
経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 中西　勉 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　７月　　　東日本高速道路㈱　建設・技術本部副本部長

　平成２８年　６月　　　同　退職
　平成２８年　６月　　　同　執行役員建設・技術本部副本部長
　令和 元年　６月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道　代表取締役社長

専務取締役 服部　清繁 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２５年　４月　　　東日本高速道路㈱　北海道支社道路事業部調査役

　平成２５年　４月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道　常務取締役
　平成２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　業務監査室　次長
　令和 元年　６月　　　東日本高速道路㈱　北海道支社調査役
　令和 元年　６月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道　常務取締役
　令和 元年　７月　　　東日本高速道路㈱　退職
　令和 ３年　６月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道　専務取締役

監査役 合津　嘉和 令和元年6月26日   昭和５６年　４月　　　日本道路公団　採用
（再任）   平成２５年　６月　　　東日本高速道路㈱　北海道支社道路事業部調査役

  平成２５年　６月　　　㈱ネクスコ・サポート北海道　取締役
  平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・サポート北海道　監査役
  平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道　監査役
  平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス北海道　監査役
  平成３０年　９月　　　東日本高速道路㈱　退職
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 楠　文隆 令和4年6月29日 　昭和５９年　４月　　　日本道路公団　採用
　令和 元年　６月　　　同　関東支社調査役
　令和 元年　６月　　　東京湾横断道路㈱　専務取締役
　令和 ３年　１１月　　　東日本高速道路㈱　退職

専務取締役 樽井　敏治 令和4年6月29日 　昭和５５年　４月　　　日本道路公団　採用
　令和　２年　７月　　　東日本高速道路㈱　東北支社副支社長
　令和　４年　３月　　　東日本高速道路㈱　退職
　令和　４年　４月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス北海道　顧問

取締役 菊池　秀二 令和3年6月25日 　昭和５５年　４月　　　日本道路公団　採用
（再任） 　令和　２年　６月　　　東日本高速道路㈱　北海道支社道路事業部調査役

　令和　２年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス北海道　取締役
　令和　３年　４月　　　東日本高速道路㈱　退職

監査役 合津　嘉和 令和元年6月26日   昭和５６年　４月　　　日本道路公団　採用
（非常勤） （再任）   平成２５年　６月　　　東日本高速道路㈱　北海道支社道路事業部調査役

  平成２５年　６月　　　㈱ネクスコ・サポート北海道　取締役
  平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・サポート北海道　監査役
  平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道　監査役
  平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス北海道　監査役
  平成３０年　９月　　　東日本高速道路㈱　退職
　　　　　　　　　　

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・サポート北海道 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 上倉　勉 令和4年6月29日   昭和６０年　４月　　　日本道路公団　採用
（再任） 　令和 元年　６月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役

　令和 元年　６月　　　㈱ネクスコ・パトロール関東　常務取締役
　令和　３年　６月　　　東日本高速道路㈱　退職
　令和　３年　６月　　　㈱ネクスコ・サポート北海道　代表取締役社長

取締役 窪田　和夫 令和4年6月29日 　昭和５４年　４月　　　日本道路公団　採用
（再任） 　令和 元年　６月　　　東日本高速道路㈱　北海道支社道路事業部調査役

　令和 元年　６月　　　㈱ネクスコ・サポート北海道　取締役
　令和　２年　５月　　　東日本高速道路㈱　退職

監査役 合津　嘉和 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２５年　６月　　　東日本高速道路㈱　北海道支社道路事業部調査役

  平成２５年　６月　　　㈱ネクスコ・サポート北海道　取締役
  平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道　監査役
  平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス北海道　監査役
  平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・サポート北海道　監査役
  平成３０年　９月　　　東日本高速道路㈱　退職
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・トール東北 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 安田　憲弘 令和4年6月29日 　昭和６０年　４月　　　日本道路公団　採用
  平成２８年　４月　　　東日本高速道路㈱　東北支社管理事業部調査役
　平成２８年　４月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング東北　常務取締役
　平成３１年　４月　　　東日本高速道路㈱　監査役室長
　令和　２年　６月　　　同　関東支社調査役
　令和　２年　６月　　　㈱ネクスコ・トール関東　専務取締役
　令和　３年　４月　　　同　退職
　　　　　　　　　　

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 田中　直樹 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　　　東日本高速道路㈱　建設・技術本部建設部長

　令和 元年　６月　　　同　退職
　令和 元年　６月　　　同　執行役員北海道支社長
　令和　３年　６月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング東北　代表取締役社長

取締役 久保田　謙作 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２３年　４月　　　東日本高速道路㈱　新潟支社道路事業部調査役

  平成２３年　４月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟　執行役員
  平成２４年　６月　　　同　取締役
  平成２６年　６月　　　同　常務執行役員
  平成２７年　７月　　　東日本高速道路㈱　東北支社管理事業部調査役
  平成２７年　７月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング東北　企画部　社員研修センター長

  平成２９年　４月　　　同　常務執行役員
  平成２９年　６月　　　同　常務取締役
　令和　２年　６月　　　同　取締役
　令和　３年　１月　　　東日本高速道路㈱　退職
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 春山　和彦 令和4年6月29日 　昭和６０年　４月　　　日本道路公団　採用
　令和 元年　６月　　　東日本高速道路㈱　経営企画本部調査役
  令和 元年　６月　　　㈱ＮＥＸＣＯシステムズ　取締役
　令和　３年　６月　　　東日本高速道路㈱　東北支社調査役
　令和　３年　６月　　　同　退職
　令和　３年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス東北　専務取締役

取締役 渡辺　将之 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２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　東北支社管理事業部調査役

　平成２８年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス東北　常務取締役
　令和 元年　６月　　　同　取締役
　令和　２年　４月　　　東日本高速道路㈱　退職
　　　　　　　　　　

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・パトロール東北 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 三浦　久 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２１年１０月　　　東日本高速道路㈱　東北支社管理事業部調査役

　平成２１年１０月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス東北　常務取締役
　平成２４年　４月　　　東日本高速道路㈱　建設事業部用地部長
　平成２８年　６月　　　同　関東支社調査役
　平成２８年　６月　　　㈱ネクスコ・トール関東　専務取締役
　平成３１年　１月　　　東日本高速道路㈱　退職
　令和 元年　６月　　　㈱ネクスコ・パトロール東北　代表取締役社長
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・トール関東 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 大久保　正行 令和4年6月29日 　昭和５７年　４月　　　日本道路公団　採用
（再任）   平成２６年　７月　　　東日本高速道路㈱　総務・経理本部　本部付部長

　平成２７年　６月　　　同　退職
　平成２７年　６月　　　同　執行役員総務・経理本部人事部長
　令和 元年　６月　　　㈱ネクスコ・トール関東　代表取締役社長

常務取締役 竹内　修 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　３年　６月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役

　令和　３年　６月　　　㈱ネクスコ・トール関東　常務取締役
  令和　４年　１月　　　東日本高速道路㈱　退職

常務取締役 村田　暁 令和4年6月29日 　昭和６０年　４月　　　日本道路公団　採用
　平成２６年　６月　　　㈱ネクスコ・トール関東　取締役
　令和　２年　８月　　　東日本高速道路㈱　サービスエリア事業本部調査役
　令和　２年　８月　　　㈱ネクスコ東日本エリアサポート　常務取締役
  令和　４年　３月　　　東日本高速道路㈱　退職
　　　　　　　　　　

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・トール北関東 （令和４年10月１日現在）

常務取締役 渡邉　学 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２９年　６月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役

　平成２９年　６月　　　㈱ネクスコ・トール北関東　常務取締役
　平成３０年　７月　　　東日本高速道路㈱　退職

監査役 安田　茂 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２３年　４月　　　東日本高速道路㈱　東北支社管理事業部調査役

　平成２３年　４月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング東北　常務取締役総務部長
　平成２６年　６月　　　東日本高速道路㈱　関東支社管理事業部調査役
　平成２６年　６月　　　㈱ネクスコ・パトロール関東　取締役総務部長
　平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・トール北関東　監査役
　平成３０年　７月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役
　令和　２年　６月　　　同　退職
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 水口　和之 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１０月　　　東日本高速道路㈱　建設・技術本部建設技術部部長
　令和　２年　６月　　　同　退職
　令和　２年　６月　　　同　執行役員新潟支社長

専務取締役 川島　聖 令和3年6月25日   昭和５９年　４月　　　日本道路公団　採用
　平成２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　事業開発本部調査役　
　平成２８年　６月　　　ネクセリア東日本㈱　常務取締役　
　平成３０年　６月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役
　平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ東日本エンジニアリング　常務取締役
　令和　３年１２月　　　東日本高速道路㈱　退職

常務取締役 秀島　哲雄 令和3年6月25日   昭和５７年　４月　　　日本道路公団　採用
  平成２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　新潟支社調査役
  平成２８年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス新潟　常務取締役
  令和元年　６月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役
  令和 元年　６月　　　㈱ネクスコ東日本エンジニアリング　監査役
　令和 元年　９月　　　東日本高速道路㈱　退職

常務取締役 見付　定美 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２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　管理事業部調査役

　平成２８年　６月　　　㈱ネクスコ東日本エンジニアリング　常務取締役総務部長
  令和　２年　１月　　　東日本高速道路㈱　退職

常務取締役 齋藤　宏 令和3年6月25日   昭和５９年　４月　　　日本道路公団　採用
  平成３０年　７月　　　東日本高速道路㈱　新潟支社副支社長兼観光推進役
　令和　２年　３月　　　同　退職
　令和　２年　４月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング東北　顧問
　令和　２年　６月　　　同　専務取締役

取締役 中川　浩 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２６年１０月　　　東日本高速道路㈱　管理事業本部ITS推進役

　令和 元年１１月　　　同　退職
　令和 元年１２月　　　同　管理事業本部嘱託専任役
　令和　２年　４月　　　㈱ネクスコ東日本エンジニアリング　執行役員技術本部副本部長
　令和　２年　６月　　　同　取締役
　　　　　　　　　　

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 寒河江　克彦 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２６年１０月　　　東日本高速道路㈱　東北支社副支社長

　平成２８年　６月　　　同　退職
　平成２８年　６月　　　同　執行役員新潟支社長
　平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス関東　代表取締役社長
　平成３０年　６月　　　㈱関東エリアクリーン　代表取締役社長

専務取締役 中川　裕明 令和3年6月25日 　昭和６１年　４月　　　日本道路公団　採用
（再任） 　令和　２年　４月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役

　令和　２年　４月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス関東　顧問
　令和　２年　４月　　　東日本高速道路㈱　退職
　令和　２年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス関東　専務取締役

取締役 谷岡　徹 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２４年　４月　　　東日本高速道路㈱　北海道支社管理事業部調査役

　平成２４年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス北海道　常務取締役
　平成２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役
　平成２８年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス関東　常務取締役
　平成３０年　６月　　　同　取締役
　令和 元年　９月　　　東日本高速道路㈱　退職
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 幡鎌　俊昭 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３０年　６月　　　東日本高速道路㈱　新潟支社調査役

　平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟　代表取締役社長
　令和 元年　６月　　　東日本高速道路㈱　退職
　　　　　　　　　　

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 小林　正俊 令和4年6月29日   昭和６１年　４月　　　日本道路公団　採用
（再任） 　令和 元年　７月　　　東日本高速道路㈱　東北支社副支社長

　令和　３年　６月　　　同　退職
　令和　３年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス新潟　代表取締役社長

専務取締役 藤野　智幸 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２３年　４月　　　東日本高速道路㈱　技術本部海外事業部調査役

　平成２３年　９月　　　日本高速道路インターナショナル㈱　取締役プロジェクト第二部長

　平成２５年　４月　　　東日本高速道路㈱　東北支社管理事業部調査役
　平成２５年　４月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス東北　企画部長
　平成２５年　６月　　　同　常務取締役企画部長
　平成２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　経営企画本部海外事業部長
　平成３０年　７月　　　同　経営企画本部副本部長
　令和　２年　５月　　　同　退職
　令和  ２年　６月　　　同　技術本部海外事業専任役
　令和　２年１１月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス新潟　専務取締役
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ・サポート新潟 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 鵜狩　修 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２７年　４月　　　東日本高速道路㈱　関東支社管理事業部調査役

　平成２７年　４月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス関東　常務取締役　
　平成２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　監査役室長
　平成３１年　３月　　　同　退職
　平成３１年　４月　　　㈱ＮＥＸＣＯ保険サービス　監査役
　令和 元年　６月　　　㈱ネクスコ・サポート新潟　代表取締役社長

監査役 高橋　義孝 令和2年6月26日   昭和６０年　４月　　　日本道路公団　採用
　令和　２年　６月　　　東日本高速道路㈱　新潟支社道路事業部調査役
　令和　２年　７月　　　同　退職
　　　　　　　　　　

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ東日本トラスティ （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 光永　宏典 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３０年　７月　　　東日本高速道路㈱　関東支社副支社長兼観光推進役

  令和　２年　６月　　　同　退職
  令和  ２年　６月　　　㈱ネクスコ東日本トラスティ　代表取締役社長
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      ネクセリア東日本株式会社 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 大庭　繁美 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　６月　　　東日本高速道路㈱　業務監査室長
　平成３０年　６月　　　同　退職
　平成３０年　６月　　　同　執行役員　管理事業本部営業部長兼管理事業本部副本部長
　令和　２年　６月　　　同　取締役　常務執行役員兼サービスエリア事業本部長

経歴等の公表

  法人名      株式会社ネクスコ東日本エリアサポート （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 齋藤　昌一 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　６月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役

　平成２８年　６月　　　㈱ネクスコ東日本エンジニアリング　常務取締役施設事業本部長

　平成３０年　６月　　　東日本高速道路㈱　サービスエリア事業本部調査役
　平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ東日本エリアサポート　代表取締役社長
　令和　２年　６月　　　東日本高速道路㈱　退職
　　　　　　　　　　

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



経歴等の公表

  法人名      株式会社関東エリアクリーン （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 寒河江　克彦 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１０月　　　東日本高速道路㈱　東北支社副支社長

　平成２８年　６月　　　同　退職
　平成２８年　６月　　　同　執行役員新潟支社長
　平成３０年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス関東　代表取締役社長
　平成３０年　６月　　　㈱関東エリアクリーン　代表取締役社長

取締役 田村　岳行 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２８年　２月　　　東日本高速道路㈱　関東支社管理事業部調査役

　平成２８年　２月　　　㈱ネクスコ・トール関東　執行役員
　平成２８年　６月　　　同　取締役
　令和　２年　８月　　　東日本高速道路㈱　退職
　令和　３年　６月　　　㈱関東エリアクリーン　取締役

取締役 加藤　潔 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  ２月    　東日本高速道路㈱　関東支社管理事業部調査役

　平成３０年  ２月    　㈱ネクスコ・メンテンナンス関東　執行役員高崎事業部長
　令和 元年　５月　　　東日本高速道路㈱　退職
　令和　３年　６月　　　㈱関東エリアクリーン　取締役
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      東京湾横断道路株式会社 （令和４年10月１日現在）

代表取締役社長 遠藤　元一 令和4年6月24日   昭和５３年　４月　　　日本道路公団　採用
（再任） 　平成２０年　７月　　　東日本高速道路㈱　建設事業部建設担当部長

　平成２３年　３月　　　同　退職
　平成２３年　４月　　　同　執行役員関東支社副支社長
　平成３０年　６月　　　同　取締役副社長執行役員管理事業本部長
  令和 元年　６月　　　同　特別参与
　令和　２年　６月　　　東京湾横断道路㈱　代表取締役社長

専務取締役 谷川　敏治 令和4年6月24日 　昭和５９年　４月　　　日本道路公団　採用
　平成２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　事業創造企画室長
　平成２８年　６月　　　㈱ネクスコ東日本イノベーション＆コミュニケーションズ　代表取締役社長

　令和　２年　４月　　　東日本高速道路㈱　関東支社副支社長
　令和　３年　１２月　　　同　関東支社調査役
　令和　３年　１２月　　　同　退職　　　　　　　　　

取締役 谷岡　徹 令和4年6月24日 　昭和５７年　４月　　　日本道路公団　採用
（非常勤） （再任） 　平成２４年　４月　　　東日本高速道路㈱　北海道支社管理事業部調査役

　平成２４年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス北海道　常務取締役
　平成２６年　６月　　　東日本高速道路㈱　建設・技術本部調査役
　平成２６年　６月　　　㈱高速道路総合技術研究所　監査役
　平成２８年　６月　　　東日本高速道路㈱　関東支社調査役
　平成２８年　６月　　　㈱ネクスコ・メンテナンス関東　常務取締役
　平成３０年　６月　　　同　取締役
　令和 元年　９月　　　東日本高速道路㈱　退職
　令和　３年　６月　　　東京湾横断道路㈱　取締役
　　　　　　　　　　

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴


