
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 欠員 

(R3.1.6～） 

   河内 隆 63 内閣府事務次官 

日本生命保険相互会

社特別顧問 

（株）キーストーンパ

ートナース特別顧問 

 [OB] 

 
応募総数 11 名 

↓ 
書類選考 

    ↓（3 名） 
面接 

     ↓（3 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)住宅金融

支援機構  

理事長 加藤 利男 68 H27.4.1 国土交通省都市局長 

内閣官房地域活性化

統合事務局国家戦略

特区総括官 

(公財)自転車駐車場

整備センター理事長 

[OB] 

 

毛利 信二 63 国土交通事務次官 

国土交通省顧問 

三井住友信託銀行

（株）顧問 

(公社)全日本不動産

協会特別顧問、全日

みらい研究所所長 

(一財）土地総合研究

所理事長 

[OB] 

 
応募総数 5 名 

↓ 
書類選考 

    ↓（4 名） 
面接 

     ↓（4 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
欠員

(R3.1.6～）
-
※1

河内　　隆 63

内閣府事務次官
日本生命保険相互会社
特別顧問
(株)キーストーン・パート
ナース特別顧問

国土交通大臣 R3.3.26

副理事長 水嶋　　智 57 R3.1.6 4 R5.9.30
国土交通省大臣官房長
【役員出向】 理事長

理　事 小瀬　達之 57 R1.7.9 2 R3.9.30
国土交通省大臣官房政策
評価審議官兼大臣官房秘
書室長【役員出向】

理事長

理　事 勝山　　潔 54 R2.7.21 2 R3.9.30
海上保安庁第六管区海上
保安本部長【役員出向】 理事長

理　事 西川　　浩 61 H29.10.1 2 R3.9.30
三井住友海上火災保険
(株)金融公務営業推進本
部公務部開発顧問

理事長

理　事 重冨　　徹 58 R1.10.1 2 R3.9.30
国土交通省海事局検査測
度課長【役員出向】 理事長

理　事 木村　岩雄 62 H29.10.1 2 R3.9.30
東京海上日動火災保険
(株)常務執行役員 理事長

理　事 髙瀨　昭雄 65 H30.4.1 2 R3.3.31
(独)鉄道建設・運輸施設整
備支援機構工務・建設統
括役

理事長

理　事 湯山　和利 65 H30.4.1 2 R3.3.31
(独)鉄道建設・運輸施設整
備支援機構事業監理部長 理事長

理　事
（非常勤）

吉田　育代 58 R1.10.1 2 R3.9.30
(株)日本経済研究所執行
役員調査本部上席研究主
幹

理事長

監　事 竹下　正敏 62 H30.8.1
-
※2

R5.8
(見込み)

住友商事(株)中部業務企画部長
兼住友商事フィナンシャルマネジメン
ト(株)出向
兼国内業務企画部長付

国土交通大臣

監　事 山岸　一生 54 R2.8.24
-
※2

R5.8
(見込み)

警察庁関東管区警察局総務監察部
長兼関東管区警察学校長【役員出
向】

国土交通大臣

監　事 豊浦　浩二 59 H30.8.1
-
※2

R5.8
(見込み)

(株)三菱東京ＵＦＪ銀行東大阪中央
支社支社長
(株)名村造船所経営業務本部副本
部長兼本社長

国土交通大臣

○中期目標の期間：Ｈ３０．４～Ｒ５．３（５年間）
※1　理事長の任期は、中期目標の期間の末日まで。
※2　監事の任期は、中期目標期間最終年度（令和５年度）の財務諸表の承認日まで。

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



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 加藤　利男 68 H27.4.1 ※1 R3.3.31

国土交通省都市局長
内閣官房地域活性化統合
事務局国家戦略特区総括
官
(公財)自転車駐車場整備
センター理事長
【公募】

毛利　信二 63

国土交通事務次官
国土交通省顧問
三井住友信託銀行（株）顧問
（公社）全日本不動産協会特
別顧問、全日みらい研究所
所長
（一財）土地総合研究所理事
長

国土交通大臣

財務大臣
R3.4.1

副理事長 廣瀬　眞司 58
R2.1.1
（H31.4.1）

4 R5.12.31

(独)住宅金融支援機構情
報システム部長
(独)住宅金融支援機構理
事

理事長

理事 清瀬　和彦 58 H31.4.1 2 R3.3.31
国土交通省大臣官房審議
官（都市局担当）
【役員出向】

理事長

理事 佐藤　正人 57  R2.1.1 2 R3.3.31 (独)住宅金融支援機構地
域支援部長 理事長

理事 城野　敏江 56 R2.7.1 2 R3.3.31 （独）住宅金融支援機構コ
ンプライアンス・法務部長 理事長

理事 田中　敬三 56 R1.7.31 2 R3.7.30
国土交通省住宅局市街地
建築課長
【役員出向】

理事長

理事 古賀　秀敏 59 H31.4.1 2 R3.3.31 (独)住宅金融支援機構リス
ク統括部長 理事長

理事 阿部　悟 64 H29.4.1 2 R3.3.31
三井住友信託銀行(株)常勤監査役
三井住友トラスト総合サービス(株)取
締役社長兼三井住友トラスト・カード
(株)取締役社長

理事長

監事 齊藤　隆弘 63 H29.7.1 ※2
R3.6.30
（見込み）

東京ガス(株)執行役員導
管ネットワーク本部防災・
供給部長

国土交通大臣

財務大臣

監事 髙野　寿也 56 R1.7.1 ※2
R3.6.30
（見込み）

財務省大臣官房付兼内閣官房内閣
参事官（内閣官房副長官補付）兼内
閣官房行政改革推進本部事務局参
事官
【役員出向】

国土交通大臣

財務大臣

監事 船越　恵子 60 H29.7.1 ※2
R3.6.30
（見込み）

(独)住宅金融支援機構コン
プライアンス・法務部長

国土交通大臣

財務大臣

※1　理事長の任期は、中期目標の期間の末日（R3.3.31）まで。
※2　監事の任期は、中期目標期間最終年度（令和2年度）の財務諸表の承認日（6月末）まで。

独立行政法人住宅金融支援機構役員名簿新旧対照表
現　　　　任　　　　者 就任（予定）者

任命権者 発令（予定）日



 

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長選任理由 

 

 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）の使命は、日

本及び海外の鉄道の建設や、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、機構の基本的

な運営方針を立案し、主務大臣の定める中期目標の達成のため、中期計画及び各

年度計画を着実に実施するとともに、機構を代表して国、地方公共団体、国内外

の民間企業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、機構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、１１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河内隆氏を選任したところである。 

任命理由は、鉄道・運輸機構が抱える様々な課題を把握したうえで、何とし

ても機構を再生させたいという同氏の強い意欲が、選考委員会による書類選考

及び面接を通じて評価され、機構の理事長として「特に適任である」との結果

が得られたことによるものである。 

特に、同氏の実績と経験、誠実な人柄に加え、機構の最重要課題である整備新

幹線事業のスキームを理解したうえで機構改革に取り組もうとする姿勢は選考

委員会から非常に高い評価を得ており、国土交通大臣もそうした同氏の資質に大

いに期待しているところである。 



（独）住宅金融支援機構理事長選任理由 

 

 

 本法人の使命は、証券化支援業務を柱に、住宅金融市場における安定

的な資金供給を支援し、住生活の向上に貢献することにある。 

 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、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、５人の応募があり、選考委員会による書類選考

で４人に絞られた候補者について選考委員会が面接を行った上で、最も

高い評価を得た者とそれ以外の候補者全てについて、選考委員会の評価

結果をはじめ関係情報を任命権者である国土交通大臣に提示し、これに

基づき、国土交通大臣が毛利信二氏を選任したところである。 

 任命理由は、住宅金融に対する十分な知見を有し、構想力やリーダー

シップに優れるなど職務内容書で必要とされる能力、経験が十分にあ

り、かつ、本法人の現状や課題を適切に把握し、組織運営に対する明確

なビジョンを持つことなどが、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、官民を問

わず幅広い人的ネットワークを有し、民間企業や関係行政機関等のトッ

プとの折衝力や交渉力に長けているという強みをもっており、国土交通

大臣もそうした能力と情熱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 

 

選考委員会のメンバーの属性は以下のとおり 

   ・大学教授    ２名 

   ・弁護士     １名 

   ・公認会計士   １名 

   ・団体役員    １名 

                

    計       ５名 

 
 
・独立行政法人住宅金融支援機構 

 

選考委員会のメンバーの属性は以下のとおり 

   ・大学教授    ２名 

   ・会社役員    １名 

   ・弁護士     １名 

   ・公認会計士   １名 

                

    計       ５名 

 


