
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

監査役 藤川　芳治 令和3年6月25日 　昭和５７年　４月　　㈱東海銀行　入行
　平成１１年　５月　　　　同　人事部　次長
　平成１４年　１月　　㈱ＵＦＪ銀行　人事部　次長
　平成１８年　１月　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　上前津支社長
　平成２３年　４月　　中日本高速道路㈱　出向
　平成２３年　４月　　　　同　　企画本部　経営企画部担当部長
　平成２４年　４月　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　　退職
　平成２４年　６月　　中日本高速道路㈱　執行役員　企画本部　副本部長
　平成２８年　６月　　　　同　　執行役員　関連事業本部　副本部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　　関連事業本部　事業創造部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　　経営企画本部　副本部長
　平成２９年　６月　　NEXCO中日本サービス㈱　　代表取締役社長
　令和　３年　６月　　中日本ハイウェイ・リテール㈱　　監査役（兼務）
　令和　４年　６月　　中日本ハイウェイ・アドバンス㈱　　監査役（兼務）

中日本エクシス株式会社

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 萩原　久士 令和3年6月25日 　昭和５９年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成１９年　４月　　中日本高速道路㈱　本社　保全・サービス事業本部　料金チームリーダー

　平成２２年　４月　　　　同　　東京支社　小田原保全・サービスセンター　所長
　平成２４年１２月　　NEXCOシステムズ㈱　執行役員 総務部長（出向）
　平成２８年　７月　　中日本高速道路㈱　本社　総務本部　経理部長
　令和 元年　６月　　中日本エクストール横浜㈱　代表取締役社長（出向）
　令和  ２年　３月　　中日本高速道路㈱　退職

常務取締役 小原　寛 令和3年6月25日 　昭和６１年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２６年　７月　　中日本高速道路㈱　東京支社　富士保全・サービスセンター　所長
　平成２８年　７月　　㈱NEXCOシステムズ　執行役員 総務部長（出向）
　平成３０年　６月　　中日本高速道路㈱　本社　関連事業本部　サービスエリア事業部長
　令和   ２年　６月　　　　同　　東京支社　副支社長
　令和   ３年　６月　　中日本高速道路㈱　退職

監査役 野中　秀隆 令和2年6月24日 　昭和５８年　４月　　日本道路公団　採用
　平成１９年　4月　　中日本高速道路㈱　八王子支社　八王子保全・サービスセンター　所長
　平成２１年　４月　　    同　　名古屋支社　建設事業部　副部長
　平成２３年　７月　　　　同　　名古屋支社　関連事業部長
　平成２４年　７月　　　　同　　金沢支社　総務企画部長
　平成２６年　４月　　　　同　　本社　総務本部　契約審査部   副部長
　平成２７年　５月　　　　同　　本社　総務本部　契約審査部   入札監視担当部長
　平成２９年　９月　　　　同　　東京支社　副支社長
　令和  ２年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
  令和  ２年　６月    中日本ハイウェイ・パトロール東京㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱　監査役（兼務）

経                      歴

中日本エクストール横浜株式会社

役  職 氏  名 就任年月日



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

常務取締役 市川　和男 令和4年6月28日 　昭和５８年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２１年　７月　　中日本高速道路㈱　金沢支社　福井保全・サービスセンター所長
　平成２５年　６月　　中日本エクシス㈱　総務企画部長（出向）
　平成２８年　７月　　中日本高速道路㈱　八王子支社　副支社長
　平成３０年　６月　　　　同　　退職
　平成３０年　６月　　中日本エクストール名古屋㈱　取締役　金沢支店長
　令和 元年  ７月　      同　取締役　総務部長

監査役 河合　康典 令和元年6月25日 　昭和６０年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２２年　４月　　中日本高速道路㈱    名古屋支社   津保全・サービスセンター 所長
　平成２４年  ７月　　　　同　　名古屋支社　建設事業部  副部長
　平成２６年  ４月　　　　同　　金沢支社　総務企画部長
　令和 元年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱　監査役（出向）
                                NEXCO中日本サービス㈱　監査役（兼務）
　令和  ２年　６月　　中日本高速道路㈱　退職

中日本エクストール名古屋株式会社

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 大川　幸寛 令和4年6月28日 　昭和５９年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成１８年　７月　　中日本高速道路㈱　 　建設事業本部　用地チーム　チームリーダー

　平成２０年　４月　　　　同　 　横浜支社　南アルプス工事事務所長
　平成２２年　４月　　中日本エクシス㈱　総務部長（出向）
　平成２５年　６月　　中日本高速道路㈱　建設事業本部　担当部長
　平成２８年　６月　　　　同　　監査部長
　平成３０年　６月　　　　同　　退職
　平成３０年　６月　　中日本ハイウェイ・パトロール東京㈱　常務取締役　総務部長
　令和 元年　６月　　　　同　　代表取締役社長

常務取締役 阿久根　浩 令和4年6月28日 　昭和６０年　４月　　日本道路公団　採用
　平成１８年　６月　　中日本高速道路㈱　本社　関連事業本部　サービスエリア事業部
　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスエリア事業チームリーダー
　　　　　　　　　　　　　　　兼　東京事務所　関連事業チームリーダー
　平成２１年　４月　　中日本エクシス㈱　静岡支店　上席支店長（出向）
　平成２２年　４月　　中日本高速道路㈱　東京支社　袋井保全・サービスセンター　所長
　平成２４年　７月　　　　同　　東京支社　関連事業部長
　平成２６年　７月　　　　同　　本社　監査役付　担当部長
　平成２８年　６月　　　　同　　本社　技術・建設本部　建設企画部　担当部長
　令和　２年　６月　　　　同　　本社　関連事業本部　サービスエリア事業部長
  令和　４年　６月　　　　同　　退職

監査役 野中　秀隆 令和2年6月24日 　昭和５８年　４月　　日本道路公団　採用
　平成１９年　4月　　中日本高速道路㈱　八王子支社　八王子保全・サービスセンター　所長
　平成２１年　４月　　    同   　名古屋支社　建設事業部　副部長
　平成２３年　７月　　　　同　　名古屋支社　関連事業部長
　平成２４年　７月　　　　同　　金沢支社　総務企画部長
　平成２６年　４月　　　　同　　本社　総務本部　契約審査部   副部長
　平成２７年　５月　　　　同　　本社　総務本部　契約審査部   入札監視担当部長
　平成２９年　９月　　　　同　　東京支社　副支社長
　令和   ２年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　令和   ２年　６月　　中日本エクストール横浜㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　  　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱　監査役（兼務）

中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 伊東　要 令和4年6月28日 　昭和６０年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成２２年　４月　　中日本高速道路㈱　名古屋支社　岐阜保全・サービスセンター所長

　平成２４年　７月　　　　同　　名古屋支社　保全・サービス事業部　副部長
　平成２５年　３月　　　　同　　名古屋支社　総務企画部長
　平成２８年　７月　　　　同　　本社　保全企画本部　担当部長
　令和元年　６月　　　　同　　本社　総務本部　契約審査部　入札監視担当部長
　令和　２年　６月　　中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱　常務取締役　総務部長（出向）
　令和　３年　６月　　　　同　　代表取締役社長（出向）
　令和　４年　６月　　中日本高速道路㈱　退職

取締役 川村　太一 令和4年6月28日 　昭和５３年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成２５年　９月　　中日本高速道路㈱　東京支社　小田原保全・サービスセンター所長

　平成２７年　７月　　中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱　執行役員 総務部長(出向)
　平成２９年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成２９年　７月　　中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱　執行役員 事業部長
　平成３０年　６月　　中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱　取締役 執行役員 事業部長

監査役 中尾　祐 令和3年6月25日 　昭和５５年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２３年　７月　　中日本高速道路㈱　東京支社　沼津工事事務所所長
　平成２６年　６月　　日本高速道路インターナショナル㈱　取締役（出向）
　平成２８年　６月　　中日本ロード・メンテナンス中部㈱　代表取締役社長（出向）
　平成３０年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成３０年　７月　　中日本ロード・メンテナンス中部㈱　代表取締役社長
　令和　２年１０月    中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱　取締役兼事業開発本部長
　令和　３年　６月　  中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　　　 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱　監査役（兼務）

中日本ハイウェイ・パトロール名古屋株式会社

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 森山　陽一 令和3年6月25日 　昭和５７年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２１年　４月　　中日本高速道路㈱　八王子支社　保全・サービス事業部長
　平成２３年　７月　　　　同　　本社 保全・サービス事業本部 担当部長
　平成２５年　６月　　　　同　　本社 保全・サービス事業本部 担当部長 兼 取締役付防災担当部長
　平成２６年　４月　　　　同　　本社保全企画本部 担当部長 兼 社長ＣＯＯ付防災担当部長
　平成２７年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱　代表取締役社長（出向）
　平成２９年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成２９年　６月　　中日本高速道路㈱　執行役員　経営企画本部　副本部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　　技術・建設本部　副本部長
　令和　２年　６月　　　　同　　常務執行役員　経営企画本部　副本部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　　技術・建設本部　副本部長

代表取締役副社長 飯塚　徹也 令和3年6月25日 　昭和５５年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２１年　４月　　中日本高速道路㈱　本社 保全・サービス事業本部 担当部長
　平成２５年　６月　　　　同　　退職
　平成２５年　６月　　中日本高速道路㈱　執行役員　八王子支社長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　笹子トンネル天井板落下事故被害者ご相談室長
　平成２９年　６月　　　　同　　　執行役員　本社  安全管理部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　笹子トンネル天井板落下事故被害者ご相談室長
　平成２９年１１月　　　　同　　　執行役員　本社  総合安全推進部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　笹子トンネル天井板落下事故被害者ご相談室長
　平成３０年　６月　　　　同　　　常務執行役員　本社  総合安全推進部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　笹子トンネル天井板落下事故被害者ご相談室長
　令和　２年　６月　　　　同　　　特別参与　本社  総合安全推進部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　笹子トンネル天井板崩落事故被害者ご相談室長

常務取締役 日置　洋平 令和3年6月25日 　昭和６０年　４月　　日本道路公団　採用
(再任) 　平成１８年　６月　　中日本高速道路㈱　横浜支社　掛川工事事務所長

　平成２０年　４月　　　　同　　本社 関連事業本部 事業開発部 事業開発チームリーダー
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　本社 関連事業本部　事業開発部 開発企画チーム 担当リーダー
　平成２１年　４月　　　　同　　本社 関連事業本部 サービスエリア開発チームリーダー
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　本社 関連事業本部 事業開発チームリーダー
　平成２３年　４月　　中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱　経営企画部長（出向）
　平成２４年　６月　　　　同　　取締役　経営企画部長（出向）
　平成２６年１０月　　中日本高速道路㈱　本社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営企画本部　経営企画部　グループ管理担当部長
　平成２９年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱　代表取締役社長（出向）
　平成３０年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成３０年　７月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱　代表取締役社長
　令和　２年　６月　　中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱   常務取締役

監査役 柴田　治人 令和元年6月25日 　昭和５８年　４月　  日本道路公団　採用
(再任) 　平成１９年　４月　  中日本高速道路㈱　名古屋支社　豊田工事事務所長　

　平成２２年　４月　　　　同　　名古屋支社　飯田保全・サービスセンター所長　
　平成２４年１１月　　　　同　　八王子支社　環境・技術管理部　副部長
　平成２７年　６月　　　　同　　八王子支社　環境･技術管理部長
　平成２８年１１月　　　　同　　本社　監査部　副部長
　平成３０年　６月　　　　同    退職
　平成３０年　６月　  中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱　監査役
　　　　　　　　　　　　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　監査役（兼務）

監査役 谷上　清仁 令和2年6月24日 　昭和５４年　４月　  日本道路公団　採用
　平成２０年　２月　  中日本高速道路㈱　名古屋支社
                                    　保全・サービス事業部   顧客リレーションチームリーダー
　平成２２年　７月　　　　同　　名古屋支社　保全・サービス事業部   料金チームリーダー
　平成２３年　４月　　　　同　　名古屋支社　保全・サービス事業部  企画統括チーム  担当リーダー
　平成２４年　９月　　　　同　　名古屋支社　名古屋保全・サービスセンター所長　
　平成２６年１０月　　　　同　　本社 開発事業本部 事業創造部 事業推進チームリーダー
　平成２８年　６月　　　　同　　名古屋支社　関連事業部長
　令和 元年　７月　　NEXCO中日本サービス㈱　執行役員兼事業統括部長
                                      兼人材サービス事業部長（出向）
　令和  ２年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　令和  ２年　６月　　中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱　監査役（兼務）

経                      歴

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社

役  職 氏  名 就任年月日



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 中村　武夫 令和3年6月25日 　昭和５９年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成２０年　４月　　中日本高速道路㈱　本社 関連事業本部 事業開発部 開発企画チームリーダー

　平成２１年　４月　　　　同　　本社 関連事業本部 海外事業チームリーダー
　平成２２年　４月　　　　同　　東京支社  保全・サービス事業部長
　平成２３年　２月　　　　同　　本社 海外事業部   担当部長
　平成２３年　９月　　    日本高速インターナショナル㈱  取締役（出向） 
　平成２６年　６月　　　　同　　本社 関連事業本部 海外事業部長
　平成２７年　４月　　　　同　　本社 関連事業本部 国際・技術事業部長
　平成３０年　６月　　　　同　　執行役員   関連事業本部 副本部長
　令和  ２年　６月　　　　同　　退職
　令和　２年　６月　　中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱　代表取締役社長

常務取締役 東野　弘道 令和3年6月25日 　昭和５７年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２０年　８月　　中日本高速道路㈱ 金沢支社 敦賀保全・サービスセンター 所長
　平成２２年　４月　　　　同　　東京支社 保全・サービス事業部（支社部長待遇）
　平成２２年　４月　　中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営企画部 担当部長（出向）
　平成２４年　７月　　中日本高速道路㈱　本社 業務改革推進部（支社部長待遇）
　平成２４年　７月　　㈱ＮＥＸＣＯシステムズ執行役員兼事業企画部（出向）
　平成２５年１２月　　中日本高速道路㈱　本社 保全・サービス事業本部 担当部長
　平成２６年　４月　　　　同　　本社 技術・建設本部 技術管理部長
　平成２７年　７月　　　　同　　本社 経営企画本部 情報システム部長
　令和 元年　６月　　　　同　　退職
　令和 元年　６月　　中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱　取締役

監査役 谷上　清仁 令和2年6月24日 　昭和５４年　４月　  日本道路公団　採用
　平成２０年　２月　  中日本高速道路㈱　名古屋支社
                                    　保全・サービス事業部   顧客リレーションチームリーダー
　平成２２年　７月　　　　同　　名古屋支社　保全・サービス事業部   料金チームリーダー
　平成２３年　４月　　　　同　　名古屋支社　保全・サービス事業部  企画統括チーム  担当リーダー
　平成２４年　９月　　　　同　　名古屋支社　名古屋保全・サービスセンター所長　
　平成２６年１０月　　　　同　　本社　開発事業本部　事業創造部　事業推進チームリーダー
　平成２８年　６月　　　　同　　名古屋支社　関連事業部長
　令和 元年　７月　　NEXCO中日本サービス㈱　執行役員　兼　事業統括部長
                                      兼　人材サービス事業部長（出向）
　令和  ２年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　令和  ２年　６月　  中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱　監査役（兼務）

監査役 中尾　祐 令和3年6月25日 　昭和５５年　４月　　日本道路公団　採用　
　平成２３年　７月　　　　同　　東京支社　沼津工事事務所長
　平成２６年　６月　　日本高速道路ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱　取締役（出向）
　平成２８年　６月　　中日本ロード・メンテナンス中部㈱　代表取締役社長（出向）
　平成３０年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成３０年　７月　　中日本ロード・メンテナンス中部㈱　代表取締役社長
　令和　２年１０月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱　取締役兼事業開発本部長
　令和　３年　６月　  中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　　　 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱　監査役（兼務）

経                      歴

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

役  職 氏  名 就任年月日



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 増島　隆夫 令和4年6月28日 　昭和５７年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２５年　８月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱　取締役　経営企画部長（出向）
　平成２６年１０月　　中日本高速道路㈱　監査部　副部長
　平成２７年　６月　　　　同　　経営企画本部　広報部長
　平成３０年　６月　　　　同　　退職
　平成３０年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱　代表取締役社長

常務取締役 柴田　康 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２３年　４月　　中日本高速道路㈱ 金沢支社 環境・技術管理部長

　平成２５年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱ 取締役 経営企画部長（出向）
　平成２７年　６月　　中日本高速道路㈱ 本社 技術・建設本部 構造技術・支援部長
　平成２８年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱ 常務取締役 経営企画部長（出向）
　平成２８年　６月　        同　　退職
　平成２８年　７月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱ 常務取締役 経営企画部長
　　　　　　　　　　　　　　　中日本高速オートサービス㈱　取締役（兼務）

取締役 中尾　信裕 令和3年6月25日 　昭和６０年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２２年１１月　　中日本高速道路㈱　本社　関連事業本部
　                                     サービスエリア事業チームリーダー
　平成２６年　７月　　　　同　　東京支社　関連事業部長
　平成３０年　７月　　　　同　　本社　総合安全推進部　担当部長
　令和　２年　６月　　　　同　　東京支社　副支社長
　令和　３年　６月　　　　同　　退職

監査役 野中　秀隆 令和2年6月24日 　昭和５８年　４月　　日本道路公団　採用
　平成１９年　４月　　中日本高速道路㈱　八王子支社　八王子保全・サービスセンター　所長
　平成２１年　４月　　    同   　名古屋支社　建設事業部　副部長
　平成２３年　７月　　　　同　　名古屋支社　関連事業部長
　平成２４年　７月　　　　同　　金沢支社　総務企画部長
　平成２６年　４月　　　　同　　本社　総務本部　契約審査部   副部長
　平成２７年　５月　　　　同　　本社　総務本部　契約審査部   入札監視担当部長
　平成２９年　９月　　　　同　　東京支社　副支社長
　令和   ２年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　令和   ２年　６月　　中日本エクストール横浜㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　  　　　　　　中日本ハイウェイ・パトロール東京㈱　監査役（兼務）

監査役 中山　茂 令和3年6月25日 　平成　３年　３月　　日本道路公団　採用　
　平成２０年　７月　　中日本高速道路㈱ 企画本部 渉外・広報部 ＣＳ推進チームリーダー
　平成２２年　４月　　　　同　　企画本部　渉外・広報部　広報チームリーダー　
　平成２３年　６月　　　　同　　広報・渉外部長
　平成２７年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　代表取締役社長（出向）
　平成２９年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成２９年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　代表取締役社長
　平成３０年　６月　　中日本高速技術マーケティング㈱　代表取締役社長
　令和  ２年　６月 　  中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　 　　　 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　  　　中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱　監査役（兼務）
　令和  ３年　６月 　　中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱　監査役（兼務）

中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 河合　朝仁 令和3年6月25日 　昭和５２年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成２４年　３月　　中日本高速道路㈱　本社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保全・サービス事業本部　保全チームリーダー　
　平成２６年　４月　　　　同　　金沢支社　保全・サービス事業部長　
　平成２９年　６月　　　　同　　本社　保全企画本部　保全担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社長ＣＯＯ付防災担当部長（兼務）
　平成２９年　７月　　　　同　　保全企画本部　専門主幹（危機管理・防災担当）（兼務）
　平成３０年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成３０年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　代表取締役社長

取締役 井口　忠司 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２２年　９月　　中日本高速道路㈱ 東京支社 建設事業部 企画統括チームリーダー　

　平成２３年　４月　　　　同　　東京支社 厚木工事事務所長
　平成２７年　４月　　　　同　　本社 保全企画本部 保全企画チームリーダー
　平成２８年　６月　　　　同　　八王子支社　保全・サービス事業部長
　平成２８年　８月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　取締役（兼務）
　平成３０年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成３０年　７月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　取締役

取締役 伊藤　康樹 令和3年6月25日 　昭和６２年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２２年　４月　　中日本高速道路㈱　東京支社
                                   保全・サービス事業部　保全チーム担当リーダー　
　平成２３年　４月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱　経営企画部次長（出向）
　平成２７年　４月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　八王子事業所長（出向）
　平成２８年　３月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成３０年　７月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　大月事業所長
　令和　２年　６月　　　　同　　執行役員　安全管理部長

取締役 江口　喜信 令和4年6月28日 　昭和６１年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２２年　４月　　中日本高速道路㈱　　本社　企画本部　調達・契約部　調達チームリーダー
　平成２３年　４月　　　　同　　本社　総務本部　調達・契約部　調達チームリーダー
　平成２３年　７月　　（独）日本高速道路保有・債務返済機構　企画部　計画調整課長（出向）
　平成２５年　４月　　中日本高速道路㈱　名古屋支社　豊田保全・サービスセンター所長
　平成２７年　７月　　　　同　　名古屋支社　建設事業部長
　平成２８年　７月　　　　同　　名古屋支社　建設事業部　建設チームリーダー（兼務）
　平成２９年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱　取締役　経営企画部長（出向）
　令和　２年　６月　　中日本高速道路㈱　本社　経営企画本部　経営企画部　担当部長
　令和　３年　６月　　　　同　　金沢支社　副支社長
　令和　４年　６月　　　　同　　退職

監査役 柴田　治人 令和元年6月25日 　昭和５８年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成１９年　４月　　中日本高速道路㈱　名古屋支社　豊田工事事務所長　

　平成２２年　４月　　　　同　　名古屋支社　飯田保全・サービスセンター所長　
　平成２４年１１月　　　　同　　八王子支社　環境・技術管理部　副部長
　平成２７年　６月　　　　同　　八王子支社　環境・技術管理部長
　平成２８年１１月　　　　同　　本社　監査部　副部長
　平成３０年　６月　　　　同    退職
　平成３０年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱監査役
　　　　　　　　　　  　  　中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱監査役（兼務）

経                      歴

中日本ハイウェイ・メンテナンス中央株式会社

役  職 氏  名 就任年月日



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

常務取締役 大地　伸平 令和3年6月25日 　昭和４９年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２０年　７月　　中日本高速道路㈱　横浜支社　沼津工事事務所長
　平成２３年　７月　　　　同　　本社　保全・サービス事業本部企画統括チームリーダー
　平成２５年　２月　　　　同　　本社　保全・サービス事業本部　担当部長
　平成２５年１２月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　代表取締役社長（出向）
　平成２７年　３月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成２７年　６月　　中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱　取締役
　令和 元年  ６月　　　  同      常務取締役

取締役 和久田　明 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２２年　４月　　中日本高速道路㈱　名古屋支社  保全・サービス事業部  保全チームリーダー

　平成２４年１１月　　　　同　　名古屋支社  飯田保全・サービスセンター  所長
　平成２６年　４月　　　　同　　本社  保全企画本部  保全企画チーム   担当リーダー
　平成３０年　６月　　　　同　　八王子支社 保全・サービス事業部長
　令和  ２年　６月　　　　同　　退職
　令和　２年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱　取締役

取締役 望月　俊明 令和3年6月25日 　昭和６０年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２２年　４月　　中日本高速道路㈱　東京支社　浜松工事事務所長
　平成２４年　７月　　　　同　　本社  業務改革推進部  ＣＳ推進チームリーダー
　平成２８年　４月　　　　同　　金沢支社  環境・技術管理部長
　平成３０年　６月　　　　同　　監査部副部長　
　令和　３年　６月　　　　同　　退職

監査役 河合　康典 令和元年6月25日 　昭和６０年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２２年　４月　　中日本高速道路㈱    名古屋支社   津保全・サービスセンター 所長
　平成２４年  ７月　　　　同　　名古屋支社　建設事業部  副部長
　平成２６年  ４月　　　　同　　金沢支社　総務企画部長
　令和 元年　６月　　中日本エクストール名古屋㈱　監査役（出向）
                           NEXCO中日本サービス㈱　監査役（兼務）
　令和  ２年　６月　　中日本高速道路㈱　退職

監査役 中山　茂 令和3年6月25日 　平成　３年　３月　　日本道路公団　採用　
　平成２０年　７月　　中日本高速道路㈱ 企画本部 渉外・広報部 ＣＳ推進チームリーダー
　平成２２年　４月　　　　同　　企画本部　渉外・広報部　広報チームリーダー　
　平成２３年　６月　　　　同　　広報・渉外部長
　平成２７年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　代表取締役社長（出向）
　平成２９年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成２９年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱　代表取締役社長
　平成３０年　６月　　中日本高速技術マーケティング㈱　代表取締役社長
　令和  ２年　６月 　  中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　 　　　 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　  　　中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱　監査役（兼務）
　令和  ３年　６月 　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱　監査役（兼務）

経                      歴

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社

役  職 氏  名 就任年月日



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 川北　眞嗣 令和4年6月28日 　昭和６３年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２３年　４月　　中日本高速道路㈱　名古屋支社　敦賀工事事務所長
　平成２５年　４月　　　　同　　本社　環境・技術部　技術開発チーム担当リーダー
　平成２５年　６月　　　　同　　本社　環境・技術部　技術開発チームリーダー
　　　　　　　　　　　　　　　兼　　本社　総務本部　総務部　法務チーム担当リーダー
　平成２６年　４月　　　　同　　本社　技術・建設本部　環境・技術企画部　
　　　　　　　　　　　　　　　技術企画チームリーダー　兼　技術管理部　技術基準チームリーダー
　平成２６年　７月　　　　同　　本社　技術・建設本部　環境・技術企画部　
　　　　　　　　　　　　　　　技術企画チームリーダー　　兼　　技術開発チーム担当リータ゛ー
　平成２６年　８月　　中日本ﾊｲｳｪｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京㈱　経営企画部担当部長（出向）
　平成２６年１１月　　　　同　　取締役　経営企画部長（出向）
　平成３０年　６月　　中日本高速道路㈱　本社　保全企画本部　保全担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　兼　　本社　社長ＣＯＯ付防災担当部長
　令和　２年　６月　　　　同　　本社　技術・建設本部　環境・技術企画部長
　令和　４年　６月　　　　同　　退職

取締役 山田　耕一 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１９年　６月　　中日本高速道路㈱　名古屋支社　敦賀工事事務所工事長

　平成２６年　７月　　　　同　　金沢支社　富山保全・サービスセンター所長
　平成２９年　６月　　　　同　　退職
　平成２９年　６月　　中日本ロード・メンテナンス金沢㈱　取締役
　令和　２年　４月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱　取締役
　　　　　　　　　　　　 　 ㈱デーロス　・ジャパン　取締役（兼務）

監査役 中尾　祐 令和3年6月25日 　昭和５５年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２３年　７月　　中日本高速道路㈱　東京支社　沼津工事事務所所長
　平成２６年　６月　　日本高速道路インターナショナル㈱　取締役（出向）
　平成２８年　６月　　中日本ロード・メンテナンス中部㈱　代表取締役社長（出向）
　平成３０年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成３０年　７月　　中日本ロード・メンテナンス中部㈱　代表取締役社長
　令和　２年１０月    中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱　取締役兼事業開発本部長
　令和　３年　６月　  中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　　　 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱　監査役（兼務）

経                      歴

中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸株式会社

役  職 氏  名 就任年月日



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 青山　忠司 令和3年6月25日 　昭和５８年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２１年　４月　　中日本高速道路㈱　東京支社　横浜保全サービス・センター所長
　平成２４年　４月　　　　同　　関連本部　担当部長
　平成２６年　４月　　　　同　　関連本部　サービスエリア事業部長
　平成２８年　６月　　中日本エクシス㈱　代表取締役社長（出向）
　平成２９年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成２９年　６月　　中日本高速道路㈱　  執行役員
　                   　     中日本エクシス㈱　代表取締役社長（出向）
　令和  ２年　６月　　中日本高速道路㈱　常務執行役員   監査部長

監査役 河合　康典 令和元年6月25日 　昭和６０年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２２年　４月　　中日本高速道路㈱    名古屋支社   津保全・サービスセンター 所長
　平成２４年  ７月　　　　同　　名古屋支社　建設事業部  副部長
　平成２６年  ４月　　　　同　　金沢支社　総務企画部長
　令和 元年　６月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱　監査役（出向）
                        　  中日本エクストール名古屋㈱　監査役（兼務）
　令和  ２年　６月　　中日本高速道路㈱　退職

ＮＥＸＣＯ中日本サービス株式会社

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 川井田　実 令和4年6月28日 　昭和５９年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２０年　７月　　中日本高速道路㈱　名古屋支社　敦賀工事事務所長
　平成２３年　４月　　　　同　　本社　環境・技術部　技術開発チームリーダー
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　　本社　総務本部　総務部　法務チーム担当リーダー
　平成２５年　６月　　中日本ﾊｲｳｪｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋㈱　取締役　経営企画部長（出向）
　平成２７年　６月　　　　同　　執行役員　経営企画部長（出向）
　平成２８年　６月　　　　同　　取締役（出向）
　平成２９年　４月　　（公財）高速道路調査会　常務理事　兼　研究部長（出向）
　令和　２年　６月　　㈱高速道路総合技術研究所　常務執行役員　道路研究部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　交通環境研究部長（出向）
　令和　３年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　令和　３年　７月　　中日本ﾊｲｳｪｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京㈱　理事
　　　　　　　　　　　　　㈱高速道路総合技術研究所　常務執行役員　道路研究部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　交通環境研究部長（出向）

経                      歴

中日本高速技術マーケティング株式会社

役  職 氏  名 就任年月日



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      箱根ターンパイク株式会社 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 中島　裕寿 令和3年6月25日 　昭和６０年　４月　　日本道路公団　採用
　平成２８年　７月　　中日本高速道路㈱　　名古屋支社　飯田保全・サービスセンター　所長
　平成３０年　６月　　中日本ロード・メンテナンス中部㈱　取締役　経営企画部長（出向）
　令和　２年１０月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱　取締役　環境整備事業本部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　業務効率化推進室長（出向）
　令和　３年　６月　　箱根ターンパイク㈱　代表取締役社長（出向）
　令和　４年　６月　　中日本高速道路㈱　退職

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

監査役 藤川　芳治 令和3年6月25日 　昭和５７年　４月　　㈱東海銀行　入行
　平成１１年　５月　　　　同　人事部　次長
　平成１４年　１月　　㈱ＵＦＪ銀行　人事部　次長
　平成１８年　１月　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　上前津支社長
　平成２３年　４月　　中日本高速道路㈱　出向
　平成２３年　４月　　　　同　　企画本部　経営企画部担当部長
　平成２４年　４月　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　　退職
　平成２４年　６月　　中日本高速道路㈱　執行役員　企画本部　副本部長
　平成２８年　６月　　　　同　　執行役員　関連事業本部　副本部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　　関連事業本部　事業創造部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　　経営企画本部　副本部長
　平成２９年　６月　　NEXCO中日本サービス㈱　　代表取締役社長
　令和　３年　６月　　中日本エクシス㈱　　監査役（兼務）
　令和　４年　６月　　中日本ハイウェイ・アドバンス㈱　　監査役（兼務）

中日本ハイウェイ・リテール株式会社

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

取締役 小山　泰一 令和4年6月28日 　昭和５０年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成２０年　６月　　中日本高速道路㈱　保全サービス事業部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　（兼務）ハイウェイ・トールシステム㈱　取締役（非常勤）
　平成２１年　６月　　　　同　　東京支社　副支社長
　　　　　　　　　　　　　（兼務）ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱　取締役（非常勤）
　平成２３年　３月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成２３年　４月　　中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱　取締役
　平成２８年　６月　　中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱　取締役（経営管理責任者）
　令和 元年　７月　　㈱共和エクシオ　通信ビジネス事業本部　顧問（技術担当）
　　　　　　　　　　　　　　シーキューブ㈱　ICT事業グループ調査役
　令和　２年　９月　　中日本ハイウェイ・アドバンス㈱　　取締役

監査役 藤川　芳治 令和4年6月28日 　昭和５７年　４月　　㈱東海銀行　入行
　平成１１年　５月　　　　同　人事部　次長
　平成１４年　１月　　㈱ＵＦＪ銀行　人事部　次長
　平成１８年　１月　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　上前津支社長
　平成２３年　４月　　中日本高速道路㈱　出向
　平成２３年　４月　　　　同　　企画本部　経営企画部担当部長
　平成２４年　４月　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　　退職
　平成２４年　６月　　中日本高速道路㈱　執行役員　企画本部　副本部長
　平成２８年　６月　　　　同　　執行役員　関連事業本部　副本部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　　関連事業本部　事業創造部長
　　　　　　　　　　　　　　　　兼　　経営企画本部　副本部長
　平成２９年　６月　　NEXCO中日本サービス㈱　　代表取締役社長
　令和　３年　６月　　中日本エクシス㈱　　監査役（兼務）
　　　　　　　　　　　　　中日本ハイウェイ・リテール㈱　　監査役（兼務）

中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 軍記　伸一 令和3年6月25日 　昭和５９年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成２５年　４月　　中日本高速道路㈱　東京支社　環境・技術管理部  副部長

　平成２６年　４月　　ＮＥＸＣＯ中日本開発㈱取締役統括本部長（出向）
　平成２８年　６月　　中日本高速道路㈱　本社  関連事業本部  事業創造部   副部長
　平成２９年　６月　　　　同　　東京支社　副支社長
　令和　２年　６月　　中日本高速オートサービス㈱　代表取締役社長（出向）
　令和　３年　６月　　中日本高速道路㈱　退職

取締役 大西　昌彦 令和3年6月25日 　昭和５８年　４月　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成２６年　７月　　中日本高速道路㈱　東京支社　環境・技術管理部長

　平成２８年　４月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱
　　　　　　　　　　　　　　工務部担当部長　兼　事業開発部担当部長（出向）
　平成２８年　６月　　中日本高速道路㈱　退職
　平成２８年　７月　　中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱
　　　　　　　　　　　　　工務部担当部長　兼　事業開発部担当部長
　令和 元年　６月　　　同　退職
　令和 元年　６月　　中日本高速オートサービス㈱　取締役　東京支店長

経                      歴

中日本高速オートサービス株式会社

役  職 氏  名 就任年月日


