
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路サービス関西㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 中根　正治 令和4年6月29日 昭和５６年　４月　日本道路公団採用
平成２６年　６月　西日本高速道路㈱　執行役員　四国支社長
平成３０年　６月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　代表取締役社長

取締役 後迫　浩 令和4年6月29日 昭和５５年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成３０年　７月　西日本高速道路㈱　四国支社　保全サービス事業部　次長兼道路管制センター長

令和　元年　７月　西日本高速道路サービス関西㈱　サービス事業部長
令和　２年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　執行役員　サービス事業部長
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　取締役

監査役 中野　浩平 令和4年6月29日 平成１７年　８月　日本道路公団採用
（非常勤） （再任） 平成２９年　６月　西日本高速道路㈱　執行役員　監査部長

令和　元年　６月　西日本高速道路リテール㈱　代表取締役社長
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路パトロール関西㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路ビジネスサポート㈱　監査役（兼務）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路サービス中国㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 山﨑　泰典 令和4年6月29日 昭和５９年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成２６年１０月　西日本高速道路㈱ 九州支社　副支社長

平成２９年　６月　西日本高速道路サービス中国㈱　取締役　営業企画部長 
平成３０年　６月　西日本高速道路サービス中国㈱　常務取締役　総務部長兼経理部長
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス中国㈱　代表取締役社長

取締役 下之薗　勝 令和4年6月29日 昭和６２年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成２８年　８月　西日本高速道路㈱　九州支社　保全サービス事業部　道路管制センター長

平成３０年　７月　西日本高速道路ビジネスサポート㈱　九州支店長
令和　２年　６月　西日本高速道路サービス中国㈱　取締役

監査役 平山　博登 令和4年6月29日 昭和５５年　４月  日本道路公団採用
（非常勤） 平成１８年１０月  西日本高速道路㈱　関連事業部長

平成２２年１０月  西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　取締役
平成２６年　６月  西日本高速道路パトロール関西㈱　常務取締役
平成２８年　６月  西日本高速道路サービス四国㈱　代表取締役社長
令和　２年　６月　西日本高速道路パトロール中国㈱ 代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路サービス四国㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 松本 健治 令和4年6月29日 昭和５８年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２７年　７月  西日本高速道路㈱　広報ＣＳ推進部長  

平成２８年　６月  NEXCO西日本コミュニケーションズ㈱　代表取締役社長
平成３０年　６月  西日本高速道路パトロール中国㈱　代表取締役社長
令和　２年　６月　西日本高速道路サービス四国㈱　代表取締役社長

取締役 亀山　良成 令和4年6月29日 平成　４年　３月　日本道路公団採用
（再任） 平成２６年　７月　西日本高速道路㈱　関西支社　総務企画部長

平成２８年　８月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　CS推進部長
平成３０年　７月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　取締役
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス四国㈱　取締役

監査役 畑村　雄二 令和4年6月29日 昭和５５年　４月　日本道路公団採用
（非常勤） 平成２２年１０月　西日本高速道路㈱ 　四国支社長

平成２６年　６月　西日本高速道路ビジネスサポート㈱　代表取締役社長
平成３０年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路サービス九州㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 後藤　貞洋 令和4年6月29日 昭和５９年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成３０年　６月  西日本高速道路㈱　執行役員　四国支社長

令和　２年　６月　西日本高速道路サービス九州㈱　代表取締役社長
監査役 重冨　修 令和4年6月29日 昭和５３年　４月  日本道路公団採用

（非常勤） （再任） 平成２４年　６月  西日本高速道路㈱　執行役員　東京支社長
平成２５年　４月  NEXCO西日本コミュニケーションズ㈱　代表取締役社長
平成２８年　６月  西日本高速道路サービス関西㈱　代表取締役社長
平成３０年　６月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路リテール㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路ロジスティックス㈱　監査役（兼務）
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス九州㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路パトロール九州㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　監査役（兼務）

監査役 畑村　雄二 令和4年6月29日 昭和５５年　４月　日本道路公団採用
（非常勤） 平成２２年１０月　西日本高速道路㈱ 　四国支社長

平成２６年　６月　西日本高速道路ビジネスサポート㈱　代表取締役社長
平成３０年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路総合サービス沖縄㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 城間　博通 令和4年6月29日 昭和５６年　４月  日本道路公団採用
平成２３年　７月　西日本高速道路メンテナンス九州㈱  執行役員　保全計画部長
平成２５年　６月　西日本高速道路総合サービス沖縄㈱　取締役　保全事業部長
平成２８年　６月　西日本高速道路総合サービス沖縄㈱　取締役　保全事業部長兼安全推進部長
令和　２年　６月　西日本高速道路総合サービス沖縄㈱　常務取締役

常務取締役 渡久地　政樹 令和4年6月29日 昭和５４年　４月  日本道路公団採用
平成２７年　７月  西日本高速道路㈱　建設事業部　建設課長
平成２９年　７月  西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　土木保全部　担当部長
平成３０年　６月  西日本高速道路総合サービス沖縄㈱　取締役　保全事業部長兼安全推進部長

監査役 早川　和利 令和元年6月26日 昭和５２年　４月  日本道路公団採用
（非常勤） 平成２４年　６月  西日本高速道路㈱　取締役　常務執行役員

平成２５年　６月  西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路パトロール関西㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 竹下　育朗 令和4年6月29日 昭和５６年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２６年　６月  西日本高速道路㈱　執行役員　監査部長

平成２９年　６月  西日本高速道路サービス九州㈱　代表取締役社長
令和　２年　６月　西日本高速道路パトロール関西㈱　代表取締役社長

取締役 西川　聡 令和4年6月29日 昭和６０年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２８年　７月  西日本高速道路㈱　事業開発部長

平成３０年　６月  西日本高速道路サービス中国㈱　取締役
令和　２年　６月　西日本高速道路パトロール関西㈱　取締役

監査役 中野　浩平 令和4年6月29日 平成１７年　８月　日本道路公団採用
（非常勤） （再任） 平成２９年　６月　西日本高速道路㈱　執行役員　監査部長

令和　元年　６月　西日本高速道路リテール㈱　代表取締役社長
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路パトロール関西㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路ビジネスサポート㈱　監査役（兼務）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路パトロール中国㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 猪野　耕一 令和4年6月29日 昭和６０年　４月　日本道路公団採用
平成２９年　７月　西日本高速道路㈱　九州支社　副支社長
令和　３年　６月　西日本高速道路パトロール中国㈱　常務取締役

取締役 栗崎　啓 令和4年6月29日 昭和６０年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成２７年　９月　西日本高速道路㈱　関西支社　保全サービス事業部　道路管制センター長

平成２９年　６月　西日本高速道路パトロール九州㈱　執行役員　業務部長
平成３０年　６月　西日本高速道路パトロール九州㈱　取締役
令和　２年　６月　西日本高速道路パトロール中国㈱　取締役

監査役 蒲地　博文 令和4年6月29日 昭和５０年　４月　日本道路公団採用
（非常勤） （再任） 平成２６年１０月　西日本高速道路㈱　中国支社　副支社長

平成２８年　６月　西日本高速道路パトロール九州㈱　取締役
平成３０年　６月　西日本高速道路パトロール九州㈱　代表取締役社長
令和　３年　６月　西日本高速道路パトロール中国㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路メンテナンス九州㈱　監査役（兼務）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路パトロール九州㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 野口　和也 令和4年6月29日 昭和６１年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成２６年　７月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　経営企画部長

平成２９年　５月　西日本高速道路㈱　財務部　次長
平成２９年　６月　西日本高速道路㈱　財務部長
令和　２年　６月　西日本高速道路㈱　執行役員　四国支社長
令和　３年　６月　西日本高速道路パトロール九州㈱　代表取締役社長

監査役 早川　和利 令和4年6月29日 昭和５２年　４月  日本道路公団採用
（非常勤） （再任） 平成２４年　６月  西日本高速道路㈱　取締役　常務執行役員

平成２５年　６月  西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　代表取締役社長
令和　元年　６月　西日本高速道路総合サービス沖縄㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路パトロール九州㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路メンテナンス九州㈱　監査役（兼務）

監査役 畑村　雄二 令和4年6月29日 昭和５５年　４月　日本道路公団採用
（非常勤） 平成２２年１０月　西日本高速道路㈱ 　四国支社長

平成２６年　６月　西日本高速道路ビジネスサポート㈱　代表取締役社長
平成３０年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路メンテナンス関西㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 藤澤　茂樹 令和4年6月29日 昭和５７年　４月  日本道路公団採用
平成２３年　２月　西日本高速道路㈱　関西支社　保全サービス事業部長
平成２６年　６月  芦有ドライブウェイ㈱　代表取締役社長
平成３０年　６月  西日本高速道路総合サービス沖縄㈱　代表取締役社長

常務取締役 岡崎　敏夫 令和4年6月29日 昭和５８年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２８年　７月  西日本高速道路㈱　監査部　入札監視担当部長

令和　元年　 ６月  西日本高速道路メンテナンス関西㈱　取締役
令和　２年　６月　西日本高速道路メンテナンス関西㈱　常務取締役

常務取締役 羽田野　和久 令和4年6月29日 昭和５５年　４月　日本道路公団採用
（再任） 令和　２年　６月　西日本高速道路㈱　九州支社　副支社長

令和　３年　６月　西日本高速道路メンテナンス関西㈱　常務取締役

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路メンテナンス中国㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 前　浩久 令和4年6月29日 平成　元年　４月  日本道路公団採用
令和　３年　６月　西日本高速道路㈱　執行役員　技術本部長兼海外事業部長兼安全管理部長

常務取締役 竹本　勝典 令和3年6月25日 昭和５９年　４月　日本道路公団採用
平成２４年　６月　㈱富士技建　常務取締役
平成２６年　７月　西日本高速道路㈱　保全サービス事業部　危機管理防災担当部長
平成２９年　７月　西日本高速道路㈱　四国支社　副支社長
令和　元年　６月　㈱高速道路総合研究所　監査役

取締役 渡部　良太 令和3年6月25日 昭和６２年　４月　日本道路公団採用
平成２８年　８月　西日本高速道路㈱　四国支社　保全サービス事業部　道路管制センター長
平成３０年　７月　西日本高速道路メンテナンス中国㈱　経営企画部長
令和　２年　４月　西日本高速道路メンテナンス中国㈱　執行役員　経営企画部長
令和　３年　４月　西日本高速道路メンテナンス中国㈱　執行役員　経営企画副本部長

監査役 東　孝弘 令和元年6月26日 昭和５２年　４月  日本道路公団採用
（非常勤） 平成２２年１０月  西日本高速道路㈱　技術部長

平成２４年　４月  西日本高速道路ファシリティーズ㈱　顧問
平成２４年　６月  西日本高速道路ファシリティーズ㈱　代表取締役社長

監査役 平山　博登 令和4年6月29日 昭和５５年　４月  日本道路公団採用
（非常勤） 平成１８年１０月  西日本高速道路㈱　関連事業部長

平成２２年１０月  西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　取締役
平成２６年　６月  西日本高速道路パトロール関西㈱　常務取締役
平成２８年　６月  西日本高速道路サービス四国㈱　代表取締役社長
令和　２年　６月　西日本高速道路パトロール中国㈱ 代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路メンテナンス九州㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 廣畑　浩司 令和4年6月29日 昭和６０年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成２９年　６月　西日本高速道路㈱　執行役員　九州支社長

令和　元年　 ６月　西日本高速道路メンテナンス九州㈱　代表取締役社長
常務取締役 迫田　輝幸 令和4年6月29日 昭和５６年　４月　日本道路公団採用

（再任） 平成３０年　６月　西日本高速道路㈱　九州支社　副支社長
令和　元年 　６月　西日本高速道路メンテナンス九州㈱　取締役
令和　２年 　６月　西日本高速道路メンテナンス九州㈱　常務取締役

取締役 桑野　修 令和4年6月29日 昭和５６年　４月　日本道路公団採用
（再任） 令和　元年　７月　西日本高速道路㈱　中国支社　建設・改築事業部長

令和　３年　６月　西日本高速道路メンテナンス九州㈱　取締役
取締役 茂利　優一 令和4年6月29日 昭和５９年　４月  日本道路公団採用

（再任） 平成３０年　７月  西日本高速道路㈱　九州支社　調査役
令和　元年 　７月  西日本高速道路メンテナンス九州㈱　執行役員　保全計画部長
令和　２年　６月　西日本高速道路メンテナンス九州㈱　取締役

監査役 蒲地　博文 令和4年6月29日 昭和５０年　４月　日本道路公団採用
（非常勤） （再任） 平成２６年１０月　西日本高速道路㈱　中国支社　副支社長

平成２８年　６月　西日本高速道路パトロール九州㈱　取締役
平成３０年　６月　西日本高速道路パトロール九州㈱　代表取締役社長
令和　３年　６月　西日本高速道路パトロール中国㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路メンテナンス九州㈱　監査役（兼務）

監査役 早川　和利 令和4年6月29日 昭和５２年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２４年　６月  西日本高速道路㈱　取締役　常務執行役員

平成２５年　６月  西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　代表取締役社長
令和　元年　６月　西日本高速道路総合サービス沖縄㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路パトロール九州㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路メンテナンス九州㈱　監査役（兼務）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 村尾　光弘 令和4年6月29日 昭和５８年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成３０年　６月　西日本高速道路㈱　取締役　常務執行役員　建設事業本部長

令和　３年　６月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　代表取締役社長
常務取締役 足立　智之 令和4年6月29日 昭和５８年　４月  日本道路公団採用

（再任） 平成２９年１２月  西日本高速道路㈱　理事
令和　元年　 ６月  西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　常務取締役

常務取締役 久米　富美男 令和4年6月29日 昭和６３年　４月  日本道路公団採用
令和　元年　７月  西日本高速道路㈱　中国支社　副支社長

取締役 樋口　芳行 令和4年6月29日 昭和６０年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成２４年　４月　西日本高速道路㈱　建設事業部　事業推進課長

平成２６年　７月　西日本高速道路エンジニアリング中国㈱　執行役員　企画部長
平成２７年　６月　西日本高速道路エンジニアリング中国㈱　取締役　企画部長
令和　元年　６月　㈱富士技建　取締役　経営企画本部長兼経営企画部長兼総務部長
令和　３年　６月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　取締役

取締役 伊藤　哲男 令和4年6月29日 昭和６２年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成２９年　４月　㈱高速道路総合技術研究所

令和　元年　７月　西日本高速道路㈱　技術環境部　技術担当部長
令和　２年　７月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　執行役員　技師長
令和　３年　４月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　執行役員　技師長兼道路技術部長
令和　３年　６月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　取締役

取締役 川尻　洋一 令和4年6月29日 昭和５５年　４月　日本道路公団採用
（再任） 令和　２年　７月　西日本高速道路㈱　関西支社　施設担当部長

令和　３年　６月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　取締役
取締役 源谷　秋義 令和4年6月29日 昭和５４年　４月  日本道路公団採用

（再任） 平成３０年　７月　西日本高速道路㈱　九州支社　建設・改築事業部長
令和　元年　 ７月  西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　執行役員　土木事業本部保全計画部長
令和　２年　６月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　取締役

監査役 東　孝弘 令和4年6月29日 昭和５２年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２２年１０月  西日本高速道路㈱　技術部長

平成２４年　４月  西日本高速道路ファシリティーズ㈱　顧問
平成２４年　６月　西日本高速道路ファシリティーズ㈱　代表取締役社長
令和　元年　６月　西日本高速道路メンテナンス中国㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路エンジニアリング中国㈱　監査役（兼務）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路エンジニアリング中国㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 北村　弘和 令和3年6月25日 昭和５８年　４月　日本道路公団採用
平成３０年　６月　西日本高速道路㈱　取締役　常務執行役員　保全サービス事業本部長

常務取締役 福田　美文 令和3年6月25日 昭和５３年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２６年　７月  西日本高速道路㈱　関西支社　副支社長

平成２９年　６月  西日本高速道路エンジニアリング中国㈱　取締役
平成３０年　６月  西日本高速道路エンジニアリング中国㈱　常務取締役　営業本部長

常務取締役 山本 純司 令和3年6月25日 昭和６２年　４月  日本道路公団採用
平成２９年　７月　西日本高速道路㈱　関西支社　建設事業部　施設担当部長
平成３０年　６月  西日本高速道路ファシリティーズ㈱　取締役経　営企画本部長兼事業開発本部長
令和　２年　６月　西日本高速道路エンジニアリング中国㈱　取締役

常務取締役 山田　芳嗣 令和4年6月29日 昭和５８年　４月  日本道路公団採用
平成２４年　６月  西日本高速道路㈱　監査部 調査役
平成２７年　６月  KDDI㈱
平成３０年　６月  ㈱西日本高速道路エンジニアリング中国㈱　取締役

取締役 菊澤　朋已 令和3年6月25日 昭和５６年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２２年１０月  西日本高速道路㈱ 情報システム部長

平成２５年　６月  西日本高速道路エンジニアリング中国㈱　取締役
平成２７年　６月  ㈱ドーユー大地 常務取締役
平成３０年　６月  西日本高速道路エンジニアリング中国㈱　取締役

監査役 東　孝弘 令和元年6月26日 昭和５２年　４月  日本道路公団採用
（非常勤） 平成２２年１０月  西日本高速道路㈱　技術部長

平成２４年　４月  西日本高速道路ファシリティーズ㈱　顧問
平成２４年　６月  西日本高速道路ファシリティーズ㈱　代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路エンジニアリング四国㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 北田　正彦 令和4年6月29日 昭和５６年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２７年　６月  西日本高速道路㈱　執行役員　九州支社長

平成２９年　６月  西日本高速道路メンテナンス九州㈱　代表取締役社長
令和　元年　 ６月  西日本高速道路エンジニアリング四国㈱　代表取締役社長

取締役 雨郡　好澄 令和4年6月29日 昭和５９年　４月  日本道路公団採用
平成２６年　７月  西日本高速道路㈱　四国支社　調査役
平成２９年　７月  西日本高速道路エンジニアリング四国㈱　施設管理部長
令和　２年　７月  西日本高速道路エンジニアリング四国㈱　執行役員　施設事業本部長

取締役 岡井　浩 令和4年6月29日 昭和５９年　４月  日本道路公団採用
平成３０年　７月  西日本高速道路㈱　監査部　次長
令和　３年　７月  西日本高速道路エンジニアリング四国㈱　執行役員　営業推進本部長

取締役 大木　俊之 令和4年6月29日 昭和５８年　４月  日本道路公団採用
令和　２年　７月  西日本高速道路㈱　保全サービス事業部　改築担当部長
令和　３年　７月  西日本高速道路エンジニアリング四国㈱　執行役員　調査設計部長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路エンジニアリング九州㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 竹國 一也 令和4年6月29日 昭和６０年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成３０年　６月  西日本高速道路㈱　執行役員　技術本部長

令和　元年　 ６月  西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　代表取締役社長
常務取締役 内野 雅彦 令和4年6月29日 昭和５５年　４月  日本道路公団採用

（再任） 平成３０年　６月  西日本高速道路㈱　四国支社 建設事業部長
令和　元年　 ６月  西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　取締役 
令和　３年　６月　西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　常務取締役

常務取締役 西岡 浩一 令和4年6月29日 昭和５９年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成３０年　６月  西日本高速道路㈱　保全サービス事業部　危機管理防災担当部長

令和　元年　 ６月  西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　取締役 
令和　２年　 ６月  西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　常務取締役 

取締役 中村　和典 令和4年6月29日 平成　３年　３月　日本道路公団採用
（再任） 平成３０年　７月　西日本高速道路㈱　九州支社　調査役

令和　元年　６月　西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　執行役員　事業推進本部　事業管理部長
令和　２年　７月　西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　執行役員　土木事業本部　副本部長
令和　３年　６月　西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　取締役

監査役 重冨　修 令和4年6月29日 昭和５３年　４月  日本道路公団採用
（非常勤） （再任） 平成２４年　６月  西日本高速道路㈱　執行役員　東京支社長

平成２５年　４月  NEXCO西日本コミュニケーションズ㈱　代表取締役社長
平成２８年　６月  西日本高速道路サービス関西㈱　代表取締役社長
平成３０年　６月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路リテール㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路ロジスティックス㈱　監査役（兼務）
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス九州㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路パトロール九州㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　監査役（兼務）

監査役 平山　博登 令和4年6月29日 昭和５５年　４月  日本道路公団採用
（非常勤） 平成１８年１０月  西日本高速道路㈱　関連事業部長

平成２２年１０月  西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　取締役
平成２６年　６月  西日本高速道路パトロール関西㈱　常務取締役
平成２８年　６月  西日本高速道路サービス四国㈱　代表取締役社長
令和　２年　６月　西日本高速道路パトロール中国㈱ 代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路ファシリティーズ㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 瀨戸山　聡 令和3年6月25日 昭和５７年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２５年　７月  西日本高速道路㈱　技術本部　施設部長

平成２８年　６月  西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　常務取締役
令和　元年　６月　西日本高速道路ファシリティーズ㈱　代表取締役社長

常務取締役 松室 圭介 令和3年6月25日 昭和６１年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２８年　６月  西日本高速道路㈱　安全管理部長

令和　元年　６月　西日本高速道路ファシリティーズ㈱　常務取締役

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路ビジネスサポート㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 松田　寛治 令和4年6月29日 昭和５６年　４月  日本道路公団採用
平成２９年　６月  西日本高速道路㈱　取締役　常務執行役員　事業開発本部長

監査役 中野　浩平 令和4年6月29日 平成１７年　８月　日本道路公団採用
（再任） 平成２９年　６月　西日本高速道路㈱　執行役員　監査部長

令和　元年　６月　西日本高速道路リテール㈱　代表取締役社長
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路パトロール関西㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路ビジネスサポート㈱　監査役（兼務）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 川村　健一 令和4年6月29日 昭和６２年　４月  日本道路公団採用
令和　２年　６月  西日本高速道路㈱　執行役員　監査部長

取締役 丸岡　真人 令和4年6月29日 昭和５９年　４月　日本道路公団採用
（再任） 平成２６年　７月　西日本高速道路㈱　事業開発部長

平成２８年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　常務取締役　サービス事業本部長
平成３０年　６月　西日本高速道路サービス関西㈱　常務取締役　サービス事業本部長兼人事部長
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　取締役

監査役 松村　郁夫 令和3年6月25日 昭和５６年　４月　日本道路公団採用
平成２６年　７月　西日本高速道路㈱　広報CS推進部長
平成２７年　６月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　取締役
平成２９年　６月　西日本高速道路サービス中国㈱　代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路ロジスティックス㈱ （令和４年10月１日現在）

監査役 松村　郁夫 令和3年6月25日 昭和５６年　４月　日本道路公団採用
（非常勤） 平成２６年　７月　西日本高速道路㈱　広報CS推進部長

平成２７年　６月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　取締役
平成２９年　６月　西日本高速道路サービス中国㈱　代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      西日本高速道路リテール㈱ （令和４年10月１日現在）

監査役 松村　郁夫 令和4年6月29日 昭和５６年　４月　日本道路公団採用
（非常勤） （再任） 平成２６年　７月　西日本高速道路㈱　広報CS推進部長

平成２７年　６月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　取締役
平成２９年　６月　西日本高速道路サービス中国㈱　代表取締役社長
令和　３年　６月　西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱　監査役
　　　　　　　　　　　西日本高速道路ロジスティックス㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　西日本高速道路リテール㈱　監査役（兼務）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      ㈱富士技建 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 中薗　明広 令和3年6月25日 昭和５４年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２７年　７月  西日本高速道路㈱　四国支社　副支社長

平成２９年　６月  ㈱富士技建　取締役
平成３０年　６月  ㈱富士技建　代表取締役社長

常務取締役 京極　靖司 令和4年6月29日 昭和６３年　４月  日本道路公団採用
平成２９年　７月  西日本高速道路㈱　中国支社　副支社長
令和　２年　６月　㈱高速道路総合技術研究所　常務執行役員　研究企画部長

取締役 當房　周三 令和3年6月25日 昭和５３年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２６年　７月  西日本高速道路㈱　保全サービス事業部　危機管理防災課長

平成２８年　６月  ㈱富士技建　取締役
令和　元年　 ７月  ㈱富士技建　執行役員　九州支店長
令和　２年　６月　㈱富士技建　取締役兼九州支店長

取締役 細木　康夫 令和4年6月29日 昭和６０年　４月  日本道路公団採用
平成２７年　７月  西日本高速道路㈱　監査部　調査役
平成３０年　７月  ㈱富士技建　技術本部長
令和　２年　６月　㈱富士技建　執行役員　技術本部長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      ㈱ＮＥＸＣＯ西日本コンサルタンツ㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 福永 靖雄 令和3年6月25日 昭和６２年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２９年　７月  西日本高速道路㈱　技術環境部長

令和　元年　６月　㈱NEXCO西日本コンサルタンツ㈱　代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      NEXCO西日本イノベーションズ㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 矢野　寛 令和3年6月25日 昭和５５年　４月  日本道路公団採用
（再任） 平成２４年　４月  西日本高速道路㈱　技術部長

平成２５年　６月  西日本高速道路エンジニアリング四国㈱　常務取締役
平成３０年　６月  西日本高速道路エンジニアリング四国㈱　代表取締役社長
令和　元年　６月  ㈱フジエンジニアリング　取締役副社長
※令和元年９月に社名変更
令和元年　 ９月　NEXCO西日本イノベーションズ㈱　代表取締役社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      NEXCO西日本情報テクノロジー㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 長濱　和実 令和3年7月1日 昭和５８年　４月  日本道路公団採用
平成２６年　７月  西日本高速道路㈱　情報システム部長
平成２７年　７月  ㈱高速道路総合技術研究所　道路研究部長
令和　元年　６月  ㈱高速道路総合技術研究所　常務執行役員
令和　２年　６月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　常務取締役

取締役 北田 俊英 令和4年6月29日 平成　４年　３月  日本道路公団採用
平成２１年１０月  西日本高速道路㈱　経営企画部　情報システム室長
平成２７年　７月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　情報センター所長代理
平成２７年１２月　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱　情報センター長
令和　３年　７月　NEXCO西日本情報テクノロジー㈱　執行役員　経営企画部長兼道路情報システム事業部長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      NEXCO西日本コミュニケーションズ㈱ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 小田　慎二 令和3年6月25日 昭和６１年　４月  日本道路公団採用
平成３０年　７月  西日本高速道路㈱　中国支社　副支社長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴


