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随　行

役職 出席者名

経済 北陸経済連合会 常務理事 小林　真 ○

一般社団法人新潟県商工会議所連合会 専務理事 早福　弘 代理 事務局長 北山　晃也

一般社団法人長野県商工会議所連合会 専務理事 岡澤　忠博 ご欠席

物流団体 公益社団法人新潟県トラック協会 専務理事 浅間　博 ご欠席

公益社団法人長野県トラック協会 専務理事 番場　千秋 ご欠席

一般社団法人富山県トラック協会 専務理事 稲土　英博 ○

一般社団法人石川県トラック協会 専務理事 北村　誠 ○

一般社団法人福井県トラック協会　 専務理事 中山　武 ○

新潟地方通運業連盟　 事務局長 諏訪木　高志 ご欠席

中部地方通運業連盟　 事務局長 廣瀬　茂樹 ○

新潟通運業連合会　 事務局長 藤宮　繁夫 ○

中部通運業連合会　 事務局長 堀　敏之 代理 会長 關　仁

公益社団法人鉄道貨物協会新潟支部 幹事長 髙橋　哲哉 代理 事務局長 霜鳥　裕介

公益社団法人鉄道貨物協会長野支部 幹事長 松本　久雄 代理 事務局長 鈴木　幸雄

公益社団法人鉄道貨物協会北陸支部 幹事長 西田　雄二 代理 事務局長 松山　司

北陸信越倉庫協会連合会　 事務局長 柴木　幸一 ○

福井県倉庫協会 事務局長 佐々木　達也 ○

日本貨物鉄道株式会社関東支社 新潟支店 担当課長 外山　十四幸 ご欠席

日本貨物鉄道株式会社関東支社 南東京支店　 長野営業所　所長 鈴木　幸雄 ○

日本貨物鉄道株式会社関西支社 金沢支店 副支店長 松山　司 ○

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 寺田　光徳 ○

株式会社新潟国際貿易ターミナル 業務部長 吉沢　郁夫 ○

日本通運株式会社新潟支店 次長 諏訪木　高志 ご欠席

株式会社リンコーコーポレーション 常務執行役員 鶴巻　雅人 ○

直江津海陸運送株式会社 営業部　次長 吉田　洋一朗 ご欠席

伏木海陸運送株式会社 取締役国際物流部長 細川　英明 ○

七尾海陸運送株式会社 専務取締役 川島　光雄 ご欠席

株式会社 金沢港運 取締役常務執行役員 左古　信也 ○

敦賀海陸運輸株式会社 取締役　港湾事業本部長 田中　宏文 ○

航空関連会社 新潟国内航空貨物運送協会 事務局長 山口　賢治 ○

新潟空港ビルディング株式会社 常務取締役総務部長 伊藤　徹 ○

富山空港ターミナルビル株式会社 代表取締役専務 藤井　眞次 ご欠席

北陸エアターミナルビル株式会社 常務取締役 良澤　和俊 ○

振興協会 一般社団法人新潟港振興協会 専務理事 湯田　孝男 ○

一般社団法人金沢港振興協会 専務理事 桶屋　幸蔵 ご欠席
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大学 東北学院大学　教養学部 教授 柳井　雅也 ○

新潟大学　経済学部 准教授 溝口　由己 ○

公益財団法人環日本海経済研究所 調査研究部長 新井　洋史 ○

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 小玉　朋恵 ○

国 経済産業省　中部経済産業局 産業部長 岩田　則子 ご欠席

財務省　東京税関 総務部長 徳田　郁生 代理
新潟税関支署　総務課
課長補佐

武田　信光

財務省　大阪税関 総務部長 水谷　浩隆 ○

財務省　名古屋税関 総務部長 矢幅　直彦 ご欠席

農林水産省　横浜植物防疫所 業務部長 田邉　和男 代理 新潟支所長 伊藤　正明

農林水産省　名古屋植物防疫所 統括植物検疫官 角屋　竜雄 ご欠席

農林水産省　動物検疫所 検疫部長 鈴木　一弘 ご欠席

国土交通省　北陸地方整備局 次長 伊藤　博信 ○

国土交通省　北陸地方整備局 港湾空港部長 小池　慎一郎 ○

国土交通省　北陸地方整備局 港湾空港部　計画企画官 清貞　将平 ○

国土交通省　北陸地方整備局
港湾空港部
クルーズ振興・港湾物流企画室長

武田　均 ○

国土交通省　北陸地方整備局 道路部長 岩見　吉輝 代理 地域道路課長 山岸 隆宏

国土交通省　北陸信越運輸局　 交通政策部長 小椋　康祐 ○

国土交通省　東京航空局　 空港部長 井上　慶司 代理
新潟港湾空港事務所
広域空港管理官

稗田　敏彦

国土交通省　大阪航空局　 空港部長 魚谷　憲 ご欠席

海上保安庁　第九管区海上保安本部 交通部長 田中　一幸 ○
企画課　監理係長
森本　真人

海上保安庁　第八管区海上保安本部 交通部長 金城　政彦 ご欠席

厚生労働省　新潟検疫所 次長 藤間　正昭 代理 食品監視課長 土方　春雄
総務課　庶務係長
菊地　龍介

厚生労働省　大阪検疫所 食品監視課長 筧　浩一 ○

地方自治体 新潟県　 交通政策局長 水口　幸司 代理
交通政策局　港湾振興課
課長

小林　智
港湾振興課　港湾企画振
興班　主任　長野　努

長野県 産業労働部長 内田　雅啓 ご欠席

富山県　 商工労働部長 伍嶋　二美男 代理
商工労働部　立地通商課
主任

裏田　裕史

石川県　 商工労働部長 徳田　博 ご欠席

福井県　 産業労働部長 安倍　暢宏 代理
産業労働部　企業誘致課
主事

高木　浩太朗

新潟市 技監兼都市政策部長 新階　寛恭 ご欠席
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