
      

  
 
 

チュニジア共和国との第１回「官民インフラ会議」を開催しました 

～「質の高いインフラ投資」促進に向け議論～ 

第1 回 日・チュニジア官民インフラ会議（Quality Infrastructure Conference） 

（１） 日程等： 令和３年３月３日（水）、オンライン形式 

（２） 主 催： （日本側）国土交通省 

（チュニジア側）公共事業・住宅・インフラ担当省、運輸・物流担当省 

（３） 参加者： 両国で約３７０名（登録数ベース） 

（日 本 側）国土交通省（岩井国土交通副大臣、石原海外プロジェクト審議官他）、外務省在

チュニジア共和国日本国大使館（清水大使）、ＪＡＩＤＡ（アフリカ・インフラ協議会）

宮本会長、ＪＡＩＤＡ会員企業（建設、コンサル、商社、メーカー等１０社）、国際協

力機構（JICA）、日本貿易振興機構（JETRO） 

（チュニジア側）公共事業・住宅・インフラ担当省（ドゥーフ大臣他）、運輸・物流担当省、 

在日本チュニジア共和国大使館（エルーミ大使） 

（国際機関）国連工業開発機関(UNIDO)、アフリカ開発銀行（AfDB） 

（４） 概  要：  

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ ９ 日 

総合政策局国際政策課  

（ グ ロ ー バ ル 戦 略 ） 

 

＜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）永野、斎藤、竹内（内線25213、25216、25226） 

電話：03-5253-8111(代表)、03-5253-8314(直通) FAX：03-5253-1562 

岩井国土交通副大臣による挨拶 公共事業・住宅・インフラ担当省ドゥーフ大臣による挨拶 

国土交通省は、チュニジア共和国との間で、3月3日に「官民インフラ会議」をオンライン形式で開催し、岩井国

土交通副大臣がビデオメッセージで登壇しました。 

本会議は、2019年のTICAD７において石井前国土交通大臣とジヒナウイ外務大臣との間で締結した二国間の

インフラ協力に関する覚書に基づき開催され、両国間の意見交換等を通じて、我が国の「質の高いインフラ投

資」のチュニジアへの展開及び本邦インフラ関連企業の進出を支援するものです。 

アフリカ・インフラ協議会宮本会長による挨拶 
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 概要 
①  主催者挨拶 

冒頭、両国を代表して岩井国土交通副大臣、カマール・ドゥーフ公共事業・住宅・インフラ担当大

臣がビデオメッセージによる挨拶を行い、宮本JAIDA 会長が挨拶を行いました。 

 

＜岩井土交通副大臣の挨拶概要＞ 

今回、チュニジア政府のご尽力により、官民インフラ会議を開催できたことに感謝。貴国との間で

は、2019 年の TICAD７において石井前国土交通大臣とジヒナウイ外務大臣との間で二国間のイン

フラ協力に関する覚書を締結したところ、本日はその覚書に基づき、貴国との間で初の官民インフ

ラ会議を開催するに至り、日・チュニジア両国のインフラ分野での協力関係が、次なるステップに進

むことを大変喜ばしく思う。 

貴国はエンフィダ港、ラデス港、ラグレット港といった多くの商業港又はその候補地を擁し、港湾

インフラの整備への関心も高いと認識している。日本の提供する「質の高いインフラ」は、ライフサ

イクルコストからみた経済性の向上、技術移転、高い信頼性と技術力を有しており、日本の持つ経

験や優れた技術が貴国のインフラ整備に活用されることを期待している。 

本日の会議を通じて、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、日・チュニジア

両国のインフラ分野での協力がより一層進展し、両国の友好関係が発展すること、そして本会議が

TICAD８の成功へのステップとなることを祈念。 

 

② 基調講演 

基調講演において、国土交通省の後藤国際建設産業戦略官よりアフリカにおける質の高いイン

フラの事例、チュニジアより国内のインフラ需要の動向や各分野のインフラプロジェクト、そして国

際機関よりチュニジアにおける活動についてのプレゼンテーションが実施されました。 

 

③ 分野別セッション 

分野別のセッションでは、「港湾整備」、「道路管理」、「スマートシティ」、「ファイナンス」について、

チュニジアからは現状と課題について説明を行い、日本からは関連政策、技術や経験の紹介を行

いました。 

 

 



 プログラム 
・開会挨拶 

国土交通副大臣 岩井 茂樹 

チュニジア公共事業・住宅・インフラ担当大臣 カマール・ドゥーフ閣下 

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 

外務省在チュニジア共和国日本国大使館特命全権大使 清水 信介氏 

 

・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）チュニジア事務所長 篠原 俊永氏 

『チュニジアにおけるインフラ開発に対する JICA の協力』 

●日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長  武田 家明氏 

『日本・チュニジア間の協力関係促進のための JETRO の活動』 

●チュニジア公共事業・住宅・インフラ省計画協力能力開発局長 マナナ・ハフネウイ氏 

『チュニジアにおけるインフラ事業』 

●チュニジア運輸・物流省戦略・公営企業施設局長 ラムズィ・カズナダル氏 

『チュニジアにおける運輸・物流分野の戦略及び主要プロジェクト』 

●国連工業開発機関（UNIDO）工業開発オフィサー ラフィック・フェキ氏 

『包括的かつ持続可能な経済発展のための主要点』 

●アフリカ開発銀行チュニジア事務所課長 アクラフ・タルシム氏 

『アフリカにおけるインフラプロジェクトに対するアフリカ開発銀行の支援、チュニジアにおけるイ

ンフラプロジェクト』 

 

・分野別セッション 

セッション１ 「Logistics hub」 

●チュニジア運輸・物流省物流・マルチモーダル輸送局長 ウィセム・マハジューブ氏 

『Grands Projets logistiques en Tunisie』 

●国土交通省港湾局産業港湾課国際企画室首席国際調整官 平澤 興 

『Japanese Port Policy』 

●豊田通商株式会社渉外部兼プラント・プロジェクト部理事 大岩 秀之氏 

『Key Success Factors for Port Operation』 

●東洋建設株式会社国際支店土木技術部課長 曠野 博紀氏 

『JACKET METHOD ＆CONSOLIDATION SETTLEMENT METHOD』 

 

セッション２ 「Road asset management」 

●チュニジア公共事業・住宅・インフラ省橋梁道路局長 スレへ・ズエリ氏 

『Current Status and challenges in the fields of Road Asset Management』 

●清水建設株式会社LCV 事業本部ICT スマート事業部長 加藤 雅裕氏 

『Proposals for Road Maintenance and Management for PPP』 

●阪神高速道路株式会社技術部国際室長 西林 素彦氏 

『For Better Highway Maintenance』 

●JFE エンジニアリング株式会社社会インフラ本部PPP 推進部長 橋本 光行氏 

『Application of DX to steel bridge construction & maintenance』 

 



セッション３ 「Smart cities」 

●チュニジア公共事業・住宅・インフラ省都市開発課長 アブデラザック・シハ氏 

『Les villes intelligentes』 

●日本電気株式会社クロスインダストリー事業開発本部シニアマネージャー 菊池 晃治氏 

『Data Driven Smart City by Digital Infrastructure』 

●日本信号株式会社海外営業部 菅井 洋祐氏 

『Traffic management and control solution by cutting edge technologies』 

 

セッション４ 「Finance」 

●チュニジア官民連携総局総裁 アーティフ・マジェドゥフ氏 

『PPP: Le cadre tunisien』 

●株式会社三井住友銀行欧州営業第三部共同部長 高見 順彦氏 

『Infrastructure Development in Tunisia』 

●スタンダードチャータード銀行ドバイ支店プロジェクト＆エクスポートファイナンス担当  

ピーター・ジャン・デ・シェパー氏 

『How Can We Further Mobilize Private Capital into Africa』 

●日本貿易保険（NEXI）パリ事務所長 河原 圭氏 

『Growing potential for infrastructure business in Africa Nippon Export and Investment Insurance』 

 

・閉会挨拶 

●在日本チュニジア共和国大使館特命全権大使 モハメド・エルーミ閣下 

●国土交通省大臣官房海外プロジェクト審議官 石原康弘 
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 登壇者 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

国土交通省 後藤戦略官 

JICA 篠原所長 

国連工業開発機関（UNIDO） 

ラフィック・フェキ工業開発オフィサー 

チュニジア公共事業・住宅・インフラ省 

マナナ・ハフナウイ局長 

スタンダードチャータード銀行 

ピーター・ジャン・デ・シェパー氏 

チュニジア公共事業・住宅・インフラ省 

アブデラザック・シハ課長 

チュニジア運輸・物流省 

ウィセム・マハジューブ局長 

NEXI  河原所長 

在チュニジア日本大使館 清水大使 在日本チュニジア大使館 エルーミ大使 国土交通省 

石原海外プロジェクト審議官 

JETRO 武田所長 チュニジア運輸・物流省 

ラムズィ・カズナダル局長 

清水建設株式会社 加藤部長 

国土交通省港湾局 平澤調整官 

豊田通商株式会社 大岩理事 東洋建設株式会社 曠野課長 

アフリカ開発銀行 

アクラフ・タルシム課長 

阪神高速道路株式会社 西林室長 

JEFエンジニアリング株式会社 

橋本部長 

日本電気株式会社 

菊池シニアマネージャー 

日本信号株式会社  菅井氏 

チュニジア官民連携総局 

アーティフ・マジェドゥフ総裁 

株式会社三井住友銀行  高見部長 


