
選 考 結 果 総 括 表 
 

府省庁名 国土交通省 

 

役職 

現任者 任命予定者 

選考経過 
氏名 年齢 

当初就任 

年月日 
前職 氏名 年齢 現(前)職 

(独)鉄道建設・

運輸施設整備

支援機構 

 

理事長 石川 裕己 69 H20.4.1 海上保安庁長官 

(独)鉄道建設・運輸施

設整備支援機構理事 

[OB] 

北村 隆志 61 内閣官房内閣審議官

(内閣官房国土強靭

化推進室次長) 

大阪国際空港ターミ

ナル(株)特別顧問 

 [OB] 

 
応募総数 2 名 

↓ 
書類選考 

    ↓（2 名） 
面接 

     ↓（1 名) 
面接した他の候補者の
情報と併せ、検討の上、

任命権者が選任 

(独)水資源機

構 

 

理事長 

 

甲村 謙友 64 H23.10.1 国土交通省技監 

[OB] 

再 任  
応募総数 1 名 

↓ 
書類選考 

    ↓（1 名） 
面接 

     ↓（1 名) 
任命権者が選任 

 



(独)空港周辺

整備機構 

理事長 淡路 均 67 H23.10.1 国土交通省関東運輸

局長 

(株)シー・アイ・シー常

勤顧問 

 [OB] 

 

再 任  
応募総数 3 名 

↓ 
書類選考 

    ↓（3 名） 
面接 

     ↓（1 名) 
面接した他の候補者の
情報と併せ、検討の上、

任命権者が選任 

※ 公務員ＯＢ該当者は、現任者及び任命予定者の「現（前）職」欄に[OB]と記載すること。 



役　職 氏　　名 年齢
当初就任
年月日

任期
任期満了
年月日

前　　歴 氏　　名 年齢 前　　　歴

公募 理事長 石川　裕己 69
H20.4.1
(H19.8.1)

4 H27.9.30
海上保安庁長官
(独)鉄道建設･運輸施設整備
支援機構理事

北村　隆志 61

内閣官房内閣審議官(内
閣官房国土強靭化推進
室次長)
大阪国際空港ターミナル
(株)特別顧問

国土交通
大臣

H27.10.1

副理事長 斎藤　浩司 61 H26.10.1 4 H27.9.30
(独)鉄道建設・運輸施設整備
支援機構鉄道建設本部新幹
線部長

理事長 H27.10.1

理   事 土屋　知省 56 H27.7.31 2 H27.9.30
国土交通省近畿運輸局長【役
員出向】 理事長 H27.10.1

理   事 露木　伸宏 54 H27.7.31 2 H27.9.30
海上保安庁総務部参事官(海
洋情報部)【役員出向】 理事長 H27.10.1

理   事 醍醐　明彦 60 H25.7.1 2 H27.9.30

東京海上日動火災保険(株)執
行役員西東京支店長
東京海上日動あんしん生命保
険(株)常務取締役

理事長 H27.10.1

理   事 神山　和美 51 H26.10.1 2 H27.9.30
(株)日本経済研究所執行役員
社会インフラ本部長 理事長 H27.10.1

理   事 小川　晴基 55 H25.7.1 2 H27.9.30

人事院人材局交流派遣専門
員
国土交通省大臣官房付【役員
出向】

理事長 H27.10.1

理   事 山中　淳彦 63 H25.10.1 2 H27.9.30
川崎重工業(株)執行役員本社
調達本部本部長 理事長 H27.10.1

理   事 服部　修一 59 H27.4.1 2 H29.3.31
(独)鉄道建設・運輸施設整備
支援機構鉄道建設本部設計
技術部長

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構役員名簿新旧対照表

任命権者 発令（予定）日
現　　　　任　　　　者 就任（予定）者



理   事 松橋　貞雄 60 H27.4.1 2 H29.3.31
(独)鉄道建設・運輸施設整備
支援機構鉄道建設本部北陸
新幹線第二建設局長

監   事 藤田　親史 62 H25.10.1 2 H27.9.30

住友商事(株)九州・沖縄管理
部長
同フィナンシャル・リソーシズグ
ループ長付

国土交通
大臣

H27.10.1

監   事 入谷　　誠 54 H25.10.1 2 H27.9.30
長崎県警察本部長
警察庁長官官房付【役員出
向】

国土交通
大臣

H27.10.1

監   事 木下　和彦 62 H25.7.1 2 H27.10.20
東洋カーマックス(株)専務取締
役



（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長選任理由 

 

 本法人の使命は、鉄道の建設や、鉄道事業者、海上運送事業者等に

よる運輸施設の整備を促進するため、助成などを行うことにより、輸

送体系の確立を図ることや、国鉄清算事業を実施することにある。 

 そうした組織にあって、本ポストには、そのミッションとして、法

人の基本的な経営方針を立案し、主務大臣の定める中期目標の達成の

ため、中期計画を着実に実施するとともに、法人を代表して民間企業、

国、地方公共団体等の関係機関と調整を図りながら、交通運輸分野に

おける広範な業務を実施する機関の長として、法人全体の運営管理業

務を総理することが求められる。 

 本件公募に対しては、２人の応募があり、選考委員会による書類選

考を経た２人の候補者について、選考委員会が面接を行った上で、最

も高い評価を得た１人及び絞り込む前の候補者の情報を国土交通大

臣に提示し、その評価結果を参考にしつつ、最終的に国土交通大臣が

北村 隆志氏を選任したところである。 

 任命理由は、大規模な組織において組織マネージメントの経験を有

し、整備新幹線事業の経緯、内航海運業の経営実態等の幅広い交通運

輸分野に精通しているなど、職務内容書で必要とされる能力、経験が

十分にあること、本法人の経営運営に関する明確な目的意識を持つこ

となどが、選考委員会による書類選考及び面接を通じて最も高く評価

されたことによるものである。特に同人は、コンプライアンス強化な

どの課題に対し、大規模組織のトップとしての経験からリーダーシッ

プの発揮といった点に強みがある。国土交通大臣もそうした能力など

に大いに期待しているところである。 



役　職 氏　　名 年齢
当初就任
年月日

任期
任期満了
年月日

前　　歴 氏　　名 年齢 前　　　歴

公募 理事長 甲村　謙友 64 H23.10.1 4 H27.9.30 国土交通省技監
国土交通

大臣
H27.10.1

副理事長 岩村　和平 59 H24.8.10 4 H27.9.30

農林水産省関東農政局
整備部長
国土交通省北海道開発
局農業水産部長
【役員出向】

理事長 H27.10.1

理　 事 西川　　智 57 H25.10.1 2 H27.9.30

国土交通省土地・建設
産業局土地市場課長
(独)水資源機構監査室
長

理事長 H27.10.1

理　 事 新郷　孝義 62 H25.10.1 2 H27.9.30
(独)水資源機構人事
部長

理事長 H27.10.1

理　 事 上村　寿一 63 H25.10.1 2 H27.9.30
(独)水資源機構上席
審議役

理事長 H27.10.1

理　 事 森田　保則 64 H24.8.10 2 H27.9.30
(独)水資源機構上席
審議役

理事長 H27.10.1

理　 事 爲沢　長雄 64 H24.4.1 2 H27.9.30
(独)水資源機構技師
長

理事長 H27.10.1

監　 事 酒井　　晃 62 H25.10.1 2 H27.9.30 東京都水道局理事
国土交通

大臣
H27.10.1

監　 事 垣花　直樹 63 H23.10.1 2 H27.9.30
三菱ＵＦＪキャピタル
（株）代表取締役常務

国土交通
大臣

H27.10.1

独立行政法人水資源機構役員名簿新旧対照表

任命権者 発令（予定）日
現　　　　任　　　　者 就任（予定）者

再任



（独）水資源機構理事長選任理由 

 

 本法人の使命は、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要と

する地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることにある。 

 そうした組織にあって、本ポストには、そのミッションとして、

中期目標や中期計画の達成に向けて、業務の質と効率性を向上し、

国の政策の実施機関としての法人が担う政策実施機能向上の最大化

を図ることが求められる。 

 本件公募に対しては、１人の応募があり、選考委員会による書類

選考及び面接を行った上で、特に適任であるとの評価を得た候補者

の情報を任命権者に提示し、その評価結果を参考にしつつ、最終的

に国土交通大臣が甲村謙友氏を選任したところである。 

 任命理由は、国等における組織のマネージメントの経験に加えて、

平成 23 年 10 月からは本法人の理事長としても着実に業務の実績を

挙げており、職務内容書で必要とされる能力、経験が十分にあるこ

と、本法人の経営運営に関する明確な目的意識を持つことなどが、

選考委員会による書類選考及び面接を通じて高く評価されたことに

よるものである。特に同人は、水資源分野のみならず、道路、技術

管理、入札契約等の他分野の経験を有し、国内外の関係機関との調

整にも長けているという強みがある。国土交通大臣もそうした能力

などに大いに期待しているところである。 



役　職 氏　　名 年齢
当初就任
年月日

任期
任期満了
年月日

前　　歴 氏　　名 年齢 前　　　歴

公募 理事長 淡路　　均 67 H23.10.1 4 H27.9.30
国土交通省関東運輸局長
(株)シー・アイ・シー常勤顧問

国土交通
大臣

H27.10.1

理   事 長谷川　英祐 61 H27.4.1 2 H27.9.30 福岡県環境部長 理事長 H27.10.1

監   事 伊藤　正一 63 H25.10.1 2 H27.9.30
西日本鉄道(株)監査部付部長
グループ監査役

国土交通
大臣

H27.10.1

監   事
（非常勤）

柳原　健治 59 H21.10.1 2 H27.9.30
公認会計士・税理士
柳原経営会計事務所

国土交通
大臣

H27.10.1

独立行政法人空港周辺整備機構役員名簿新旧対照表

任命権者 発令（予定）日
現　　　　任　　　　者 就任（予定）者

再任



（独）空港周辺整備機構理事長選任理由 

 

 本法人の使命は、福岡空港の周辺地域において、航空機の騒音に

より生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資

することにある。 

 そうした組織にあって、本ポストには、そのミッションとして、

法人の基本的な経営方針を立案し、主務大臣の定める中期目標の達

成のため、中期計画を着実に実施するとともに、法人を代表して、

国・地方公共団体と連絡調整を図り、空港周辺住民の理解を得なが

ら、法人全体の運営管理業務を総理することが求められる。 

 本件公募に対しては、３人の応募があり、選考委員会による書類

選考を経た３人の候補者について、選考委員会が面接を行った上で、

最も高い評価を得た１人及び絞り込む前の候補者の情報を国土交通

大臣に提示し、その評価結果を参考にしつつ、最終的に国土交通大

臣が淡路 均氏を選任したところである。 

 任命理由は、大規模な組織において組織マネージメントを経験し、

本法人の組織統廃合を行いつつ、大阪国際空港に係る業務承継を円

滑に実施するなど着実に実績を上げていること、本法人の経営運営

に関する明確な目的意識を持つことなどが、選考委員会による書類

選考及び面接を通じて最も高く評価されたことによるものである。

特に同人は、将来予定されている福岡空港運営委託会社への業務承

継を着実に実施する必要がある中、本法人の業務に精通しており、

大阪国際空港に係る業務承継などの経験や知識から、今後の業務運

営の継続性や安定性といった点に強みがある。国土交通大臣もそう

した能力などに大いに期待しているところである。 



 

選考委員会の属性について 

 

【国土交通省】 

 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

・独立行政法人空港周辺整備機構 

 

選考委員会のメンバーの属性は以下のとおり 

   ・大学教授    ３名 

   ・公認会計士   １名 

   ・会社役員    １名 

               

    計       ５名 

 
 
・独立行政法人水資源機構 

 

選考委員会のメンバーの属性は以下のとおり 

   ・大学教授    ３名 

   ・公認会計士   １名 

   ・会社役員    １名 

               

    計       ５名 

 


