
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高トールサービス西東京株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 中山　尚信 令和2年6月22日 昭和54年4月　首都高速道路公団採用
（再任） 平成24年7月　首都高速道路(株)神奈川管理局長

平成27年7月　首都高トールサービス西東京(株)常務取締役
平成29年6月　同　代表取締役社長

常務取締役 中村　岳彦 令和2年6月22日 昭和58年4月　首都高速道路公団採用
（再任） 平成27年7月　首都高速道路(株)プロジェクト部用地室長

平成29年7月　首都高トールサービス西東京(株)常務取締役
常務取締役 曽志﨑　真道 令和2年6月22日 昭和56年4月 首都高速道路公団採用

（再任） 平成27年7月 首都高速道路(株)営業企画部付
平成28年6月 首都高トールサービス西東京(株)常務取締役

－ － － －
（非常勤）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高トールサービス東東京株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 山本　兼也 令和2年6月26日 昭和55年4月 首都高速道路公団採用
（再任） 平成27年7月 首都高速道路(株)神奈川管理局長

平成29年7月 首都高トールサービス東東京(株)代表取締役社長
常務取締役 栗山　良哉 令和2年6月26日 昭和58年4月 首都高速道路公団採用

（再任） 平成27年7月 首都高速道路(株)営業企画部長
平成28年7月 首都高パトロール(株)常務取締役
平成30年6月 首都高トールサービス東東京(株)常務取締役

常務取締役 武井　稔 令和2年6月26日 昭和59年4月 首都高速道路公団採用
（再任） 平成23年7月 営業部担当部長

平成25年7月 首都高トールサービス神奈川(株)執行役員総務・経理部長
平成28年7月 首都高トールサービス東東京(株)常務取締役

取締役 宮家　邦彦 令和2年6月26日 昭和53年4月 外務省入省
（非常勤） （再任） 平成16年7月 大臣官房参事官

平成17年8月 (株)外交政策研究所代表
平成18年4月 立命館大学客員教授
平成18年10月 総理公邸連絡調整官（非常勤）
平成21年4月 （財）キャノングローバル戦略研究所　外交安全保障研究主幹
平成30年6月 首都高トールサービス東東京(株)取締役

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高トールサービス神奈川株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 小林　孝雄 令和2年6月23日 昭和58年4月 首都高速道路公団採用
（再任） 平成27年7月 首都高速道路(株)総務・人事部長

平成30年6月 首都高トールサービス神奈川(株)代表取締役社長
常務取締役 策　典郎 令和2年6月23日 昭和54年4月 首都高速道路公団採用

（再任） 平成25年7月 首都高速道路(株)保全・交通部担当部長
平成27年7月 首都高トールサービス東東京(株)常務取締役
平成30年6月 首都高トールサービス神奈川(株)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      首都高パトロール株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 今泉　伸一郎 令和2年6月26日 昭和57年4月 首都高速道路公団採用
（再任） 平成27年7月 首都高高速道路(株)東京東局長

平成29年6月 首都高パトロール(株)代表取締役社長
常務取締役 岩本　千樹 令和2年6月26日 昭和56年4月 国土庁採用

（再任） 平成27年8月 農林水産省大臣官房審議官（農村振興局担当）
平成28年10月 日鉄住金物流(株)顧問
平成30年7月 首都高パトロール(株)常務取締役

－ － － －
（非常勤）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高カー・サポート株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 今泉　伸一郎 令和2年6月26日 昭和57年4月 首都高速道路公団採用
（非常勤） （再任） 平成27年7月 首都高高速道路(株)東京東局長

平成29年6月 首都高カー・サポート(株)代表取締役社長
常務取締役 岩本　千樹 令和2年6月26日 昭和56年4月 国土庁採用
（非常勤） （再任） 平成27年8月 農林水産省大臣官房審議官（農村振興局担当）

平成28年10月 日鉄住金物流(株)顧問
平成30年7月 首都高カー・サポート(株)常務取締役

－ － － －
（非常勤）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高技術株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 大島　健志 令和2年6月26日 昭和54年4月 首都高速道路公団採用
平成30年6月 首都高速道路(株)代表取締役専務執行役員

常務取締役 高橋　三雅 令和2年6月26日 昭和62年4月 首都高速道路公団採用
平成30年6月 首都高速道路(株)東京西局プロジェクト本部長

取締役 田沢　誠也 令和2年6月26日 昭和62年4月 首都高速道路公団採用
平成29年6月 首都高速道路(株)技術コンサルティング部長

－ － － －
（非常勤）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高メンテナンス西東京株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 木暮　深 令和2年6月26日 昭和55年4月 首都高速道路公団採用
(再任) 平成25年6月 首都高速道路(株)執行役員

平成27年6月 首都高メンテナンス神奈川(株)代表取締役社長
平成30年6月 首都高メンテナンス西東京(株)代表取締役社長

常務取締役 大久保　高秀 令和2年6月26日 昭和57年4月 首都高速道路公団採用
（再任） 平成26年7月 首都高速道路(株)品質管理室長

平成27年7月 首都高メンテナンス西東京(株)常務取締役
常務取締役 今村　幸一 令和2年6月26日 昭和62年4月 首都高速道路公団採用

令和元年6月 首都高速道路(株)神奈川管理局長
監査役 福原　徹 平成30年6月26日 昭和45年4月 福岡国税局採用

（非常勤） （再任） 平成23年7月 新宿税務署長
平成24年8月 税理士開業
平成27年7月 首都高メンテナンス西東京(株)監査役

監査役 吉種　忠彦 令和元年6月24日 平成5年6月 首都高速道路公団採用
（非常勤） 平成24年9月 保全・交通部防災対策課長

平成30年7月 首都高電気メンテナンス(株)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      首都高メンテナンス東東京株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 桜井　順 令和2年6月26日 昭和58年4月 首都高速道路公団採用
（再任） 平成27年7月 首都高速道路(株)執行役員　東京西局長

平成30年6月 首都高メンテナンス東東京(株)代表取締役社長
取締役 谷　雅史 令和2年6月26日 昭和61年4月 首都高速道路公団採用

（再任） 平成27年7月 首都高速道路(株)保全・交通部点検・補修推進室長
平成29年7月 首都高メンテナンス西東京(株)執行役員
平成30年6月 首都高メンテナンス東東京(株)取締役

監査役 吉種　忠彦 令和元年6月24日 平成5年6月 首都高速道路公団採用
（非常勤） 平成24年9月 保全・交通部防災対策課長

平成30年7月 首都高電気メンテナンス(株)常務取締役
－ － － －

（非常勤）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高メンテナンス神奈川株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 林　寛之 令和2年6月26日 昭和58年4月 首都高速道路公団採用
(再任) 平成27年7月 首都高速道路(株)東京西局プロジェクト本部長

平成29年6月 （一財）首都高速道路技術センター理事
平成30年6月 首都高メンテナンス神奈川(株)代表取締役社長

取締役 大崎　弘 令和2年6月26日 昭和54年4月 首都高速道路公団採用
（再任） 平成23年12月 首都高速道路(株)東東京管理局担当部長

平成26年7月 首都高メンテナンス神奈川(株)取締役
取締役 椎谷　和昭 令和2年6月26日 昭和54年4月 首都高速道路公団採用

（再任） 平成26年7月 首都高速道路(株)総務・人事部付
平成28年6月 首都高メンテナンス神奈川(株)取締役

監査役 野中　哲己 平成30年6月26日 昭和46年4月 東京国税局入局
（非常勤） （再任） 平成24年7月 小田原税務署長

平成25年8月 税理士開業
平成27年7月 首都高メンテナンス神奈川(株)監査役

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高電気メンテナンス株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 草刈　利彦 令和2年6月26日 昭和59年4月 首都高速道路公団採用
(再任) 平成30年6月 首都高速道路(株)神奈川管理局長

令和元年6月 首都高電気メンテナンス(株)代表取締役社長
常務取締役 小林　浩之 令和2年6月26日 昭和58年4月 首都高速道路公団採用

（再任） 平成28年7月 首都高速道路(株)事業開発部担当部長
平成29年7月 首都高電気メンテナンス(株)常務取締役

－ － － －
（非常勤）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高ETCメンテナンス株式会社 （令和２年10月１日現在）

取締役 三具　正孝 令和2年6月26日 昭和60年4月 首都高速道路公団採用
(再任) 平成30年7月 首都高速道路(株)技術部工事検査室長

令和元年7月 首都高ETCメンテナンス(株)取締役
監査役 福原　徹 平成30年6月26日 昭和45年4月 福岡国税局採用

（非常勤） （再任） 平成23年7月 新宿税務署長
平成24年8月 税理士開業
平成27年7月 首都高ETCメンテナンス(株)監査役

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高機械メンテナンス株式会社 （令和２年10月１日現在）

取締役 吉田　慎二 令和2年6月26日 昭和56年4月 首都高速道路公団採用
（再任） 平成27年7月 首都高速道路(株)技術部施設技術担当部長

平成28年7月 首都高機械メンテナンス(株)取締役
監査役 吉種　忠彦 令和元年6月24日 平成5年6月 首都高速道路公団採用

（非常勤） 平成24年9月 保全・交通部防災対策課長
平成30年7月 首都高電気メンテナンス(株)常務取締役

－ － － －
（非常勤）

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      首都高速道路サービス株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 大西　英史 令和2年6月26日 昭和54年4月 首都高速道路公団採用
(再任) 平成28年6月 首都高速道路(株)取締役常務執行役員

平成30年6月 首都高速道路サービス(株)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      首都高保険サポート株式会社 （令和２年10月１日現在）

代表取締役社長 大西　英史 令和2年6月26日 昭和54年4月 首都高速道路公団採用
(再任) 平成28年6月 首都高速道路(株)取締役常務執行役員

平成30年6月 首都高保険サポート(株)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      一般財団法人首都高速道路技術センター （令和２年10月１日現在）

理事長 安藤　憲一 令和元年6月26日 昭和49年4月　　首都高速道路公団採用
平成28年6月　　首都高速道路(株)　代表取締役専務執行役員
平成30年6月　　(一財)首都高速道路技術センター　副理事長

副理事長 土橋　浩 令和2年6月26日 昭和60年4月　　首都高速道路公団採用
平成30年6月　　首都高速道路(株)　執行役員

専務理事 山口　修一 令和元年6月26日 昭和58年4月　　首都高速道路公団採用
平成28年7月　　首都高速道路(株)　東京西局プロジェクト本部長
平成30年6月　　(一財)首都高速道路技術センター　常勤理事

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴


