
北陸地域国際物流戦略チーム　委員名簿

産 経済 北陸経済連合会 会長 新木　富士雄 常務理事 寺尾　重資　

社団法人新潟県商工会議所連合会 会頭 上原　明 専務理事 南　英雄

社団法人長野県商工会議所連合会 会長 仁科　惠敏 専務理事 塚田　國之

物流団体 社団法人新潟県トラック協会 会長 友坂　勝 専務理事 白井　昌武

社団法人長野県トラック協会 会長 松本　昭夫 専務理事 中村　和夫

社団法人富山県トラック協会 会長 南　義弘 専務理事 堂用　俊弘

社団法人石川県トラック協会 会長 操川　由一 専務理事 吉田　勝蔵

社団法人福井県トラック協会　 会長 藤尾　繁郎 専務理事 松本　勲

新潟地方通運業連盟　 会長 竹内　努 事務局長 三国谷　邦

中部地方通運業連盟　 会長 若林　宏 会員 増山　英一

新潟通運業連合会　 会長 川口　英男 事務局長 辻　学

中部通運業連合会　 会長 小野　誠一 事務局長 上岡　久得　

社団法人鉄道貨物協会新潟支部 支部長 堀内　弘 幹事長 竹内　努

社団法人鉄道貨物協会長野支部 支部長 竹内　守雄 幹事長 高橋　正一

社団法人鉄道貨物協会北陸支部 支部長 角間　俊夫 幹事長 八代　健一郎

北陸信越倉庫協会連合会　 会長 永田　喜代司 事務局長 黒田　和広

福井県倉庫協会 会長 前山　邦男 事務局長 山下　謹修

港湾関連会社 新日本海フェリー株式会社 社長 入谷　泰生 取締役新潟支店長清水　昌利

株式会社新潟国際貿易ターミナル 社長 関根　洋祐 取締役業務部長 柿崎　好文

日本通運株式会社 常務理事 竹内　努 業務部長 三国谷　邦

リンコーコーポレーション 社長 岡村　繁 取締役部長 南波 秀憲

直江津海陸運送株式会社 社長 中田　達雄 専務取締役 永野　徹

伏木海陸運送株式会社 社長 林　秀治 常務取締役 針山　健二

七尾海陸運送株式会社 社長 東　　外男 常務取締役 川島光雄

株式会社 金沢港運 社 長 石橋　利宏 取締役統括部長 谷内元　彰

敦賀海陸運輸株式会社 社長 有馬　義一 専務取締役 米沢　賢治　

航空関連会社 社団法人航空貨物運送協会 理事長 土橋　正義 事務局長 高橋　武

新潟空港ビルディング株式会社 社長 池田　直樹 取締役総務部長 橋本　哲夫

富山空港ターミナルビル株式会社 社長 中沖　豊 総務部長 江口　友章

北陸エアターミナルビル株式会社 社長 杉本　勇壽 代表取締役専務 岡田　靖弘

北陸国際航空貨物ターミナル株式会社 社長 杉本　勇壽 代表取締役専務 岡田　靖弘

振興協会 社団法人新潟港振興協会 会長 篠田　　　昭 専務理事 安田　勝治

社団法人金沢港振興協会 会長 深山　彬 常務理事 西盛祐吉郎

社団法人敦賀港貿易振興会 会長 河瀬　一治 専務理事 岩端　猛志
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学 大学 東北学院大学　教養学部 教授 柳井　雅也

東海大学海洋学部 教授 松尾　俊彦

新潟大学経済学部 助教授 溝口　由己

財団法人環日本海経済研究所 理事長 吉田　進 特別研究員 三橋　郁雄

NPO法人 北東アジア輸送回廊ネットワーク 会長 花田　麿公 事務局長 足立　英夫

官 国 経済産業省　中部経済産業局 局長 佐藤　樹一郎 産業部長 辻　信一

財務省　東京税関 税関長 南木　通 総務部長 中山　厚

財務省　大阪税関 税関長 西村　尚剛 総務部長 山内　大二郎

財務省　名古屋税関 税関長 岡﨑　　匠 総務部長 池ノ上　　功

農林水産省　横浜植物防疫所 所長 奥富　一夫 業務部長 入江　俊

農林水産省　名古屋植物防疫所 所長 江口　寛明 統括植物検疫官 藤田　賢市

農林水産省　動物検疫所 所長 吉田　稔 検疫部長 小田　茂

道路部長 岡久　宏史

港湾空港部長 大野　正人

局長 有野　一馬 交通環境部長 荒川　和彦

第九管区海上保安本部 本部長 城野　功 交通部長 中重　充博

第八管区海上保安本部 本部長 金丸　侑二郎 交通部長 岩本　喜吉

厚生労働省　新潟検疫所 検疫所長 本間　泉 次長 水野　学

厚生労働省　大阪検疫所 検疫所長 藤川　和生 食品監視課長 小岩　裕

東京航空局　 局長 惟村　正弘 飛行場部長 樋口　嘉章

大阪航空局　 局長 武田　洋樹 飛行場部長 八鍬隆

地方自治体 新潟県　 知事 泉田　裕彦　 産業労働観光部長丸山　仁

長野県 知事 田中　康夫 商工部長 山極　一雄

富山県　 知事 石井　隆一 知事政策室長 荻澤　滋

石川県　 知事 谷本　正憲 商工労働部長 土肥　淳一

福井県　 知事 西川　一誠 産業労働部長 須藤　治

新潟市 市長 篠田　昭 都市整備局長 鎌田　秀一

オブザーバー 経済産業省　関東経済産業局 産業部長 高橋　伸一郎 流通・サービス産業課長 遠藤　伸二

オブザーバー 経済産業省　近畿経済産業局 産業部長 上村　良次 流通・サービス産業課長 薗　　利彦

国土交通省　北陸信越運輸局

国土交通省　北陸地方整備局 局長 須野原　豊
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