
新型コロナウイルス感染拡大に伴う経協インフラ事業への対応について 

次 第 

 

令和 2年 6月 30日（火）10時～11時 

於：経団連会館 2階 経団連ホール北 

（WEB会議形式にて実施） 

 

１．開 会 

経団連専務理事                    椋田 哲史 

 

２．挨拶 

内閣官房副長官補付内閣参事官             佐藤 勝 

 

３．説明「インフラシステム海外展開に係る新型コロナウイルス関連支援策」 

 外務省国際協力局開発協力総括課課長          花田 貴裕 

国際協力機構企画部参事役兼業務監理・調整課課長    渡辺 淳  

 

財務省国際局開発政策課課長              細田 修一 

国際協力銀行企画部門経営企画部次長兼業務課長     小松 正直 

 

経済産業省貿易経済協力局総務課            田中 一成 

日本貿易保険執行役員・企画室長            大井 麻理 

 

国土交通省大臣官房参事官（地域戦略）         中山 理映子  

海外交通・都市開発事業支援機構執行役員・プロジェクト管理部長 

 久保 賀弘 

 

総務省国際戦略局国際政策課課長            牛山 智弘 

海外通信・放送・郵便事業支援機構常務理事       佐藤 健治 

 

４．質疑応答 

 

５．閉 会 

  

以 上 



日時：2020年06月30日(火)10:00～11:00

場所：Webexによるオンライン会議

（敬称略・順不同）

【委員】

（株）ＩＨＩ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･営業統括本部 経済協力･官民連携推進部 部長 三竹　英一郎

伊藤忠商事（株） プラント・船舶・航空機部門 小熊　章夫

（株）エックス都市研究所 取締役会長 大野　眞里

（株）エヌ・ティ・ティ・データ 秘書室　課長 有田　哲也

（一社）海外建設協会 常務理事 三宅　且仁

（一社）海外建設協会 海外事業部部長 鈴木　恵

（一社）海外コンサルタンツ協会 顧問 高梨　寿

キヤノン（株） 渉外本部　渉外センター　副所長 森川　剛志

キヤノン（株） ｲﾒｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ221事業推進第一課課長代理 百武　佳代子

ＪＦＥエンジニアリング（株） 海外管理部　拠点開発営業支援グループマネージャー 高橋　元

清水建設（株） 常務執行役員　土木総本部　海外担当 北　直紀

清水建設（株） 産業政策渉外部部長 藤本 聰

清水建設（株） 産業政策渉外部副部長 窪田 達史

清水建設（株） 産業政策渉外部主任 井上 裕也

清水建設（株） 国際支店　営業部長 荒木　祐宏

清水建設（株） 国際支店　営業部 秋山　佳祐 

住友商事（株） インフラ業務部担当部長　(経済協力・官民連携推進、業界団体) 松井　清

住友商事（株） 経済協力・官民連携推進室室長 高鳥　俊一

住友商事（株） 宮之原 正道

住友商事（株） インフラ業務部　担当部長（経済協力・官民連携推進、業界団体） 松下　篤

住友林業（株） 渉外室 若林　弘之

住友林業（株） 渉外室　 吉田　裕央

ソニー（株） 渉外部　コーポレート渉外グループ　シニアマネジャー 坂口　淳

大成建設（株） 国際営業本部理事 浅井　俊行

大成建設（株） 執行役員 菅原　達也

大成建設（株） 企画調査部企画室・課長 清田　佳之

太平洋セメント（株） 常務執行役員海外事業本部長 田浦　良文

太平洋セメント（株） 海外事業本部管理部部長 原 剛

太平洋セメント（株） 海外事業本部管理部第1グループリーダー 大隅 正夫

東京ガス（株） 海外事業企画部副課長 森本　隆司

東京ガス（株） 海外事業企画部副課長 井関　三香

東洋エンジニアリング（株） 渉外部・部長 飯島　尚

東洋エンジニアリング（株） 渉外部部長代理 中田　義直

豊田通商（株） 理事 大橋　祥正

豊田通商（株） 渉外部渉外統括室部長職 上條　水美

豊田通商（株） 渉外部渉外統括室 川口　紗也加

中日本高速道路（株） 国際・技術事業部事業統括課　課長代理 森　俊之

日揮ホールディングス（株） 常務執行役員　サステナビリティ協創部長 秋鹿　正敬

日揮ホールディングス（株） 執行役員　渉外部長 川崎　剛
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日本機械輸出組合 プラント業務グループ・グループリーダー 香取　正彦

日本工営（株） 海外事業本部　営業部　部長 田村　勤

日本航空（株） 調査研究部・主任 雀部　信明

日本航空（株） 調査研究部・部長代理 平野　志朋

日本電気（株） 政策渉外部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ渉外室ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ渉外室長 民田　喜一

日本電気（株） 政策渉外部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ渉外室ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ 小林　豊

日本電気（株） ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業推進本部ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 唐澤　正章

（一社）日本電機工業会 専務理事 髙本　学

（一社）日本電機工業会 電力・エネルギー部課長 桧原 章

野村證券（株） 営業企画部　課長 白井　聡明

野村ホールディングス（株） 経営企画部　課長代理 木村　駿一

東日本旅客鉄道（株） 国際事業本部　企画・国際交流部門　企画グループ 岩本　三四郎

（株）日立製作所 グローバル渉外統括本部　渉外主管 山野　陽一

（株）日立製作所 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ渉外統括本部国際渉外部 落合　美帆

（株）日立総合計画研究所 ＳＩ－ＰＩ推進室主管研究員 髙崎　正有

丸紅（株） 電力・インフラグループ管理部 多胡　直人

（株）みずほ銀行 国際戦略情報部　調査役 山田 公彦

（株）みずほ銀行 国際戦略情報部　調査役 農 大地

（株）みずほ銀行 国際戦略情報部　調査役 土屋 重人

（株）みずほ銀行 国際戦略情報部 岡本 英美

三井住友海上火災保険（株） 経営企画部　次長 澤田　大樹

三井住友海上火災保険（株） 経営企画部　業務企画チーム　次長 西尾　大介

三井住友建設（株） 国際支店・土木営業部長 青木　一郎

（株）三井住友フィナンシャルグループ 経営企画部・上席部長代理 五十嵐　研介

三井物産（株） 経営企画部　次長 高木　光暢

三菱重工業（株） グローバル経営推進部部長代理 前床　毅

三菱商事（株） 地域総括部 シニアアドバイザー 齋藤　正巳

三菱商事（株） 地域開発部 部長 竹本 吉広

三菱商事（株） 地域開発部 インフラ開発チーム 次長 海沼 宏禎

三菱商事（株） 地域開発部 インフラ開発チーム マネージャー 中村 理恵

（株）三菱ＵＦＪ銀行 ソリューションプロダクツ部　次長 齊田　直朗

（株）三菱ＵＦＪ銀行 ソリューションプロダクツ部 調査役 橋本　まりか

（株）三菱ＵＦＪ銀行 ソリューションプロダクツ部 調査役 水野　雄介

（株）三菱ＵＦＪ銀行 国際業務部 経済協力Ｇｒ次長 岡　真

（株）三菱ＵＦＪ銀行 国際業務部 経済協力Ｇｒ上席調査役 菊地　一好

（株）三菱ＵＦＪ銀行 国際業務部 経済協力Ｇｒ調査役 廣瀬　尚彦

（株）三菱ＵＦＪ銀行 経営企画部 経済調査室 海外情報戦略Gr調査役 大西　亮

横河電機（株） MK本部 渉外・標準化戦略センター 渉外部・部長 星　亮

横河電機（株） GSIMK REP&W　Sales General Manager 藤本　研

横河電機（株） GSIMK REP&W  Marketing 伊延　佳美

【事務局】

（一社）日本経済団体連合会 専務理事 椋田　哲史

以上 80名
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