
              

大学 東北学院大学　教養学部　教授 柳井　雅也

京都大学　経営管理大学院　客員教授 小野　憲司

名古屋工業大学　大学院　教授 渡辺　研司

新潟大学　経済学部　教授 溝口　由己

防災 一般財団法人危機管理教育&演習センター 理事長

経済 北陸経済連合会 常務理事・事務局長

一般社団法人新潟県商工会議所連合会 新潟商工会議所　事業部長

一般社団法人長野県商工会議所連合会 常務理事

物流団体 公益社団法人新潟県トラック協会 企画部長

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 事務局長

一般社団法人福井県トラック協会 業務部長

保険 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 エグゼクティブコンサルタント

金融 株式会社　日本政策投資銀行 サステナブルソリューション部  BCM格付主幹

船社 神原汽船株式会社 定期コンテナ船部長

近海郵船株式会社 定航部　部長

新日本海フェリー株式会社 執行役員　新潟支店長

港運 株式会社リンコーコーポレーション 常務執行役員

直江津海陸運送株式会社 取締役　営業部長

伏木海陸運送株式会社 常務取締役

株式会社 金沢港運 常務取締役

敦賀海陸運輸株式会社 取締役港湾事業本部長

物流事業 日本通運株式会社
フォワーディングビジネスユニット
国際海運統括部

鉄道 日本貨物鉄道株式会社 関東支社 新潟支店 担当課長

港湾管理者 新潟県 交通政策局長

富山県 土木部長

石川県 商工労働部長

福井県 土木部長

自治体 長野県 産業労働部長

オブザーバー 内閣府
政策統括官（防災担当）付
参事官（普及啓発・連携担当）付
事業継続担当主査

オブザーバー 財務省　東京税関 企画調整室長

国 北陸信越運輸局 交通政策部長

北陸地方整備局 港湾空港部長

北陸地方整備局 計画企画官

北陸地方整備局 クルーズ振興・港湾物流企画室長

北陸地域国際物流戦略チーム　令和４年度　広域バックアップ専門部会　構成員名簿

機関名等 委員
（敬称（敬称



大学 東北学院大学　教養学部 教授 柳井　雅也 会場参加

京都大学　経営管理大学院 客員教授 小野　憲司 会場参加

名古屋工業大学　大学院 教授 渡辺　研司 WEB参加

新潟大学　経済学部 教授 溝口　由己 WEB参加

防災
一般財団法人危機管理教育&演習セン
ター

理事長 細坪　信二 会場参加

経済 北陸経済連合会 常務理事・事務局長 新開　章弘 WEB参加
部長

高畠　哲史

一般社団法人新潟県商工会議所連合会
新潟商工会議所

事業部長
小沢　謙一 会場参加

一般社団法人長野県商工会議所連合会 常務理事 高橋　孝一 ご欠席

物流事業 公益社団法人新潟県トラック協会 企画部長 田中　一嘉 会場参加

公益社団法人長野県トラック協会 専務理事 高橋　昭司 WEB参加

一般社団法人富山県トラック協会 専務理事 林　伸治 WEB参加

一般社団法人石川県トラック協会 事務局長 天田 敏勝 WEB参加

一般社団法人福井県トラック協会 業務部長 北山　治和 WEB参加

保険 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 エグゼクティブコンサルタント 髙橋　孝一 WEB参加

金融 株式会社　日本政策投資銀行
サステナブルソリューション部

BCM格付主幹
鵜島　崇 WEB参加

船社 神原汽船株式会社 定期コンテナ船部長 長谷川　康幾 会場参加

近海郵船株式会社 定航部　部長 小野田　元 会場参加

新日本海フェリー株式会社 執行役員　新潟支店長 笠原　力 会場参加
調査役

工藤　隆志

港運 株式会社リンコーコーポレーション 常務執行役員 鷲尾　峰之 会場参加

直江津海陸運送株式会社 取締役　営業部長 吉田　陽一朗 WEB参加

伏木海陸運送株式会社 常務取締役 細川　英明 WEB参加

株式会社 金沢港運 常務取締役 石黒　浩二 WEB参加
営業部　営業第二グループ　次長

大津　敦彦

敦賀海陸運輸株式会社 取締役港湾事業本部長 田中　宏文 会場参加

物流事業 日本通運株式会社
フォワーディングビジネスユニット

国際海運統括部
織田　博文 WEB参加

次長
佐田　修三

専任部長
宮田　光輝

鉄道
日本貨物鉄道株式会社 関東支社 新潟支
店

担当課長 福嶋　宏 会場参加

港湾管理者 新潟県 交通政策局長 佐瀬　浩市 会場参加
　港湾振興課　課長

高橋　徹臣
主任

中楯　直広

富山県 土木部長 市井　昌彦 WEB参加
課長

三鍋　輝夫
技師

北宮　大輔

石川県 商工労働部長 内田 滋一 WEB参加
主幹

中田　隆志

福井県 土木部長 髙橋　伸輔　 WEB参加
課長

鳥山　公裕
主任

小林　孝彰

長野県 産業労働部長 林宏行 WEB参加
産業政策課　主事

矢口　歩維

オブザーバー 内閣府
政策統括官（防災担当）付

参事官（普及啓発・連携担当）付
事業継続担当主査

村山　広晃 WEB参加

オブザーバー 財務省　東京税関 企画調整室長 大坪　政悦 WEB参加
企画調整官
打矢　徳幸

国 北陸信越運輸局 交通政策部長 梁取　利男 会場参加
交通政策部環境物流課長

渡邉　毅士

北陸地方整備局 港湾空港部長 久田　成昭

北陸地方整備局 計画企画官 井出　正志

北陸地方整備局 クルーズ振興・港湾物流企画室長 渡邉　理之

委員 出欠 随行者代理出席者

北陸地域国際物流戦略チーム　令和４年度　広域バックアップ専門部会委員　名簿

機関名等


