
 

 

 

 

北陸地域の物流戦略を考える会議開催 
 

 

平成３０年３月１５日（木）に新潟市内において、「北陸地域国際

物流戦略チーム幹事会」を開催いたします。 

北陸地域国際物流戦略チーム幹事会では北陸地域の経済団体、

物流団体、港湾関連会社、学識経験者等が会し、物流に係わる課

題・施策について幅広い意見・情報交換を行うことを目的に議論を

行います。 

今回の幹事会では、今後の発生が懸念されている首都直下地震

等における日本海側のバックアップの取り組みや「現代版北前船構

想」の取り組み等について報告します。 
 

記 

 

■北陸地域国際物流戦略チーム 

平成２９年度 北陸地域国際物流戦略チーム幹事会 

日 時： 平成３０年３月１５日（木） １４：００～１６：００ 

場 所： 新潟美咲合同庁舎２号館 

 ４階共用会議室 

 住所：新潟県新潟市中央区美咲町１－２－１ 

議 事： ①「広域バックアップ専門部会」の取り組みについて 

 ②「北陸地域港湾の事業継続計画協議会」の取り組みについて 

 ③国際物流の取り組みについて 

 ④各県における物流に関する取り組みについて 

 ⑤「現代版北前船構想」の取り組みについて 

  

 
 

北陸地方整備局 

北陸信越運輸局 

記者発表 

配 布 日 時 

平成 30 年 3 月 13 日 

 

同時発表記者クラブ 

新潟県政記者クラブ    長野県庁会見場 

新県政記者クラブ      富山県政記者クラブ 

新潟市政記者クラブ    石川県政記者クラブ 

長野市政記者クラブ    福井県政記者クラブ 

専門紙 

【問い合わせ先】 

    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 関口
せきぐち

 忠志
た だ し

 

課長補佐 山本
やまもと

 浩司
ひ ろ し

 

TEL 025-370-6706 

FAX 025-280-8783 
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「北陸地域国際物流戦略チーム」幹事会 会場案内図 

 

＜美咲合同庁舎2号館までの交通のご案内＞ 

■電車：JR「新潟駅」下車→万代口バス停→路線バス（約２５分） 

JR「新潟駅」下車→万代口or南口→タクシー（約１５分） 

■お車：北陸自動車道「新潟西IC」→新潟バイパス経由（約１０分） 

■空港：新潟空港よりバスで「新潟駅」まで約３３分→万代口バス停→路線バス（約２５分） 

新潟空港よりバスで「新潟駅」まで約３３分→タクシー（約１５分） 

 

 

平成２８年度の北陸地域国際物流戦略チーム 幹事会の状況 

 

＜用語の説明＞ 

○北陸地域国際物流戦略チーム 

北陸地域の物流に係る課題・施策について、幅広い意見・情報交換を行うとともに、問題意識を

共有し具体的な施策を検討するため、経済団体、物流団体、港湾関連会社、航空関連会社、学識

経験者、諸官公庁等から構成されている組織で、平成１８年８月に設置。 



      別紙－２ 

平成２９年度 北陸地域国際物流戦略チーム 幹事会名簿

 

産 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新潟支店 担当課長

日本貨物鉄道株式会社南東京支店長野営業所 所長

日本貨物鉄道株式会社金沢支店 副支店長

港湾関連会社 新日本海フェリー株式会社 取締役新潟支店長

株式会社新潟国際貿易ターミナル 業務部長

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 常務執行役員

直江津海陸運送株式会社 常務取締役

伏木海陸運送株式会社 国際物流部長

七尾海陸運送株式会社 専務取締役

株式会社 金沢港運 取締役

敦賀海陸運輸株式会社 常務取締役

航空関連会社 新潟国内航空貨物運送協会 事務局長

新潟空港ビルディング株式会社 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

区分 所属・機関名および職位等
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平成２９年度 北陸地域国際物流戦略チーム 幹事会名簿 

 

学 大学 東北学院大学　教養学部 教授

新潟大学　経済学部 准教授

公益財団法人環日本海経済研究所 調査研究部長・主任研究員

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 次長

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　港湾空港部 計画企画官

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

国土交通省　北陸地方整備局　港湾空港部 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

区分 所属・機関名および職位等



 

取 材 要 領 

1. 事前申し込みについて 

 当日取材を希望される方は、北陸地方整備局 港湾空港部 クルーズ振興・港湾物流企画室までＦＡＸ

にて事前申込みをお願いします。 

 

（１） 申込期日は厳守でお願いします。（３月１４日（水）１７時００分必着） 

・ 申込先（ＦＡＸ番号） ： ０２５－２８０－８７８３ 

・ 担当 ： 国土交通省 北陸地方整備局 クルーズ振興・港湾物流企画室 関口、山本 

※ 申込期日に間に合わない場合は、取材が出来ない場合があります。 

 

（２） 別紙取材申込書に以下の事項を記載して下さい。 

・ 所属クラブ名 

・ 会社名及び部署名 

・ 取材者の役職・氏名（取材者全員の役職・氏名を記載願います。） 

・ 取材希望 

・ 連絡先（代表者１名で可） 

 

2. 取材時の留意事項について 

（１）受付場所 

・ 受付場所： 新潟美咲合同庁舎２号館 １Ｆ 

・ 受付時間： 13:20～ 

 

（２）注意事項 

   ・ 取材中は身分証明書、自社腕章を必ず着用し、係員の指示に従って下さい。 
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取 材 申 込 書 

 

取材を希望する場合は、この様式により、下記連絡先までＦＡＸでお申し込み下さい。 

 

FAX ０２５－２８０－８７８３ 

 

申込み締切は、３月１４日（水）１７時００分です。 

 

所属クラブ（所属するクラブに○をつけて下さい） 

 
・新潟県政記者クラブ  ・新県政記者クラブ   ・新潟市政記者クラブ  

   
・長野市政記者クラブ  ・長野県庁会見場    ・富山県政記者クラブ  

 
・石川県政記者クラブ  ・福井県政記者クラブ  ・専門紙 

 

会社名及び部署名 

 

 

 

 

取材者 役職・氏名（全員の役職・氏名を記載願います。） 

 

①（代表者）                           

②                                 

③                                 

④                                 

 

連絡先（代表者の連絡先） 

 

 

 

 

 

上記のとおり、取材を申し込みます。 

 

 

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 あて
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