
　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      阪神高速サービス株式会社 （平成29年10月１日現在）

代表取締役 　増田　竹義 平成28年6月27日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用 
社長 （再任） 　平成２３年７月阪神高速道路（株）　事業開発部長

　平成２６年６月同総務人事部付
　平成２７年６月阪神高速サービス（株）代表取締役社長　

常務取締役 　藤原　要二 平成28年6月27日 　昭和５４年４月阪神高速道路公団　採用 
（再任） 　平成２２年７月阪神高速道路（株）　監査室長

　平成２４年７月同　総務人事部付
　平成２７年７月阪神高速サービス（株）常務取締役　

監査役 　井川　清人 平成29年6月28日 　昭和５２年４月阪神高速道路公団　採用 
（非常勤） 　平成２１年７月阪神高速道路（株）　営業部長

　平成２４年７月同　執行役員
　平成２６年６月同　取締役兼執行役員
　平成２８年６月同　取締役兼常務執行役員

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      阪神高速技術株式会社 （平成29年10月１日現在）

代表取締役 西岡　敬治 平成29年6月27日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用
社長 　平成２４年７月阪神高速道路（株）　技術部長

　平成２６年６月同　参与
　平成２７年６月阪神高速技術（株）　専務取締役
　平成２８年６月同　専務取締役

取締役相談役 南荘　淳 平成29年6月27日 　昭和５３年４月阪神高速道路公団　採用
　平成２１年７月阪神高速道路（株）　計画部長
　平成２２年７月同　執行役員
　平成２４年６月阪神高速技術（株）　取締役
　平成２４年７月同　専務取締役
　平成２６年６月同　代表取締役社長
　平成２８年６月同　代表取締役社長

常務取締役 西田　朋充 平成28年6月27日 　昭和５３年４月阪神高速道路公団　採用
（再任） 　平成２２年７月阪神高速道路（株）　建設事業本部用地センター長

　平成２４年７月同　総務人事部付
　平成２７年７月阪神高速技術（株）　常務取締役

常務取締役 左古　正春 平成28年6月27日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用
（再任） 　平成２３年７月阪神高速道路（株）　京都管理所長

　平成２４年７月同　総務人事部付　
  平成２６年７月阪神高速技術（株）　取締役

監査役 山中　賢 平成29年7月1日 　昭和５６年４月阪神高速道路公団　採用
（非常勤） 　平成２７年７月阪神高速道路（株）　環境景観室長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      阪神高速パトロール株式会社 （平成29年10月１日現在）

代表取締役 梅谷　貞実 平成28年6月27日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用 
社長 　平成２７年７月阪神高速道路（株）　大阪管理局長

　平成２８年６月同　総務人事部付

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      阪神高速トール大阪株式会社 （平成29年10月１日現在）

代表取締役 本井　良明 平成29年6月27日 　昭和５３年４月阪神高速道路公団　採用
社長 （再任） 　平成２６年４月阪神高速道路（株）　営業部長

　平成２７年６月阪神高速トール大阪（株）　代表取締役社長

常務取締役 亀田　保彦 平成29年6月27日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用
（再任） 　平成２６年７月阪神高速道路（株）　事業開発部長

　平成２８年７月阪神高速トール大阪（株）　常務取締役

常務取締役 小林　弘尚 平成29年7月1日 　昭和５６年４月阪神高速道路公団　採用
　平成２７年７月阪神高速道路（株）　神戸管理部長

監査役 谷本　哲夫 平成28年7月1日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用
　平成２６年７月阪神高速道路（株）　監査室長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      阪神高速トール神戸株式会社 （平成29年10月１日現在）

代表取締役 金谷　壽男 平成29年6月27日 　昭和５３年４月阪神高速道路公団　採用
社長 （再任） 　平成２２年７月阪神高速道路（株）　大阪管理部長

　平成２５年７月同　総務人事部付
　平成２６年６月阪神高速トール神戸（株）　代表取締役社長
　平成２７年６月同　代表取締役社長

常務取締役 安井　俊一 平成29年6月27日 　昭和５４年４月阪神高速道路公団　採用
（再任） 　平成２５年７月阪神高速道路（株）　神戸管理部長

　平成２７年７月阪神高速トール神戸（株）　常務取締役

監査役 谷本　哲夫 平成28年7月1日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用
（非常勤） 　平成２６年７月阪神高速道路（株）　監査室長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      阪神高速技研株式会社 （平成29年10月１日現在）

代表取締役 坂下　泰幸 平成29年6月27日 　昭和５４年４月阪神高速道路公団　採用
社長 （再任） 　平成２２年７月阪神高速道路（株）　経営企画部長

　平成２４年７月同　執行役員
　平成２７年６月阪神高速技研（株）　取締役兼専務執行役員
　平成２８年６月同　代表取締役社長

取締役相談役 雪本　雄彦 平成29年6月27日 　昭和５０年１０月阪神高速道路公団　採用
（再任） 　平成２１年７月阪神高速道路（株）　技術部長

　平成２３年７月阪神高速技術（株）　常務取締役
　平成２４年７月阪神高速技研（株）　専務取締役　
　平成２５年６月同　専務取締役
　平成２７年６月同　代表取締役社長
　平成２８年６月同　取締役相談役

大西　俊之 平成29年6月27日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用
（再任） 　平成２６年７月阪神高速道路（株）　技術部長

　平成２６年７月阪神高速技研（株）　取締役
　平成２７年７月阪神高速道路（株）　総務人事部付

取締役 藤井　康男 平成29年6月27日 　昭和５７年４月阪神高速道路公団　採用 
　平成２７年７月阪神高速道路（株）　建設・更新事業本部建設・更新総括部長

監査役 山中　賢 平成29年6月27日 　昭和５６年４月阪神高速道路公団　採用
（非常勤） 　平成２７年７月阪神高速道路（株）　環境景観室長

取締役兼(常
務）執行役員

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      内外構造株式会社 （平成29年10月１日現在）

専務取締役 安田　扶律 平成29年6月21日   昭和５８年４月阪神高速道路公団　採用
（再任）   平成２４年７月阪神高速道路（株）　保全交通部長

  平成２８年７月内外構造（株）　専務取締役

監査役 東　定生 平成28年7月1日   昭和４５年４月阪神高速道路公団　採用
　平成２１年７月阪神高速道路（株）事業開発室次長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴



　　　　　　　　　　

経歴等の公表

  法人名      阪高プロジェクトサポート株式会社 （平成29年10月１日現在）

代表取締役 岡畑　修三 平成28年6月23日 　昭和５１年４月阪神高速道路公団　採用 
社長 　平成１９年７月阪神高速道路（株）　大阪管理部長

（非常勤） 　平成２２年７月同　総務人事部付
　平成２３年７月阪神高速パトロール（株）　代表取締役社長
　平成２６年６月　同　代表取締役社長

専務取締役 大西　俊之 平成28年6月23日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用
（非常勤） 　平成２６年７月阪神高速道路（株）　技術部長

　平成２７年７月同　総務人事部付

常務取締役 中坪　周作 平成28年6月23日 　昭和５５年４月阪神高速道路公団　採用 
（非常勤） 　平成２４年７月阪神高速道路（株）　建設事業本部 用地センター長

　平成２７年７月阪神高速道路（株）　建設・更新事業本部用地センター長

監査役 南川　千鶴子 平成29年7月1日 　昭和５１年４月阪神高速道路公団　採用
（非常勤） 　平成２３年７月阪神高速道路（株）　監査役室長

役  職 氏  名 就任年月日 経                      歴


