
令和3年6月3日
（順不同・敬称略）

区分 氏 名 所 属 職 名 出　欠 代理 随行

座 長 中原　正顕 国土交通省　中部地方整備局　港湾空港部 港湾空港部長 出席

山口　剛史 一般社団法人　中部経済連合会 防災・環境部長 出席

田口　一規 東海商工会議所連合会（名古屋商工会議所）
理事・企画調整部長
（名古屋商工会議所） 出席 （代理）柵木 大輔

牟田　光良 一般社団法人　愛知県トラック協会 専務理事 web出席 (web代理)河合 基晴

川方　尚 一般社団法人　三重県トラック協会 専務理事 欠席

菊川　幸信 東海港運協会（名古屋港運協会） 常務理事 出席

長谷川　茂人 伊勢湾三河湾タグ協会（名古屋汽船） 会長 出席 （代理）増子 稔

二宮　勉 東海内航海運組合 専務理事 出席

原　弘三 中部沿海海運組合 理事長 web出席

松浦　一夫 全国内航タンカー海運組合　東海支部 支部長 欠席

村瀬　千里 外国船舶協会 専務理事 欠席

小林　勝次 名古屋海運協会 会長 出席 （代理）久原 真幸

福武　章夫 東海北陸旅客船協会 会長 欠席

藤田　義朝 公益社団法人　伊勢湾海難防止協会 専務理事 出席

小鹿　邦博 伊勢三河湾水先区　水先人会 会長 出席 (代理）酒井 光義

新井　優 日本貨物鉄道株式会社　東海支社 副支社長 欠席

岡田　康延 名古屋臨海鉄道株式会社　総務部 総務部長 欠席

西村　浩幸 名古屋臨海高速鉄道株式会社 常務取締役　総務部長 出席

小川　康一 衣浦臨海鉄道株式会社　業務部 取締役　業務部長 出席 (代理）冨田 昭則

半田　雄一 石油連盟 調査・流通業務部長 web出席 (web代理)植松 大志

伊藤　裕明 中部電力株式会社　総務・広報・地域共生本部　防災グループ 防災グループ長 web出席 (web代理)内山 陽一朗

武居　正樹 東邦ガス株式会社　生産計画部
生産計画第二グルー
プ マネジャー

web出席

山口　和彦 一般社団法人　日本埋立浚渫協会　中部支部 支部長 出席 （代理）笹岡 信正

嶋本　孝 中部港湾空港建設協会連合会 理事 出席

梅田　次男 一般社団法人　日本海上起重技術協会　中部支部　 副支部長 出席 （代理）梅田 宜嗣

小島　徳明 全国浚渫業協会　東海支部 支部長 出席

大津　光孝 一般社団法人　港湾技術コンサルタンツ協会 理事 出席

山田　昌人 一般社団法人　日本潜水協会　中部支部 支部長 出席 （代理）太田 一之

小椋　進 一般財団法人　港湾空港総合技術センター　中部支部 支部長 出席

牧村　直樹 一般社団法人　海洋調査協会
理事（中部地区担当）
中部支部長 出席 （代理）小木曽 武則 谷貝 明男

森　哲也 愛知県　都市・交通局 都市・交通局長 出席 （代理）神谷 英次 酒井 達也

水野　宏治 三重県　県土整備部　 県土整備部長 web出席 （web代理）松橋 陽一郎 （web）古野 達也

浅井　康則 名古屋港管理組合　総務部 危機管理監 web出席 （web）北原 寛之

北原　政宏 四日市港管理組合 経営企画部理事 web出席

野村　和久 法務省　出入国在留管理庁　名古屋出入国在留管理局 総務課長 欠席

津田　秀夫 財務省　名古屋税関 総務部長 web出席 （web代理）本多 正典 （web）山本 美佳

松下　博佳 厚生労働省　名古屋検疫所 次長 出席

白石　正美 農林水産省　名古屋植物防疫所
統括植物検疫官
（総括及び本船貨物
担当）

web出席

浅井　雅俊 農林水産省　動物検疫所　中部空港支所 次長 出席

中野　昌英 防衛省　陸上自衛隊　第10師団　司令部 第4部長 欠席

森　陸晃 防衛省　海上自衛隊　横須賀地方総監部　防衛部 第3幕僚室長 欠席

苔口　聖史 国土交通省　中部運輸局　交通政策部 交通政策部長 出席

尾嶋　暢幸 国土交通省　中部運輸局　海事振興部 海事振興部長 web出席

池上　浩之 海上保安庁　第四管区海上保安本部　警備救難部 警備救難部長 web出席 （web代理）大村 将稔

佐藤　まりこ 海上保安庁　第四管区海上保安本部　海洋情報部 海洋情報部長 出席

福木　俊朗 海上保安庁　第四管区海上保安本部　交通部 交通部長 出席 瀬高 重樹、西村 善政

竹内　宏 国土交通省　中部地方整備局　防災室 総括防災調整官 web出席 （web代理）細野 貴司

堀　謙一郎 国土交通省　中部地方整備局　河川部 河川情報管理官 web出席 （代理）臼田 文昭

伏木　章尋 国土交通省　中部地方整備局　道路部 道路情報管理官 出席 （代理）宮林 克行

藤田　亨 国土交通省　中部地方整備局　名古屋港湾事務所 事務所長 出席 福田 眞人

鴫原　茂 国土交通省　中部地方整備局　三河港湾事務所 事務所長 web出席 （web）佐藤 友紀

日置　幸司 国土交通省　中部地方整備局　四日市港湾事務所 事務所長 出席

神谷　一弘 国土交通省　中部地方整備局　名古屋港湾空港技術調査事務所 事務所長 出席

小野 憲司 京都大学　経営管理大学院 客員教授 出席

富田 孝史 名古屋大学大学院　環境学研究科　都市環境学専攻 教授 出席

金子　英俊 出光興産株式会社　愛知製油所 安全環境室長 web出席 （web代理）阿部 隼人

森嶋　誠 コスモ石油株式会社　四日市製油所 技術課長 web出席

金井 信宏 環境省　中部地方環境事務所 資源循環課長 web出席 （web代理）野口 淳一郎

亀井　敏之 経済産業省　中部経済産業局 総務課長 web出席 （web代理）安藤 憲一 （web）渡邉 真俊

宮本　卓次郎 日本大学　理工学部　海洋建築工学科 客員教授 出席

野上　雄介 国土交通省　港湾局　海岸・防災課　災害対策室 専門官 web出席

小山　真人 国土交通省　中部地方整備局　港湾空港部 港湾空港企画官 欠席

横田　勉 国土交通省　中部地方整備局　港湾空港部 港湾危機管理官 欠席

飯田　基 国土交通省　中部地方整備局　港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課長 出席

宮原　祐二 国土交通省　中部地方整備局　港湾空港部　港湾空港防災・危機管理課 課長補佐 出席

岩田　尚晃 国土交通省　中部地方整備局　港湾空港部　港湾空港防災・危機管理課 広域防災係長 出席
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