
B 別添 

令 和 ５ 年 ３ 月 １ ７ 日 

 中 部 地 方 整 備 局 

    

「令和4年度 水際・防災対策連絡会議（第2回）」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

１．概要 

Ｇ７広島サミット等につきましては、首脳会合が令和５年５月19日から21日に広島県広島市で開催さ

れ、また、中部地方整備局管内では、６月に三重県志摩市において、交通大臣会合が開催される予定で

す。開催地近郊の港湾に対するテロ等危害行為の発生を未然に防止するため港湾保安対策の徹底、港湾機

能の継続や市民の安全・安心の確保等を行うため、平時より水際・防災対策について関係者間との連携を

強化するとともに、非常時に即座に対応していただくため、情報の報告・共有を図るための会議です。 

 

記 

 

日 時：令和５年３月２３日（木） １４時００分～１５時３０分 

 

場 所：ＷＥＢ会議及び丸の内庁舎（本会場） 

 

議 題：水際・防災対策等に係る最近の取組状況について報告・共有 

 

       １．G７広島サミット等に向けた港湾保安対策の徹底について 

       ２．パンデミックや災害時における港湾機能の確実な維持 

 ３．「命のみなとネットワーク」の形成に向けて 

“ みなと ” を活用した災害対応支援事例集 ver.1   

       ４．ヒアリに関する対応について（仮） 

       ５．その他  

        ※ 議題につきましては、変わる可能性がございます。 

   

出席者：別紙－１のとおり 

   

対象港湾：清水港、御前崎港、田子の浦港、名古屋港、三河港、衣浦港、四日市港、 

       津松阪港、尾鷲港、鳥羽港（全１０港） 

 

令和５年３月２３日（木）に、Ｇ７広島サミット開催等に向けた港湾保安対策の徹底等につ

いて、情報の報告・共有を図るための会議を開催します。 



B 別添 

２．配布先 

中部地方整備局記者クラブ、名古屋港記者クラブ、三重県政記者クラブ、四日市市政記者クラブ、 

静岡県政記者クラブ、港湾新聞、港湾空港タイムス、日本海事新聞、海事プレス、 

マリタイムデーリーニュース 

 

３．取材について 

取材をご希望の方は、３月22日（水）１２時までに、別紙－２の 取材登録書 によりメールにて事

前登録をお願いします。なお、事前に取材登録がされていない場合でも、当日、会場にて受付を行って

いただくことにより取材可能です。取材時には腕章又は身分証明書の着用をお願いします。 

 

４．問合せ先 

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 田村（たむら）、武藤（むとう）  

Tel ０５２－２０９－６３２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

「令和４年度 水際・防災対策連絡会議」参加機関 

※順不同 

 

港湾名 組織 

名古屋港 法務省 名古屋出入国在留管理局 総務課 

名古屋港 財務省 名古屋税関 監視部 

名古屋港 厚生労働省 名古屋検疫所 

名古屋港 農林水産省 名古屋植物防疫所 

名古屋港 国土交通省 中部運輸局 海上安全環境部 

名古屋港 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 

名古屋港 海上保安庁 名古屋海上保安部 管理課 

名古屋港 環境省 中部地方環境事務所 

名古屋港 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部 防衛部 第３幕僚室 

名古屋港 防衛省 陸上自衛隊 第１０師団司令部 第４部 

名古屋港 愛知県 環境局 環境政策部 自然環境課 

名古屋港 愛知県 感染症対策局 

名古屋港 愛知県 警察本部 警備部 

名古屋港 愛知県 都市・交通局 

名古屋港 愛知県 防災安全局 

名古屋港 名古屋市 防災危機管理局 

名古屋港 名古屋市 健康福祉局 新型コロナウイルス感染症対策部 

名古屋港 名古屋市 環境局 環境企画部 

名古屋港 名古屋市 住宅都市局 都市整備部 

名古屋港 東海市 総務部 

名古屋港 知多市 総務部 

名古屋港 知多市 環境経済部 

名古屋港 弥富市 総務部 

名古屋港 飛島村 総務部 

名古屋港 名古屋港管理組合 総務部 

名古屋港 名古屋港管理組合 港営部 

名古屋港 名古屋港運協会 

名古屋港 伊勢三河湾水先区水先人会 

名古屋港 伊勢湾三河湾タグ協会 

名古屋港 東海倉庫協会 

名古屋港 東海北陸旅客船協会 

名古屋港 名古屋海運協会 

名古屋港 名古屋外国船主代理店会 

名古屋港 名古屋通関業会 

名古屋港 名古屋日本船代理店会 

名古屋港 一般社団法人 愛知県トラック協会 

名古屋港 一般社団法人 日本埋立浚渫協会 中部支部 

名古屋港 名古屋港埠頭株式会社 

名古屋港 名古屋四日市国際港湾株式会社 

 

 



別紙１ 

「令和４年度 水際・防災対策連絡会議」参加機関 

※順不同 

 

港湾名 組織 

三河港 法務省 名古屋出入国在留管理局 豊橋港出張所 

三河港 財務省 名古屋税関 豊橋税関支署 

三河港 厚生労働省 名古屋検疫所 

三河港 農林水産省 動物検疫所 中部空港支所 

三河港 農林水産省 名古屋植物防疫所 

三河港 国土交通省 中部運輸局 海上安全環境部 

三河港 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 

三河港 環境省 中部地方環境事務所 

三河港 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部 防衛部 第３幕僚室 

三河港 防衛省 陸上自衛隊 第１０師団司令部 第４部 

三河港 愛知県 環境局 環境政策部 自然環境課 

三河港 愛知県 感染症対策局 

三河港 愛知県 都市・交通局 

三河港 愛知県 防災安全局 

三河港 愛知県 三河港務所 

三河港 豊橋市 みなと振興課 

三河港 豊橋市 防災危機管理課 

三河港 豊橋市 環境部 環境保全課 

三河港 豊橋市 保健所 感染症対策室 

三河港 豊川市危機管理課 

三河港 豊川市 産業環境部 環境課 

三河港 蒲郡市 

三河港 蒲郡市 建設部 

三河港 田原市 防災局 防災対策課 

三河港 田原市 市民環境部 環境政策課 

三河港 豊橋港運協会 

三河港 蒲郡港運協会 

三河港 伊勢三河湾水先区水先人会 

三河港 蒲郡港船舶代理店会 

三河港 全日本海員組合 名古屋支部 

三河港 三河港振興会 

三河港 豊橋港港湾施設運営協議会 

三河港 豊橋港船舶代理店会 

三河港 東海倉庫協会 豊橋部会 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

「令和４年度 水際・防災対策連絡会議」参加機関 

※順不同 

 

港湾名 組織 

衣浦港 法務省 名古屋出入国在留管理局 総務課 

衣浦港 財務省 名古屋税関 豊橋税関支署 衣浦出張所 

衣浦港 厚生労働省 名古屋検疫所 

衣浦港 農林水産省 名古屋植物防疫所 南部出張所 

衣浦港 国土交通省 中部運輸局 海上安全環境部 

衣浦港 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 

衣浦港 環境省 中部地方環境事務所 

衣浦港 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部 防衛部 第３幕僚室 

衣浦港 防衛省 陸上自衛隊 第１０師団司令部 第４部 

衣浦港 愛知県 環境局 環境政策部 自然環境課 

衣浦港 愛知県 感染症対策局 

衣浦港 愛知県 都市・交通局 

衣浦港 愛知県 防災安全局 

衣浦港 愛知県 衣浦港務所 

衣浦港 半田市 建設部 

衣浦港 碧南市 建設部 

衣浦港 高浜市 都市政策部 

衣浦港 武豊町 建設部 

衣浦港 衣浦港運協会 

衣浦港 衣浦港振興会 

衣浦港 全日本海員組合 名古屋支部 

衣浦港 伊勢三河湾水先区水先人会 

衣浦港 衣浦港船舶代理店会 

衣浦港 衣浦ポートサービス株式会社 

  



別紙１ 

「令和４年度 水際・防災対策連絡会議」参加機関 

※順不同 

 

港湾名 組織 

三重県 法務省 名古屋出入国在留管理局 四日市出張所 

三重県 財務省 名古屋税関 四日市税関支署 

三重県 厚生労働省 名古屋検疫所 四日市検疫所支所 

三重県 農林水産省 動物検疫所 中部空港支所 

三重県 農林水産省 名古屋植物防疫所 四日市出張所 

三重県 国土交通省 中部運輸局 三重運輸支局 

三重県 国土交通省 中部運輸局 三重運輸支局 鳥羽海事事務所 

三重県 海上保安庁 第四管区海上保安本部 四日市海上保安部 

三重県 海上保安庁 第四管区海上保安本部 尾鷲海上保安部 

三重県 海上保安庁 第四管区海上保安本部 鳥羽海上保安部 

三重県 環境省 中部地方環境事務所 

三重県 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部 防衛部 第３幕僚室 

三重県 防衛省 陸上自衛隊 第１０師団司令部 第４部 

三重県 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 

三重県 三重県 防災対策部 災害即応・連携課 

三重県 三重県 農林水産部 

三重県 三重県 雇用経済部 観光局 

三重県 三重県 県土整備部 

三重県 三重県 警察本部 警備部 

三重県 三重県 医療保健部 

三重県 三重県 津建設事務所 

三重県 三重県 松阪建設事務所 

三重県 三重県 尾鷲建設事務所 

三重県 津市 建設部 

三重県 津市 危機管理部 

三重県 津市 健康福祉部 

三重県 津市 環境部 

三重県 四日市市 危機管理統括部 危機管理課 

三重県 四日市市 政策推進部 

三重県 四日市市 シティプロモーション部 

三重県 四日市市 環境部 

三重県 四日市市 消防本部 

三重県 四日市市 保健所 

三重県 松阪市 建設部 

三重県 尾鷲市 建設課 

三重県 尾鷲市 防災危機管理課 

三重県 鳥羽市 観光課 

三重県 川越町 安全環境課 

三重県 四日市港管理組合 経営企画部 

三重県 名古屋海運協会 

三重県 四日市海運貨物取扱業会 



別紙１ 

「令和４年度 水際・防災対策連絡会議」参加機関 

※順不同 

三重県 四日市ハーバータグ協議会 

三重県 四日市船舶代理店会 

三重県 名古屋通関業会 四日市支部 

三重県 四日市港運協会 

三重県 東海倉庫協会 三重部会 

三重県 伊勢三河湾水先区水先人会 

三重県 名古屋四日市国際港湾株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

「令和４年度 水際・防災対策連絡会議」参加機関 

※順不同 

港湾名 組織 

清水港 法務省 名古屋出入国在留管理局 静岡出張所 

清水港 財務省 名古屋税関 清水税関支署 

清水港 厚生労働省 名古屋検疫所 清水検疫所支所 

清水港 農林水産省 名古屋植物防疫所 清水支所 

清水港 農林水産省 動物検疫所 静岡出張所 

清水港 国土交通省 中部運輸局 静岡運輸支局 

清水港 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 

清水港 海上保安庁 第三管区海上保安本部 清水海上保安部 

清水港 環境省 関東地方環境事務所 野生生物課 

清水港 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部 防衛部 第３幕僚室 

清水港 防衛省 陸上自衛隊 第１師団司令部 第３科 

清水港 静岡県 交通基盤部 港湾局 

清水港 静岡県 くらし・環境部 環境局 

清水港 静岡県 健康福祉部 感染症対策局 

清水港 静岡県 清水港管理局ｃ 

清水港 静岡県警察 警備部 

清水港 静岡市 危機管理総室 

清水港 静岡市 環境局 

清水港 静岡市 保健福祉長寿局 

清水港 静岡市 海洋文化都市政策課 

清水港 静岡市 消防局 

清水港 静岡市 保健所 

清水港 静岡市 清水区 

清水港 清水港運協会 

清水港 清水港曳船三社会 

清水港 清水港再生委員会危機管理部会 

清水港 清水海運貨物取扱同業会 

清水港 清水港上屋利用組合 

清水港 清水港船舶代理店会 

清水港 清水水先区水先人会 

清水港 静岡県倉庫協会清水支部 

清水港 静岡県旅客船協会 

清水港 一般社団法人 静岡県トラック協会 

清水港 清水コンテナターミナル株式会社 

清水港 清水埠頭株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

「令和４年度 水際・防災対策連絡会議」参加機関 

※順不同 

 

港湾名 組織 

田子の浦港 法務省 名古屋出入国在留管理局 静岡出張所 

田子の浦港 財務省 名古屋税関 清水税関支署 田子の浦出張所 

田子の浦港 厚生労働省 名古屋検疫所 清水検疫所支所 

田子の浦港 農林水産省 名古屋植物防疫所 清水支所 

田子の浦港 農林水産省 動物検疫所 静岡出張所 

田子の浦港 海上保安庁 第三管区海上保安本部 清水海上保安部 

田子の浦港 国土交通省 中部運輸局 静岡運輸支局 

田子の浦港 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 

田子の浦港 環境省 関東地方環境事務所 野生生物課 

田子の浦港 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部 防衛部 第３幕僚室 

田子の浦港 防衛省 陸上自衛隊 第１師団司令部 第３科 

田子の浦港 静岡県 田子の浦港管理事務所 

田子の浦港 富士市 

田子の浦港 静岡県警察 富士警察署 

田子の浦港 富士市 消防本部 

田子の浦港 田子の浦水先区水先人会 

田子の浦港 一般社団法人 静岡県トラック協会 富士支部 

田子の浦港 田子の浦埠頭株式会社 

  



別紙１ 

「令和４年度 水際・防災対策連絡会議」参加機関 

※順不同 

 

港湾名 組織 

御前崎港 法務省 名古屋出入国在留管理局 静岡出張所 

御前崎港 財務省 名古屋税関 清水税関支署 御前崎出張所 

御前崎港 厚生労働省 名古屋検疫所 清水検疫所支所 

御前崎港 農林水産省 名古屋植物防疫所 清水支所 静岡空港出張所 

御前崎港 農林水産省 動物検疫所 静岡出張所 

御前崎港 国土交通省 中部運輸局 静岡運輸支局 

御前崎港 海上保安庁 第三管区海上保安本部 御前崎海上保安署 

御前崎港 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 

御前崎港 環境省 関東地方環境事務所 野生生物課 

御前崎港 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部 防衛部 第３幕僚室 

御前崎港 防衛省 陸上自衛隊 第１師団司令部 第３科 

御前崎港 静岡県 御前崎港管理事務所 

御前崎港 静岡県警察 菊川警察署 

御前崎港 御前崎市 危機管理部 

御前崎港 御前崎市 病院事務部 

御前崎港 御前崎市 建設経済部 

御前崎港 御前崎市 消防本部 

御前崎港 牧之原市 総務部 

御前崎港 牧之原市 健康推進部 

御前崎港 牧之原市 産業経済部 

御前崎港 牧之原市 市民生活部 

御前崎港 静岡県トラック協会 中遠支部 

御前崎港 御前崎埠頭株式会社 

 



B 別添 

 

 

 

メール送信先：pa.cbr-bouki@mlit.go.jp 

（国土交通省 中部地方整備局 港湾空港防災・危機管理課 宛） 

 

取 材 登 録 
 

※取材をご希望の場合は、事前に以下の記載事項を電子メールにて送付いただくようお願

いいたします 

 

 

【メール件名】 

     （取材登録）令和 4 年度 水際・防災対策連絡会議（第 2 回） 

 

 【記載事項】 

 １．報道機関名 

 

 ２．取材者（複数名の場合は代表者） 

   ①ご氏名 

   ②ご役職 

   ③取材人数 

 

 ３．連絡先 

      ①電話番号 

      ②当日に連絡可能な携帯電話番号（３．①と同じ場合は不要） 

 

    ４．注意事項 

      ○災害等発生時には、止むを得ず中止・延期する場合がございます。 

      ○中止・延期が決定した場合、当日８：３０までに連絡いたします。 

 

（メール本文に直接入力し、送付いただく形で問題ございません。）。 

 

申込締切：令和５年３月２２日(水) 1２時 

・可能な限り少人数でお越しください。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応として、発熱等の症状がある方は取材への参

加はお控えいただきますようお願いいたします。 

・当日は検温、消毒等にご協力ください。 

・取材当日は、担当者の指示に従って下さい。 

・取材時には、必ず腕章又は身分証明書を着用いただくようお願いします。着用がない場合は、

取材をご遠慮いただく場合があります。 

《留意事項》 

別紙－２ 
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