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海外水インフラPPP協議会 委員一覧 
 

座 長 ：三菱商事（株）  会長       小島 順彦 

副座長 ：（株）クボタ 常務執行役員 水・環境総合研究所長 岩部 秀樹 
 

委員  ：愛知時計電機（株）経営企画室 室長 近藤 邦彦 
アースアイプラッツ（株） 代表取締役 濱村 哲之進 
（株）ASK PLANNING CENTER  環境事業部 担当顧問 吉原 正義 

アタカ大機（株） 企画開発本部 副本部長 一瀬 正秋 
（株）安部日鋼工業  執行役員 技術工務本部副本部長 古川 幸司 
AMEC（株） 代表取締役社長 鎌井 政則 

（株）石垣  エンジニアリング事業部 管理部 部長 松波 利治 
磯村豊水機工（株） 営業企画部 部長 木村 正美  
いであ（株） 取締役企画本部長 伊藤 光明  
伊藤忠商事（株） 

ﾌﾟﾗﾝﾄ･船舶部門 水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発担当部長 兼 PPP担当部長 小熊 章夫 
岩崎電気（株） 技術研究所 所長 木下 忍 
（株）インターリスク総研  研究開発部 部長 町田 裕彦 
（株）ウイングス  代表取締役 脇田 清司 
（株）ウェルシィ  設計・購買部 次長 等々力 博明 
（株）ウォーターエージェンシー  海外事業部長 金  玄烈 
（株）ウォーターテック  管理統括部 部長 黒木 丈幸 
（株）エイト日本技術開発   

常務執行役員 国際事業本部長 川尻 幸由 
（株）エスイー  エスイーグループ成長戦略センター 山田 佳孝 
（株）エヌジェーエス・コンサルタンツ  営業部 副部長 佐藤 謙太郎 
（株）ＮＴＴデータ   

グループ経営企画本部Ｍ２Ｍクラウド推進室 部長 吉岡 功二 
 荏原実業（株）  東京支社 部長 小林 元 
（株）荏原製作所   

風水力機械カンパニー 民需営業統括部 統括部長（執行役員） 廣野 清志 
（株）エンビズテック  代表取締役 服部 聡之 
 応用地質（株） 取締役常務執行役員 直轄事業運営本部長 長瀬 雅美 
（株）大林組  海外支店 土木営業部 副部長 川内 哲 
（株）奥村組  東京本社営業担当執行役員 栗田 猛志 
（株）オリエンタルコンサルタンツ  常務役員事業企画統括担当 長澤  小太郎 
オリジナル設計（株）  代表取締役副社長 山内 比呂士 



 
 

オリックス（株）   
事業投資本部（環境エネルギー担当） 事業開発部 部長 林   豊 
オルガノ（株）  執行役員 産業プラント本部海外事業部長 羽多野 敦 
（株）カナサシ重工  陸機部長 武田 孝之 
鹿島建設（株）  環境本部 技師長 阪東 浩造 
関西技術コンサルタント（株）  執行役員 今村  哲夫 
管清工業（株）  代表取締役 長谷川 健司 
機動建設工業（株）  取締役常務執行役員 土木本部長 中野 正明 
（株）熊谷組  国際支店 支店長 渡辺 裕之 
栗本コンクリート工業（株）  常務取締役営業本部長 菊池  聖 
（株）栗本鐵工所  鉄管事業部 海外部長 瀧澤 俊介 
（株）クレアリア  取締役  事業本部長 鈴木 孝雄 
グローバルウォータ・ジャパン  代表 吉村 和就 

 グローバルワークス（株）  代表取締役 新田  智博 
（株）建設技研インターナショナル  代表取締役社長 佐々部 圭二 

  鴻池運輸（株）  執行役員 海外業務本部副本部長 相羽 和男 
（株）光明製作所  代表取締役 金村 時喜 
国際航業（株）  取締役 松田 太一 
コスモ工機（株） 取締役営業部長  佐藤 勝志 
三機工業（株）  執行役員 環境システム副事業部長 古賀 潔 
山九（株）  執行役員 ロジスティクス・ソリューション事業本部 

副本部長  ３ＰＬ事業部長 大江 守 
          三興建設（株）  工事部 部長 越智  俊之 
          サンユレック（株）  建設材料事業部 事業部長 広瀬  雅一 

（株）J-ACTION COMMERCE   代表取締役 橋本 秀昭 

JX日鉱日石エネルギー（株） 
執行役員 研究開発本部 研究開発企画部長 吉田 正寛 

JFEエンジニアリング（株） 都市環境本部 主席    木原 泰彦 

シティグループ証券（株） 
資本市場本部 マネジング・ディレクター 大町 興二 

シティバンク銀行（株）  公共法人営業本部長 西田 誠一郎 
島津工業（株）  代表取締役 社長 嶋津  茂晴 
（株）島津製作所 

分析計測事業部 マーケティング部 第二ユニット長 山内 博志 
清水建設（株） 土木事業本部 プロジェクト推進統括室 室長 児島 彰 
（株）昭和設計  代表取締役 専務 矢部 泰久 
（株）神鋼環境ソリューション  水処理事業部 副事業部長 竹内 徹 



 
 

（株）新生銀行  公共金融部長 下村 大作 
  新日本空調（株）技術本部 副本部長 上席専門役 丸山 和秀  
（株）推研   代表取締役 社長 蒲田 洋 
水ing（株）  代表取締役 副社長 水谷 重夫 
水道機工（株）  環境・海外事業本部 本部長 若林  省一 
住友商事（株）  風力・水インフラ事業部長 山埜 英樹 
住友精密工業（株）   

産機システム事業本部 営業本部 環境営業部大阪営業グループ 部長代理 冨永 靖博 
住友ゴム工業（株）  ハイブリッド事業本部 土木海洋ビジネスチームリーダー  武田 要助 
積水化学工業（株）  環境・ライフラインカンパニー 執行役員 髙見 浩三 
双日（株）  環境・都市インフラ推進室副室長 加藤  篤司 
大成機工（株）  執行役員 海外事業本部長 傍士 倶明 
大成建設（株）  環境本部 企画管理部長 丹下 誠司 
（株）大和総研  専務取締役 打越 俊一 
（株）タカダ  代表取締役 川畑  清夫 
（株）竹中土木  執行役員（海外事業担当） 葵   泰一 
（株）中央設計技術研究所  代表取締役社長 中辻 英二 
（株）長大  事業推進本部 事業企画部 部長 宗広 裕司 
千代田化工建設（株）   

グリーンインフラ・プロジェクト本部 本部長 細川 晃 
 月島機械（株）  執行役員 渡邊  彰彦 
帝人（株）  WPT事業推進班 班長 坂井 志郎 
デロイト トーマツ コンサルティング（株）ディレクター  野村  修一 
（株）電業社機械製作所  営業本部 上席主幹 上杉 良美 

          東京海上日動火災保険（株）  公務開発部長 有田 礼二 
（株）東京建設コンサルタント  国際事業部長  古田口 正志 
（株）東京設計事務所  取締役 東日本事業部長 兼 東京支社長  狩谷 薫 
（株）東芝  水・環境システム事業部長 野呂 尚弘  
東電設計（株）  事業部 事業開拓担当部長 鈴木 一郎 
東邦地下工機（株）  海外営業部 部長 久喜 正博 
東洋エンジニアリング（株）   

海外営業統括本部 インフラ営業本部担当部長 三浦 嘉倫 
東レ（株）  水処理事業部門 理事（技術） 植村 忠廣 
戸田建設（株）  国際支店 建築営業部 部長 土屋 勝寛 
飛島建設（株）  国際支店 支店長 佐藤 新一郎 
巴工業（株）  取締役機械本部 副本部長 岡田 昭憲 
（株）酉島製作所  海外営業本部 営業本部長補佐 西村  宗範 



 
 

（株）ナガオカ  代表取締役社長 三村 等 
中川ヒューム管工業（株）  技術営業部長 春日井 一雄 
中日本建設コンサルタント（株）  執行役員 環境技術本部長 加藤 延之 
西松建設（株）  海外支店 副支店長 後藤 二郎 
西村あさひ法律事務所  経営パートナー 前田 博 
（株）日水コン  海外本部 顧問 塩山 昌彦 
日東電工（株）  メンブレン事業部 企画統括部長 中村 栄治 
日本IBM（株）   
クラウド＆スマーターシティーズ エネルギー、水事業統括マネージャー 菊山 薫子 
日本管材センター（株）   

執行役員 営業副本部長 兼 第一営業統括部長 遊佐 明信 
（株）日本経済研究所  常務執行役員 深澤 哲 
日本建設興業（株）  代表取締役 岩田 直行 
日本工営（株）  執行役員 グローバル戦略室長 水島 清隆 
日本水工設計（株）   
     執行役員 大阪支社支社長 兼 東京支社海外事業部 部長 金井  重夫 
（株）日本政策投資銀行  地域企画部 公共RMグループ長 小川 浩昭 
（株）日本総合研究所  執行役員 創発戦略センター所長 

首席研究員 井熊  均 
日本電気（株）  パッケージ型インフラ輸出戦略室長 田中 進 
日本無線（株）  情報ソリューション技術部 部長 五十嵐 久敬 
日本錬水（株）  海外事業推進室 室長 牧   廣光 
（株）ニュージェック  国際事業本部 グループ統括  山岡 暁  
野村證券（株）  IBビジネス開発部長 桑原 浩 
（株）野村総合研究所   

未来創発センター 公共経営研究室長 上席研究員 神尾 文彦  
パシフィックコンサルタンツ（株） 国際情報部 部長 渡邊 眞道 
（株）間組  土木事業本部 民間・環境部 営業グループ 部長  川上  二郎  
幡豆工業（株） 取締役副社長 犬塚 宣明 
（株）浜銀総合研究所  地域戦略研究部 地域経営研究室 室長主任研究員   佐藤 裕弥  
（株）日立コンサルティング  シニアマネージャー 倉橋  正樹 
（株）日立製作所   

社会・産業インフラシステム社 社会システム事業部主管技師 舘   隆広 
日立造船（株）  顧問 本多 静夫 
（株）日立プラントテクノロジー  
      環境システム事業本部 事業企画本部 本部長 金子 佳敬 
日之出水道機器（株）  広報担当執行役員 藤原 昇 
（株）フジタ  取締役常務執行役員 営業本部副本部長 奥村 洋治  



 
 

富士通（株）  セキュリティソリューション本部 本部長代理 安徳 文則 
富士電機システムズ（株） 

環境本部 社会ソリューション事業部 副事業部長 斉藤 純一郎 
扶桑建設工業（株）  技術開発部長 広瀬 洋一 
（株）堀場製作所  環境・プロセスシステム統括部長 中村 忠生  
前澤工業（株）  国際部 部長 大河原 昭男 
前田建設工業（株）  

執行役員 経営企画・事業企画・CDSプロジェクト担当 兼 土木事業本部 副本部長  岐部  一誠 
（株）増岡組   常務取締役（海外事業担当） 佐村田 豊  
マッコーリーキャピタル証券会社   副会長 舟橋 信夫 
丸紅（株）   
電力・インフラ部門長補佐 兼 環境インフラプロジェクト部長 伊吹 洋二 

（株）みずほコーポレート銀行 
   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 
     三井共同建設コンサルタント（株） 

海外プロジェクト事業部  常務取締役 小島 賢治  
三井住友海上火災保険（株）  金融公務営業推進本部 部長 浜野  清人 
（株）三井住友銀行  成長産業クラスター・プロジェクトチーム   

ストラクチャードファイナンス営業部 上席推進役  雨倉 由明 
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）  環境・プラント事業本部 理事 酒井 康壽 
三井物産（株） プロジェクト開発第一部長 緋田  順 
三菱商事（株）  環境・水事業本部水事業ユニットマネージャー 小島 浩 
三菱電機（株）  社会システム第一部長 岡本 幸文 
（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  鈴木 龍太朗  
三菱レイヨン（株）  メンブレン部長 内田 誠 
三菱UFJリース（株）  執行役員 海外事業部長 糟谷 哲生 
三山工業（株）  代表取締役 髙橋 英三 
（株）メイケン  相談役（前代表取締役） 宮田 和郎 
メタウォーター（株）  国際事業推進センター センター長 初又 繁 
毛管浄化システム（株）  代表取締役 木村 弘子 
（株）ヤクルト本社中央研究所  分析センター部長 木村  一雅 
（株）安川電機   

システムエンジニアリング事業部 水処理事業統括部長 濱地 信市 
ヤスダエンジニアリング（株）  常務取締役 安田 一成 
八千代エンジニヤリング（株）  国際事業本部 副本部長 武内 正博 



 
 

（株）山武  アドバンスオートメーションカンパニー 営業本部 営業２部 部長  出羽 竹彦 
ユニコインターナショナル（株）  代表取締役社長 早崎 勉 
横河電機（株）  取締役 専務執行役員 IA事業部長   三奈木 輝良 

 
（地）日本下水道事業団  理事 村上 孝雄 
（独）水資源機構  理事 河野 克明 
（独）国際協力機構  地球環境部 部長 江島 真也 
（株）日本政策金融公庫  国際協力銀行  

インフラ・ファイナンス部門 電力・水事業部長 内藤 英雄 

（独）日本貿易振興機構  機械・環境産業部長 市原 健介 
（独）日本貿易保険  営業第二部長 村崎 勉 
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構  環境部長 相樂 希美 
世界銀行グループMIGA（多数国間投資保証機関） 

シニア・ディベロップメント・オフィサー 姫野 泰光 
（社）国際建設技術協会  理事長 吉野 清文 
（社）海外建設協会  常務理事 中山 隆 
（社）海外コンサルティング企業協会  専務理事 高梨 寿 
（社）建設コンサルタンツ協会  副会長 藤本 貴也 
（社）日本水道協会  専務理事 尾﨑 勝 
（社）日本水道工業団体連合会  専務理事 坂本 弘道 
（公社）関西経済連合会 理事・産業部長 阿部 孝次 
（財）水道技術研究センター  理事長 藤原 正弘 
（財）造水促進センター  常務理事 秋谷 鷹二 
（財）中東協力センター  企画・調査部長 岡崎 陽介 
海外水循環システム協議会（有限責任事業組合）運営委員長 伊藤 真実 
下水道グローバルセンター  事務局長 松宮 洋介 
東京都    水道局  総務部長 福田 良行 

下水道局 企画担当部長 熊谷 透 
埼玉県    下水道局長 池田 秀生 
       企業局  水道担当部長 大島 賢一 
滋賀県    琵琶湖環境部長 正木 仙治郎 
横浜市    水道局事業推進担当部長 川名 薫 

環境創造局  政策調整部長 小林 正幸 
川崎市    上下水道局  経営管理部長 中村 直利 
      上下水道局  下水道部長 武  亨 
浜松市    上下水道部長                鈴木 梅夫 



 
 

名古屋市   上下水道局  計画部  企画部長    落合  博和 
京都市    上下水道局  技術長      鈴木  秀男 
大阪市        水道局理事         前田 邦典 

建設局長       西尾 誠 
神戸市    水道局長       大森 伸一 
       建設局長                  中島 信 
北九州市   水道局長       吉田 一彦 

建設局長 藤澤 常憲 
 
国土交通省  大臣官房  技術参事官 橋場 克司 

総合政策局  海外プロジェクト推進課長 石川 雄一 
総合政策局  海外プロジェクト推進課 国際建設管理官  安田 吾郎 
総合政策局 大臣官房参事官（グローバル戦略） 中島 正人 
水管理・国土保全局  河川計画課長 池内 幸司 
水管理・国土保全局  水資源部長 細見 寛 
水管理・国土保全局  下水道部長 岡久 宏史 

厚生労働省  健康局  水道課長 石飛 博之 
経済産業省  製造産業局  水ビジネス・国際インフラシステム推進室長 三橋 敏宏 

地域経済グループ  産業施設課長 成瀬 茂夫 
環境省    水・大気環境局  水環境課長    吉田 延雄 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 
浄化槽推進室長 藤塚 哲朗 

外務省    国際協力局  開発協力総括課長 本清 耕造 
総務省    自治財政局 公営企業経営室長 笠井 敦 



 
 

 

海外水インフラPPP協議会 事務局担当者等 
 

 
国土交通省  総合政策局 海外プロジェクト推進課 国際協力官 藤村 英範 

総合政策局 海外プロジェクト推進課 国際協力官 森   啓年 
水管理・国土保全局下水道部 下水道企画課  課長補佐 本田 康秀 
水管理・国土保全局河川計画課 河川情報企画室 課長補佐 吉野 広郷 
水管理・国土保全局水資源部 水資源計画課  課長補佐 冨澤 洋介 

厚生労働省  健康局 水道課 課長補佐 常盤  剛史 
経済産業省    製造産業局 水ビジネス・国際インフラシステム推進室 室長補佐 門  寛子 

地域経済グループ 産業施設課 課長補佐 松本 康男 

 


