田  武 
日本郵船（株） 港湾海外グループ長                  渡辺 義夫 

代理（港湾海外グループ プロジェクトチーム長 横山 勉） 
パシフィックコンサルタンツ（株） 国土保全技術本部付部長 港湾部担当 嶋田  宏 
（株）日立製作所  

トータルソリューション事業部 プロジェクト統括本部 本部長  吉田 美樹 
（株）日立ソリューションズ 営業統括本部 東京第１営業本部 本部長  大石 哲次 
（株）フジタ 営業統括第四部 部長                  吉田 篤史 

代理（国際事業部 菅原 浩満） 
特定非営利活動法人北東アジア輸送回廊ネットワーク 理事 副会長    吉田  進 
（株）本間組 常務 執行役員                     神田  守 
前田建設（株） 執行役員 土木事業本部 副本部長 兼 経営企画担当  岐部 一誠 



（株）みずほコーポレート銀行 産業調査部長              山田 大介 
代理（産業調査部 次長 大類 雄司） 

三井倉庫（株） 港湾運送事業部門 港運統括部長            田上 賢治 
三井造船（株） 営業総括本部 海外業務部 部長            清原 英人 
三井物産（株） 物流本部 物流第二部 アジア事業室 室長       上平  毅 

代理（物流第二部 アジア事業室 小林 宣彦） 
三菱重工業（株） 船舶・海洋事業本部 船舶・海洋業務部長       尊田 雅弘 
三菱商事（株） インフラプロジェクト本部 重機・鉄鋼ユニット部長代理 廣井   太 
三菱倉庫（株） 港運事業部長                     今井  洋 
りんかい日産建設（株） 国際支店 管理部長              井上隆司朗 
若築建設（株） 東京本社 建設事業部門 土木部海外事業室 室長    杉田 依久 

 
（社）海外運輸協力協会 理事長                    宮武 茂典 
（社）港湾荷役機械システム協会 専務理事               吉田 由治 
（独）国際協力機構 経済基盤開発部長                 小西 淳文 
（財）国際臨海開発研究センター 専務理事               岡田 光彦 
（社）日本インターナショナルフレートフォワーダーズ協会 事務局次長  伊東 恭一 
（社）日本埋立浚渫協会 専務理事                   平尾 壽雄 

代理（企画部長 鈴木 雄三） 
（社）日本港運協会 理事 調査企画室長                加藤 久晶 
（株）日本政策金融公庫 国際協力銀行  

コーポレートファイナンス部 第４班 課長           稲葉  裕 
（社）日本船主協会 港湾物流専門委員会委員長             村上 英三 

代理（企画部副部長 小泉 浩信） 
（社）日本造船工業会 企画部 部長                  寺門 雅史 

代理（企画部 特別調査役 高橋 哲夫） 
（独）日本貿易振興機構 産業技術部 部長               市原 健介 

代理（インフラ・プラントビジネス支援課 課長 栗本 聡） 
（独）日本貿易保険 営業第二部長                   三木  健 

（欠席） 
 
国土交通省 大臣官房審議官                      志村  格 

  大臣官房技術審議官                    森  雅人 
  代理（海事局 船舶産業課 課長 今出 秀則） 

大臣官房審議官                      三好 信俊 
  大臣官房技術参事官                    山縣 宣彦 



（オブザーバー） 
外務省 国際協力局 開発協力総括課長                 牛尾  滋 
財務省 国際局 開発政策課長                     岡村 健司 

代理（開発政策課 開発政策調整室長 藤井 大輔） 
経済産業省 貿易経済協力局 資金協力課長               寺村 英信 
      商務流通グループ 流通・物流政策室長           須藤  治 


