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北陸地域国際物流戦略チーム 規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、北陸地域国際物流戦略チーム（以下「戦略チーム」という）と称する。 

 

（目的） 

第２条 戦略チームは、北陸地域（新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県）の国際物

流の課題について、産学官の関係者において問題意識を共有し、かつ関係者が一体となっ

て課題解決のための具体的な施策について協議・提言する。もって地域の振興に寄与する

ことを目的とする。 

 

（組織） 

第３条 戦略チームは、北陸地域を所管する経済団体、物流団体、港湾関連企業、空港関

連企業、学識経験者、並びに関係行政機関等（以下「委員」という。）から成る本部会と

幹事会で構成する。 

 

（本部会） 

第４条 本部会は、地域における実情を踏まえて、北陸地域の国際物流に関する重要事項

について協議を行う。 

２ 本部会は、別紙に掲げる委員で構成する。必要に応じ別紙に掲げる委員以外の出席を

求めることができる。 

３ 本部会には、課題により必要に応じて専門部会を設置することができる。 

 

（座長） 

第５条 本部会に座長を置く。 

２ 座長は、委員の互選によって選出する。 

３ 座長は、事務局と協議の上、本部会委員を招集する。 

４ 座長は、本部会の議事の進行及びとりまとめを行う。 

 

（幹事会） 

第６条  幹事会は、本部会に付すべき事項のとりまとめ、及び国際物流の課題についての

情報交換及び検討を行う。 

２ 幹事会は、別紙に掲げる幹事で構成する。必要に応じ別紙に揚げる幹事以外の出席を

求めることができる。 

  

（幹事会座長） 

第７条  幹事会に幹事会座長を置く。 

２ 幹事会座長は幹事の互選によって選出する。 
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３ 幹事会座長は、事務局と協議の上、幹事会委員を招集する。 

４ 幹事会座長は、幹事会の議事の進行及びとりまとめを行う。 

 

（事務局） 

第８条  戦略チームの事務局は、北陸地方整備局港湾空港部クルーズ振興・港湾物流企画

室、北陸信越運輸局交通政策部環境・物流課が共同して務める。 

 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、その都度協議し

決定する。 

 

（附則） 

この規約は、平成１８年８月２３日から施行する。 

 

（附則） 

この規約は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 

（附則） 

この規約は、平成２７年７月１日から施行する。 

 

（附則） 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

 



北陸地域国際物流戦略チーム　本部委員構成員名簿 （別紙）

国際物流戦略チーム
本部委員

産 経済 北陸経済連合会 会長

社団法人新潟県商工会議所連合会 会頭

社団法人長野県商工会議所連合会 会長

物流団体 社団法人新潟県トラック協会 会長

社団法人長野県トラック協会 会長

社団法人富山県トラック協会 会長

社団法人石川県トラック協会 会長

社団法人福井県トラック協会　 会長

新潟地方通運業連盟　 会長

中部地方通運業連盟　 会長

新潟通運業連合会　 会長

中部通運業連合会　 会長

社団法人鉄道貨物協会新潟支部 支部長

社団法人鉄道貨物協会長野支部 支部長

社団法人鉄道貨物協会北陸支部 支部長

北陸信越倉庫協会連合会　 会長

福井県倉庫協会 会長

港湾関連会社 新日本海フェリー株式会社 社長

株式会社新潟国際貿易ターミナル 社長

日本通運株式会社 常務理事

リンコーコーポレーション 社長

直江津海陸運送株式会社 社長

伏木海陸運送株式会社 社長

七尾海陸運送株式会社 社長

株式会社 金沢港運 社 長

敦賀海陸運輸株式会社 社長

航空関連会社 社団法人航空貨物運送協会 理事長

新潟空港ビルディング株式会社 社長

富山空港ターミナルビル株式会社 社長

北陸エアターミナルビル株式会社 社長

北陸国際航空貨物ターミナル株式会社 社長

振興協会 社団法人新潟港振興協会 会長

社団法人金沢港振興協会 会長

社団法人敦賀港貿易振興会 会長

学 大学 東北学院大学　教養学部 教授

東海大学海洋学部 教授

新潟大学経済学部 助教授

財団法人環日本海経済研究所 理事長

NPO法人 北東アジア輸送回廊ネットワーク 会長

機関名等



官 国 経済産業省　中部経済産業局 局長

財務省　東京税関 税関長

財務省　大阪税関 税関長

財務省　名古屋税関 税関長

農林水産省　横浜植物防疫所 所長

農林水産省　名古屋植物防疫所 所長

農林水産省　動物検疫所 所長

国土交通省　北陸地方整備局 局長

局長

第九管区海上保安本部 本部長

第八管区海上保安本部 本部長

厚生労働省　新潟検疫所 検疫所長

厚生労働省　大阪検疫所 検疫所長

東京航空局　 局長

大阪航空局　 局長

地方自治体 新潟県　 知事

長野県 知事

富山県　 知事

石川県　 知事

福井県　 知事

新潟市 市長

オブザーバー 経済産業省　関東経済産業局 産業部長

オブザーバー 経済産業省　近畿経済産業局 産業部長

国土交通省　北陸信越運輸局



(別紙）

令和3年度　北陸地域国際物流戦略チーム幹事会名簿

経済 北陸経済連合会 常務理事

一般社団法人新潟県商工会議所連合会 専務理事

一般社団法人長野県商工会議所連合会 専務理事

物流団体 公益社団法人新潟県トラック協会 専務理事

公益社団法人長野県トラック協会 専務理事

一般社団法人富山県トラック協会 専務理事

一般社団法人石川県トラック協会 専務理事

一般社団法人福井県トラック協会 専務理事

新潟地方通運業連盟 事務局長

中部地方通運業連盟 事務局長

新潟通運業連合会 事務局長

中部通運業連合会 事務局長

公益社団法人鉄道貨物協会新潟支部 幹事長

公益社団法人鉄道貨物協会長野支部 幹事長

公益社団法人鉄道貨物協会北陸支部 幹事長

北陸信越倉庫協会連合会 事務局長

福井県倉庫協会 事務局長

日本貨物鉄道株式会社 関東支社 新潟支店 担当課長

日本貨物鉄道株式会社関東支社　南東京支店 長野営業所長

日本貨物鉄道株式会社　関西支社　金沢支店 金沢支店長

港湾関連会社 新日本海フェリー株式会社 執行役員新潟支店長

株式会社新潟国際貿易ターミナル 常務取締役ターミナル事業部長

日本通運株式会社新潟支店 次長

株式会社リンコーコーポレーション 取締役　常務執行役員

直江津海陸運送株式会社 営業部長

伏木海陸運送株式会社 営業第二部　取締役部長

七尾海陸運送株式会社 取締役副社長

株式会社 金沢港運 取締役

敦賀海陸運輸株式会社 取締役港湾事業本部長

航空関連会社 新潟空港ビルディング株式会社 常務取締役総務部長

富山空港ターミナルビル株式会社 代表取締役専務

北陸エアターミナルビル株式会社 常務取締役

振興協会 一般社団法人新潟港振興協会 専務理事

一般社団法人金沢港振興協会 専務理事

機関名等 幹事会委員



(別紙）

令和3年度　北陸地域国際物流戦略チーム幹事会名簿

機関名等 幹事会委員

学 大学 東北学院大学　教養学部 教授

新潟大学　経済科学部 教授

公益財団法人環日本海経済研究所 調査研究部長

ＮＰＯ法人 ＮＰＯ法人　北東アジア輸送回廊ネットワーク 事務局長

官 国 経済産業省　中部経済産業局 産業部長

財務省　東京税関 総務部長

財務省　大阪税関 総務部長

財務省　名古屋税関 総務部長

農林水産省　横浜植物防疫所 業務部長

農林水産省　名古屋植物防疫所 統括植物検疫官

農林水産省　動物検疫所 検疫部長

国土交通省　北陸地方整備局 港湾空港部長

国土交通省　北陸地方整備局 道路部長

国土交通省　北陸信越運輸局 交通政策部長

国土交通省　東京航空局 空港部長

国土交通省　大阪航空局 空港部長

海上保安庁　第九管区海上保安本部 交通部長

海上保安庁　第八管区海上保安本部 交通部長

厚生労働省　新潟検疫所 次長

厚生労働省　大阪検疫所 食品監視課長

地方自治体 新潟県 交通政策局長

長野県 産業労働部長

富山県 商工労働部長

石川県 商工労働部長

福井県 産業労働部長

新潟市 都市政策部長


