
(公社)関西経済連合会 会　長 本部長 森　　詳介 出席 会　長 森　　詳介

国土・広域基盤委員会　物流担当委員長 安藤　圭一 出席 国土・広域基盤委員会　物流担当委員長 安藤　圭一

大阪商工会議所 会　頭 佐藤　茂雄 欠席

神戸商工会議所 会　頭 大橋　忠晴 欠席

京都商工会議所 会　頭 立石　義雄 欠席

和歌山商工会議所 会　頭 片山　博臣 欠席

(公社)日本ロジスティクスシステム協会 専務理事 徳田　雅人 代理 関西支部（西日本担当）部長 須山　泰木

(一社)日本船主協会　阪神地区船主会 議　長 安居　尚 代理 事務局長 後藤　繁樹

外国船舶協会 （随時選出） （随時選出） 欠席

大阪港運協会 会　長 溝江　輝美 欠席

兵庫県港運協会 会　長 佐伯　邦治 出席 会長 佐伯　邦治

和歌山港運協会 会　長 西村　雅臣 欠席

大阪海運貨物取扱業会 理事長 髙橋　健一 代理 副理事長 米澤　隆弘

神戸海運貨物取扱業組合 理事長 須藤　明彦 出席 理事長 須藤　明彦

関西国際航空貨物運送協会 会　長 松本　義之 出席 会　長 松本　義之

大阪地方通運業連盟 会　長 田淵　秀明 代理 事務局長 片山　安夫

(一社)近畿トラック協会 会　長 坂本　克己 代理 専務理事 桐原　正明

日本貨物鉄道(株)　関西支社 支社長 神立　哲男 出席 支社長 神立　哲男

大阪フェリー協会 会　長 阿部　哲夫 代理 専務理事 白野  哲也

大阪海運組合 理事長 藤原　　浩 代理 専務理事 香川　幹夫

兵庫海運組合 理事長 大東　洋治 欠席

和歌山県海運組合 理事長 小林　道明 代理 専務理事 紺野　剛

近畿倉庫協会連合会 会　長 柴山　恒晴 出席 会　長 柴山　恒晴

兵庫県倉庫協会 会　長 森本　啓久 欠席

近畿冷蔵倉庫協議会 会　長 西願　廣行 代理 事務局長 遠藤　嘉彦

議　長 阿部　英二 代理 貨物分科会議長 若宮　正吾

新関西国際空港(株) 代表取締役社長 安藤　圭一 出席 代表取締役社長 安藤　圭一

代表取締役社長 山澤　倶和 出席 代表取締役社長 山澤　倶和

西日本高速道路(株)　関西支社 執行役員　関西支社長 村尾　光弘 出席 執行役員　関西支社長 村尾　光弘

本州四国連絡高速道路（株） 代表取締役社長 三原　修二 代理 企画部長 桑原　徹郎

阪神国際港湾(株) 代表取締役社長 川端 芳文 出席 代表取締役社長 川端 芳文

国際物流戦略チーム第11回本部会出席者名簿

機関名 本部員 出席者

産

日時：平成27年3月18日（水）13：30～14：50

場所：ホテル大阪ベイタワー　４階　ベイタワーホール

阪神高速道路(株)

関西国際空港航空会社運営協議会（ＡＯＣ）

阪神国際港湾(株) 代表取締役社長 川端　芳文 出席 代表取締役社長 川端　芳文

名誉教授 黒田　勝彦 出席 名誉教授 黒田　勝彦

外国語学部教授 宮下　國生 出席 外国語学部教授 宮下　國生

ロジスティクス経営士 上村　多恵子 出席 ロジスティクス経営士 上村　多恵子

総務省 近畿総合通信局 局　長 奥　英之 代理 情報通信部長 笠木　繁樹

近畿財務局 局　長 冨永　哲夫 代理 総務部長 山岸　晃

財務省 大阪税関 税関長 後藤　真一 出席 税関長 後藤　真一

神戸税関 税関長 山村　武史 出席 税関長 山村　武史

経済産業省 近畿経済産業局 局　長 関　総一郎 代理 産業部流通・サービス産業課　課長補佐 東野　慶子

近畿地方整備局 局　長 副本部長 森　昌文 出席 局　長 森　昌文

近畿運輸局 局　長 副本部長 土屋　知省 出席 局　長 土屋　知省

国土交通省 神戸運輸監理部 運輸監理部長 安藤　　昇 出席 運輸監理部長 安藤　　昇

大阪航空局 局　長 副本部長 蒲生　猛 出席 局　長 蒲生　猛

第五管区海上保安本部 本部長 菅野　孝一 代理 次　長 平田　友一

法務省 大阪入国管理局 局　長 伊東　勝章 出席 局　長 伊東　勝章

関西空港検疫所 所　長 片山　友子 出席 所　長 片山　友子

厚生労働省 大阪検疫所 所　長 笠松　美惠 欠席

神戸検疫所 所　長 井村　俊郎 出席 所　長 井村　俊郎

神戸植物防疫所 所　長 阪村　基 出席 所　長 阪村　基

農林水産省 動物検疫所関西空港支所 支所長 渕上　誠 出席 支所長 渕上　誠

動物検疫所神戸支所 支所長 守野　繁 出席 支所長 守野　繁

滋賀県 知　事 三日月　大造 代理 商工観光労働部企業誘致推進室　主幹 若林　秀一

京都府 知　事 山田　啓二 代理 建設交通部港湾課長 大石　耕造

大阪府 知　事 松井　一郎 代理 大阪府政策企画部戦略事業室　副理事 魚谷　憲

関係自治体 兵庫県 知　事 井戸　敏三 代理 県土整備部土木局港湾課　主幹 菅野　長久

奈良県 知　事 荒井　正吾 代理 県土マネジメント部地域交通課　課長補佐 森口　尚紀

和歌山県 知　事 仁坂　吉伸 代理 企画部地域振興局　総合交通政策課長 鈴木　孝志

大阪市 市　長 橋下　　徹 代理 港湾局計画整備部長 藪内　弘

堺市 市　長 竹山　修身 代理 建築都市局都市再生部臨海整備課　参事 相馬　昇

神戸市 市　長 久元　喜造 代理 みなと総局技術部計画課　係長 和田　秀俊

オブザーバー 関西広域連合 本部事務局長 中塚　則男 代理 本部事務局計画課長 立石　和史

神戸大学

学

官

関西外国語大学

ロジスティクス経営士


