
 
 

                      

令和４年６月１５日 
九 州 地 方 整 備 局 

「水際・防災対策連絡会議」を６月１７日（金）に開催します 

～九州地方整備局管内の重要港湾以上２８港を対象に合同開催～ 

梅雨時の大雨や台風襲来による出水期を迎えるにあたり、九州地方整備局管内の２８港湾

において、水際対策や防災対策に関する情報の共有や所要の対策に係る連絡調整を円滑に進

めるため、合同で会議を開催します。 

※本会議はＷｅｂ会議方式により開催します。 

 

記  

 

１．日 時 令和４年６月１７日（金） 

第１部 11:00～ 1時間程度 

（下関港・福岡県内各港・佐賀県内各港・大分県内各港） 

         第２部 14:00～ 1時間程度 

         （長崎県内各港・熊本県内各港・宮崎県内各港・鹿児島県内各港） 

          ※第１部・２部は同じ内容です。 

２．場 所 東福第２ビル１０１会議室（福岡市博多区博多駅東二丁目９－５） 

        ※各港の参加者とは、Ｗｅｂでつなぎます。 

３．議  題  

① 出水期における防災態勢の強化について 

② 海底火山「福徳岡ノ場」の噴火に係る港湾分野の対応 

③ 福島沖を震源とする地震における港湾分野の対応 

④ 直近のクルーズの受入の動向について 

⑤ 九州地方港湾におけるヒアリ侵入状況確認調査について 

 

４．名  簿 別紙－１のとおり 

＜取材について＞ 

 ※取材をご希望の方は、６月１６日（木）１２時までに、別紙－２の 取材登録書 により、 

ＦＡＸ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、並びに新型コロナウィルス感染拡大防止のためマスク 

の着用をお願いします。 

※当日、カメラ撮りは冒頭の挨拶までとし、その後は退席して頂きます。会議終了後、個別 

に質疑応答の対応を行いますのでご了承ください。 

 

 

 

【問い合わせ先】 
国土交通省 九州地方整備局 港湾空港部 港湾空港企画官    山 口 隼 人 

 港湾危機管理官   三 浦 正 晴 
 TEL ０９２－４１８－３３９６ 

（港湾危機管理官室 ） 



九州地方整備局管内　水際・防災対策連絡会議構成メンバー一覧 令和４年４月１日現在

１．下関港水際・防災対策連絡会議（組織２５＋事務局２＝２７）

順不同

構成メンバー

所属 役職名

〈国）

1 法務省　出入国在留管理庁　広島出入国在留管理局　下関出張所 出張所長

2 財務省　下関税関支署 支署長

3 厚生労働省　福岡検疫所門司検疫所支所 支所長

4 農林水産省　門司植物防疫所　下関出張所 出張所長

5 農林水産省　動物検疫所門司支所 所長

6 国土交通省　九州運輸局　下関海事事務所 所長

7 海上保安庁　門司海上保安部 門司海上保安部長

8 海上保安庁　下関海上保安署 下関海上保安署長

9 環境省　中国四国地方環境事務所　野生生物課 課長

10 陸上自衛隊　第17普通科連隊本部 第17普通科連隊長

11 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

〈県）

12 山口県警察本部 警備部　警備課長

13 山口県警察本部 外事課長

14 山口県警察　下関警察署 署長

15 山口県警察　長府警察署 署長

〈市〉

16 下関市　港湾局 局長

17 下関市消防局 消防局長

18 下関市保健部（下関市立下関保健所） 部長（所長）

〈関係団体〉

19 下関港湾協会 会長

20 下関港運協会 会長

21 山口県倉庫協会 事務局長

22 関門水先区水先人会 会長

23 （一社）日本埋立浚渫協会　九州支部 支部長

24 関釜フェリー（株） 取締役

25 全日本海員組合　九州関門支部 地方支部長

〈事務局〉

26 九州地方整備局 副局長

27 九州地方整備局　下関港湾事務所 所長

２．北九州港水際・防災対策連絡会議（組織３８＋事務局２＝４０）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　北九州出張所 所長

2 財務省　門司税関 監視部長

3 厚生労働省　福岡検疫所門司検疫所支所 支所長

4 農林水産省　動物検疫所門司支所 所長

5 農林水産省　門司植物防疫所 所長

6 国土交通省　九州運輸局　福岡運輸支局 次長

7 海上保安庁　門司海上保安部 門司海上保安部長

8 海上保安庁　若松海上保安部 部長

9 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

10 陸上自衛隊第４０普通科連隊 第３科長

11 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

12 福岡県警察　門司警察署 署長

13 福岡県警察　若松警察署 署長

（市）

14 北九州市　港湾空港局 局長

15 北九州市　危機管理室　危機管理課 危機管理室長

16 北九州市　保健福祉局　新型コロナウイルス感染症医療対策部　感染症医療対策課 新型コロナウイルス感染症医療対策部長

17 北九州市　消防局　救急部　救急課 救急部長

18 北九州市　環境局　環境監視課 環境監視部長

（関係団体）

19 全日本海員組合　九州関門地方支部 地方支部長

20 全日本港湾労働組合　九州地方関門支部 執行委員長

21 北九州港湾建設協会 会長

22 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

23 （一社）日本船主協会九州地区船主会 議長

24 関門港運協会 会長

25 小倉地区港運協会 会長

26 洞海港運協会 会長

27 門司エーゼント会 （株）ホーム・リンガ商会　　　代表取締役社長

28 関門タグ事業者協会 会長

29 響灘･洞海タグ協会 会長

30 関門地区旅客船協会 常務理事

31 内海水先区水先人会 会長

32 関門水先区水先人会 会長

33 九州水曜会＜幹事会社：㈱商船三井＞ 支店長

34 八水会 常任幹事

35 八幡港友会 会長

36 北九州埠頭（株） 代表取締役社長

No 備考

No
構成メンバー

備考
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順不同

所属 役職名

37 関門コンテナターミナル（株） 代表取締役社長

38 新門司港利用関係者　　　　　業務連絡会 事務局

（事務局）

39 九州地方整備局 副局長

40 九州地方整備局　北九州港湾・空港整備事務所 所長

３．博多港水際・防災対策連絡会議（組織３２＋事務局２＝３４）

順不同

所属 役職名

（国）

1 財務省　門司税関　博多税関支署 博多税関支署長

2 出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　博多港出張所 統括審査官

3 厚生労働省　福岡検疫所 所長

4 農林水産省　動物検疫所　門司支所　博多出張所 出張所長

5 農林水産省　門司植物防疫所　福岡支所 支所長

6 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

7 陸上自衛隊　福岡駐屯地 第４師団　司令部　第３部長

8 海上自衛隊　佐世保地方総監部 防衛部　第３幕僚室長

9 国土交通省　九州運輸局 海上安全環境部長

10 海上保安庁　福岡海上保安部 福岡海上保安部長

（県）

11 福岡県警察　東警察署 署長

12 福岡県警察　博多臨港警察署 署長

13 福岡県　保健医療介護部　がん感染症疾病対策課 課長

（市）

14 福岡市　港湾空港局 理事

15 福岡市　消防局　警防部 警防部長

16 福岡市　保健福祉局　健康医療部 健康医療部長

17 福岡市　環境局　環境監理部 環境監理部長

18 福岡市　市民局　防災・危機管理部 部長

（関係団体）

19 博多港開発・西部ガス共同事業体(博多港国際ターミナル等指定管理者) 博多港開発（株）　取締役

20 博多港ふ頭株式会社 代表取締役社長

21 一般社団法人　日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

22 福岡市港湾建設協会 会長

23 福岡地区石油コンビナート等特別防災区域協議会 会長

24 博多港エージェント会 幹事

25 一般社団法人　博多港振興協会 会長

26 福岡地区旅客船協会 会長

27 博多港タグ事業協同組合 理事長

28 博多港湾労働組合協議会 議長

29 博多港運協会 会長

30 博多水先区水先人会 会長

31 全日本海員組合　九州関門支部 地方支部長

（有識者）

32 九州大学病院　グローバル感染症センター センター長

（事務局）

33 九州地方整備局 副局長

34 九州地方整備局　博多港湾・空港整備事務所 所長

４．三池港水際・防災対策連絡会議（組織２２＋事務局２＝２４）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　熊本出張所 所長

2 財務省　長崎税関　三池税関支署 支署長

3 厚生労働省　福岡検疫所 所長

4 国土交通省　九州運輸局　海上安全環境部 海事保安・事故対策調整官

5 海上保安庁　三池海上保安部 三池海上保安部長

6 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

7 陸上自衛隊　西部方面混成団 防衛班長

8 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

9 福岡県　県土整備部　港湾課 技監

10 福岡県　南筑後県土整備事務所 所長

11 福岡県　総務部　防災危機管理局 防災企画課長

12 福岡県　保健医療介護部　がん感染症疾病対策課 がん感染症疾病対策課長

13 福岡県警察　大牟田警察署 警備課長

（市）

14 大牟田市　防災危機管理室 室長

15 大牟田市　消防本部 警防課長

（関係団体）

16 全日本海員組合　九州関門地方支部 地方支部長

17 島原海湾水先区水先人会 会長

18 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

19 三池港物流（株） 管理部長

20 三池製錬（株） 管理部長

21 三井化学（株） 大牟田工場 安全・環境部 安全・環境課長

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考
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順不同

所属 役職名

22 全農エネルギー（株）　有明石油基地 所長

（事務局）

23 九州地方整備局 副局長

24 九州地方整備局　博多港湾・空港整備事務所 所長

５．苅田港水際・防災対策連絡会議（組織３３＋事務局２＝３５）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　北九州出張所 所長

2 財務省　門司税関　苅田出張所 出張所長

3 農林水産省　門司植物防疫所 所長

4 国土交通省　九州運輸局　福岡運輸支局 次長

5 海上保安庁　門司海上保安部 門司海上保安部長

6 海上保安庁　門司海上保安部　苅田海上保安署 苅田海上保安署長

7 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

8 陸上自衛隊第４０普通科連隊 第３科運用訓練幹部

9 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

10 福岡県警察　行橋警察暑 署長

11 福岡県　総務部　防災危機管理局 防災企画課長

12 福岡県　県土整備部　港湾課 技監

13 福岡県　保健医療介護部　がん感染症疾病対策課 がん感染症疾病対策課長

14 福岡県　苅田港務所 所長

（町）

15 苅田町　交通商工課 課長

16 苅田町　消防本部 苅田町消防署　署長

（関係団体）

17 全日本海員組合　九州関門地方支部 地方支部長

18 苅田地区港運協会 会長

19 内海水先区水先人会 会長

20 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

21 苅田港海陸運送（株） 営業課・代理店課　課長

22 九州電力（株）苅田発電所 オペレーショングループ長

23 商船三井フェリー（株） 苅田支店長

24 筑豊砿産（株） 代表取締役

25 グリーンシッピング（株）苅田営業所 曳船事業部長兼苅田営業所長

26 三菱マテリアル（株）九州工場　原燃料リサイクル部 部長

27 宇部興産（株）建設資材カンパニー　生産・技術本部　苅田セメント工場 工場長

28 日産専用船（株）九州事務所 営業部長

29 日産自動車（株）　サプライチェーンマネジメント本部　日本物流部　車両物流グループ 主担

30 福島海運（株） 代表取締役

31 西日本高速道路（株）九州支社　北九州高速道路事務所 統括課長

32 鶴丸海運（株） 執行役員船舶部部長

33 麻生セメント（株）苅田工場 総務課長

（事務局）

34 九州地方整備局 副局長

35 九州地方整備局　苅田港湾事務所 所長

６．佐賀県港湾水際・防災対策連絡会議（組織４１＋事務局２＝４３）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　佐賀出張所 所長

2 財務省　門司税関　伊万里税関支署 伊万里税関支署長

3 厚生労働省　福岡検疫所 所長

4 厚生労働省　福岡検疫所　佐世保出張所 出張所長

5 農林水産省　門司植物防疫所　福岡支所　伊万里出張所 出張所長

6 国土交通省　九州運輸局　佐賀運輸支局（唐津庁舎） 次長

7 海上保安庁　第七管区海上保安本部　唐津海上保安部 唐津海上保安部長

8 海上保安庁　第七管区海上保安本部　唐津海上保安部　伊万里海上保安署 署長

9 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

10 陸上自衛隊　西部方面混成団 防衛班長

11 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

12 佐賀県　危機管理防災課 課長

13 佐賀県 地域交流部　港湾課 課長

14 佐賀県　健康福祉部　健康増進課 課長

15 佐賀県　唐津土木事務所 所長

16 佐賀県　伊万里土木事務所 所長

17 佐賀県警察　唐津警察署 署長

18 佐賀県警察　伊万里警察署 署長

（市）

19 唐津市　総務部 部長

20 唐津市　都市整備部 部長

21 唐津市　保健福祉部 部長

22 唐津市　消防本部 消防長

23 伊万里市　総務部 部長

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考
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順不同

所属 役職名

24 伊万里市　建設農林水産部 建設農林水産部長

25 伊万里市　健康福祉部 健康福祉部長

26 伊万里・有田消防本部 消防長

（関係団体）

27 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

28 （公社）佐賀県トラック協会 事務局長

29 佐賀県旅客船協会 会長

30 佐賀県海運組合 理事長

31 佐賀県港湾建設協会 唐津土建工業㈱営業部

32 唐津港振興会 会長

33 ＥＮＥＯＳグローブガスターミナル（株）唐津ガスターミナル 所長

34 九州郵船（株） 海務部　副部長

35 グリーンシッピング(株)唐津営業所 所長代理

36 （株）奈雅井 取締役業務部長

37 松浦通運（株） 港湾物流部　　副部長

38 伊万里国際コンテナターミナル（株） 事務局長

39 （株）伊万里鉄鋼センター 生産業務部長

40 全日本海員組合　九州関門地方支部 地方支部長

（有識者）

41 佐賀県　唐津保健福祉事務所 保健監

（事務局）

42 九州地方整備局 副局長

43 九州地方整備局　唐津港湾事務所 所長

７．長崎港水際・防災対策連絡会議（組織４１＋事務局２＝４３）

順不同

所属 役職名

（国）

1 財務省　長崎税関 監視部長

2 出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　長崎出張所 出張所長

3 厚生労働省　福岡検疫所　長崎検疫所支所 支所長

4 農林水産省動物検疫所門司支所長崎空港出張所 出張所長

5 農林水産省　門司植物防疫所　福岡支所　長崎出張所 出張所長

6 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

7 海上自衛隊佐世保地方総監部 防衛部第３幕僚室長

8 陸上自衛隊　第4師団　第16普通科連隊第３科 運用訓練幹部

9 国土交通省　九州運輸局　長崎運輸支局 支局長

10 海上保安庁　長崎海上保安部 長崎海上保安部長

（県）

11 長崎県警察本部　警備部警備課 課長

12 長崎県　危機管理監 危機管理監

13 長崎県　土木部 部長

14 長崎県　福祉保健部 部長

15 長崎県　県民生活環境部　自然環境課 課長

16 長崎県　土木部　港湾課 課長

17 長崎県　長崎港湾漁港事務所 所長

（市）

18 長崎市　危機管理監 危機管理監

19 長崎市　消防局 消防局長

20 長崎市　市民健康部 部長

21 長崎市　環境部　環境政策課 課長

22 長崎市　保健所 保健所長

23 長崎市　まちづくり部　都市計画課 課長

（関係団体）

24 三菱重工業（株）長崎造船所 長崎造船所長

25 長崎地区海運組合 理事長　

26 長崎港クルーズ客船受入委員会 会長

27 （一社）日本埋立浚渫協会　九州支部 支部長

28 （一社）長崎県港湾漁港建設業協会 会長

29 長崎旅客船協会 会長

30 長崎水先区水先人会 会長

31 長崎港施設利用者協議会 会長

32 柳埠頭協議会 会長

33 長崎港運協会 会長

34 長崎港コンテナターミナル運営協会 会長

35 長崎県倉庫協会 会長

36 長油会 会長（出光興産株式会社　長崎油槽所長）

37 長崎倉庫（株） 取締役社長

38 （株）澤山商会 代表取締役社長

39 全日本海員組合　長崎支部 支部長

40 全日本港湾労働組合　九州地方　長崎県支部 執行委員長

（有識者）

41 長崎大学病院　感染制御教育センター センター長

（事務局）

42 九州地方整備局 副局長

43 九州地方整備局 長崎港湾・空港整備事務所長

順不同

No

No
構成メンバー

備考

構成メンバー
備考
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８．佐世保港水際・防災対策連絡会議（組織２８＋事務局２＝３０）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　長崎出張所 出張所長

2 財務省　長崎税関　佐世保税関支署 統括監視官

3 厚生労働省　福岡検疫所　佐世保出張所 主査

4 農林水産省　門司植物防疫所　福岡支所　伊万里出張所 出張所長

5 農林水産省　動物検疫所　門司支所　長崎空港出張所 出張所長

6 国土交通省　九州運輸局　長崎運輸支局　佐世保海事事務所 佐世保海事事務所長

7 海上保安庁　佐世保海上保安部 佐世保海上保安部長

8 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

9 陸上自衛隊　第4師団　第16普通科連隊第３科 運用訓練幹部

10 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

11 長崎県警察　佐世保警察暑 署長

12 長崎県警察　早岐警察署 署長

13 長崎県警察　相浦警察署 署長

（市）

14 佐世保市　農林水産部 部長

15 佐世保市　港湾部 部長

16 佐世保市　保健福祉部 副部長兼保健所次長

17 佐世保市　保健所 健康づくり課長

18 佐世保市　消防局 消防局長

19 佐世保市　防災危機管理局 局長

（関係団体）

20 全日本港湾労働労働組合　九州地方　長崎県支部 執行委員長

21 全日本海員組合　長崎支部 支部長

22 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

23 （一社）長崎県建設業協会　佐世保支部 支部長

24 （一社）長崎県港湾漁港建設業協会（佐世保港担当） 門田建設（株）　取締役工事部長

25 佐世保旅客船協会 会長

26 佐世保水先区水先人会 会長

27 佐世保港運協会 事務局長

28 佐世保重工業（株）　佐世保造船所　安全衛生環境部　安全衛生環境課 安全衛生環境課長

（事務局）

29 九州地方整備局 副局長

30 九州地方整備局　長崎港湾・空港整備事務所 所長

９．福江港水際・防災対策連絡会議（組織２２＋事務局２＝２４）

順不同

所属 役職名

（国）

1 財務省　長崎税関　五島監視署 署長

2 国土交通省　九州運輸局　長崎運輸支局 支局長

3 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

4 陸上自衛隊　第4師団　第16普通科連隊第３科 運用訓練幹部

5 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

6 長崎県　土木部　港湾課 港湾課長

7 長崎県　五島振興局　河港課 専門幹

8 長崎県　五島振興局　建設部 建設部長

9 長崎県　五島振興局　保健部（五島保健所） 部長（所長）

（市）

10 五島市　建設管理部　管理課　港湾管理事務所 所長

（関係団体）

11 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

12 （一社）長崎県建設業協会五島支部 支部長

13 （一社）長崎県港湾漁港建設業協会（福江港担当） （株）今村組　土木部長

14 五島汽船協業組合 代表理事

15 九商マリンエクスプレス（株） 常務取締役

16 九州商船（株）福江支店 取締役五島統轄支店長

17 五島旅客船（株）福江営業所 営業所長補佐

18 五島運輸(株) 代表取締役社長

19 (有)木口汽船

20 野母商船（株） 営業部　次長

21 （有）黄島海運 代表取締役

22 全日本海員組合　長崎支部 支部長

（事務局）

23 九州地方整備局 副局長

24 九州地方整備局　長崎港湾・空港整備事務所 所長

１０．郷ノ浦港水際・防災対策連絡会議（組織１６＋事務局２＝１８）

順不同

所属 役職名

（国）

1 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

2 国土交通省　九州運輸局　海上安全環境部 海上安全環境部長

3 海上保安庁　唐津海上保安部　壱岐海上保安署 署長

4 陸上自衛隊　第4師団　第16普通科連隊第３科 運用訓練幹部

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考
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順不同

所属 役職名

5 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

6 長崎県　壱岐振興局　保健部（壱岐保健所） 壱岐保健所長

7 長崎県　壱岐振興局　建設部 建設部長

8 長崎県　土木部　港湾課 港湾課長

（市）

9 壱岐市　農林水産部　水産課 課長

（関係団体）

10 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

11 （一社）長崎県港湾漁港建設業協会（郷ノ浦港担当） （株）なかはら　船舶兼安全課長

12 九州郵船（株） 運航管理者

13 壱岐油槽（株）郷ノ浦油槽所 所長

14 壱岐海運(株) 代表取締役

15 （株）昇運　壱岐LPG基地 ガス部　課長

16 全日本海員組合　長崎支部 支部長

（事務局）

17 九州地方整備局 副局長

18 九州地方整備局　長崎港湾・空港整備事務所 所長

１１．厳原港水際・防災対策連絡会議（組織２３＋事務局２＝２５）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局対馬出張所 出張所長

2 財務省　門司税関　厳原税関支署 統括監視官

3 厚生労働省　福岡検疫所　厳原・比田勝出張所 検疫業務係長

4 農林水産省　動物検疫所　門司支所　博多出張所 出張所長

5 国土交通省　九州運輸局　海上安全環境部 海上安全環境部長

6 海上保安庁　対馬海上保安部 対馬海上保安部長

7 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

8 陸上自衛隊　第4師団　第16普通科連隊第３科 運用訓練幹部

9 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

10 長崎県警察　対馬南警察署 警備課長

11 長崎県　土木部　港湾課 港湾課長

12 長崎県　対馬振興局　保健部（対馬保健所） 部長（所長）

13 長崎県　対馬振興局　建設部 部長

14 長崎県　対馬振興局　建設部　河港課 係長

（市）

15 対馬市　建設部　管理課 部長

16 対馬市　消防本部　警防課 警防課長

（関係団体）

17 全日本海員組合　長崎支部 支部長

18 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

19 （一社）長崎県港湾漁港建設業協会（厳原港担当） （株）大川建設工業　工事部次長

20 九州郵船（株）対馬支店 取締役

21 博多海陸運送（株）対馬支店 業務課長

22 壱岐・対馬フェリー（株）厳原営業所 所長

23 対州海運（株） 常務取締役

（事務局）

24 九州地方整備局 副局長

25 九州地方整備局　長崎港湾・空港整備事務所 所長

１２．熊本港水際・防災対策連絡会議（組織３１＋事務局２＝３３）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　熊本出張所 所長

2 財務省　長崎税関　八代税関支署　熊本出張所 所長

3 厚生労働省　福岡検疫所　熊本空港出張所 所長

4 農林水産省　門司植物防疫所鹿児島支所八代出張所 出張所長

5 国土交通省　九州運輸局　熊本運輸支局 首席運輸企画専門官（運航・船舶担当）

6 海上保安庁　第十管区海上保安本部　熊本海上保安部 熊本海上保安部長

7 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

8 陸上自衛隊 第8師団司令部第3部長1等陸佐

9 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

10 熊本南警察暑 署長

11 熊本県　知事公室　危機管理防災課 課長

12 熊本県　土木部　河川港湾局 総括審議員（兼河川港湾局長）

13 熊本県　土木部　河川港湾局　港湾課 港湾課長

14 熊本県　健康福祉部　健康局　医療政策課 課長

15 熊本県　健康福祉部　健康危機管理課 首席審議員兼課長

16 熊本県　環境生活部　環境局　自然保護課 課長

17 熊本県　観光戦略部　観光振興課 課長

18 熊本県　熊本港管理事務所 所長

（市）

19 熊本市　都市建設局　都市政策部　交通政策課 課長

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考
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順不同

所属 役職名

20 熊本市　消防局 警防部　警防課　課長

21 熊本市　保健所 所長

（関係団体）

22 全日本海員組合　長崎支部 支部長

23 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

24 熊本県港湾建設協会 会長

25 熊本旅客船協会 会長

26 九商フェリー（株）　熊本営業所 所長

27 くまもとファズ（株） 代表取締役社長

28 三角海運（株） 常務取締役

29 日本通運（株）熊本支店 営業次長

30 松木運輸（株）熊本港シッピングサービス 所長

31 熊本フェリー（株） 総務部長

（事務局）

32 九州地方整備局 副局長

33 九州地方整備局　熊本港湾・空港整備事務所 所長

１３．三角港水際・防災対策連絡会議（組織２８＋事務局２＝３０）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　熊本出張所 所長

2 財務省　長崎税関　八代税関支署　三角出張所 所長

3 厚生労働省　福岡検疫所　熊本空港出張所 所長

4 農林水産省　門司植物防疫所鹿児島支所八代出張所 出張所長

5 国土交通省　九州運輸局　熊本運輸支局 首席運輸企画専門官（運航・船舶担当）

6 海上保安庁　第十管区海上保安本部　熊本海上保安部 熊本海上保安部長

7 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

8 陸上自衛隊 第8師団司令部第3部長1等陸佐

9 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

10 熊本県警察　宇城警察署 署長

11 熊本県　知事公室　危機管理防災課 課長

12 熊本県　土木部　河川港湾局 総括審議員（兼河川港湾局長）

13 熊本県　土木部　河川港湾局　港湾課 港湾課長

14 熊本県　健康福祉部　健康局　医療政策課 課長

15 熊本県　健康福祉部　健康危機管理課 首席審議員兼課長

16 熊本県　環境生活部　環境局　自然保護課 課長

17 熊本県　観光戦略部　観光振興課 課長

18 熊本県　県央広域本部　宇城地域振興局 次長

19 熊本県　三角港管理事務所 所長

20 熊本県　宇城保健所 保健所長

（市）

21 宇城市　三角支所 三角支所長

22 宇城広域連合消防本部 警防課長

（関係団体）

23 全日本海員組合　長崎支部 支部長

24 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

25 熊本旅客船協会 会長

26 熊本県港湾建設協会 会長

27 三昭(株)三角支店 支店長

28 三角海運(株)本社営業所 所長

（事務局）

29 九州地方整備局 副局長

30 九州地方整備局　熊本港湾・空港整備事務所 所長

１４．八代港水際・防災対策連絡会議（組織３４＋事務局２＝３６）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　熊本出張所 所長

2 財務省　八代税関支署 支署長

3 厚生労働省　福岡検疫所　熊本空港出張所 福岡検疫所熊本空港出張所長

4 農林水産省　門司植物防疫所　鹿児島支所　八代出張所 出張所長

5 国土交通省　九州運輸局　熊本運輸支局 首席運輸企画専門官（運航・船舶担当）

6 海上保安庁　八代海上保安署 署長

7 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

8 陸上自衛隊 第8師団司令部第3部長1等陸佐

9 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

10 熊本県警察　八代警察暑 八代警察署長

11 熊本県　知事公室　危機管理防災課 課長

12 熊本県　土木部　河川港湾局 総括審議員（兼河川港湾局長）

13 熊本県　土木部　河川港湾局　港湾課 港湾課長

14 熊本県　環境生活部　環境局　自然保護課 課長

15 熊本県　観光戦略部　観光振興課 課長

16 熊本県　健康福祉部　健康局　医療政策課 課長

17 熊本県　健康福祉部　健康危機管理課 首席審議員兼課長

構成メンバー
備考

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考

No
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順不同

所属 役職名

18 熊本県　八代保健所 所長

19 熊本県　県南広域本部 総務部長

20 熊本県　八代港管理事務所 所長

（市）

21 八代市　経済文化交流部　観光・クルーズ振興課 理事兼課長

22 八代市　健康福祉部　健康福祉政策課 理事兼課長

23 八代市　経済文化交流部　商工・港湾振興課 理事兼課長

24 八代広域行政事務組合消防本部 次長兼八代消防署長

（関係団体）

25 全日本海員組合　長崎支部 支部長

26 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

27 熊本県港湾建設協会 会長

28 熊本旅客船協会 会長

29 RCL lジャパンホールディングス 熊本マネージャー

30 パシフィックグレーンセンター（株）八代支店 執行役員支店長

31 松木運輸（株） 港湾国際営業部長

32 八代港運（株） 営業課長

33 日本通運（株）八代支店 課長

34 東西オイルターミナル（株）八代油槽所 所長

（事務局）

35 九州地方整備局 副局長

36 九州地方整備局　熊本港湾・空港整備事務所 所長

１５．大分県港湾水際・防災対策連絡会議（組織８４＋事務局２＝８６）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　大分出張所 所長

2 財務省　門司税関　大分税関支署 大分税関支署長

3 厚生労働省　福岡検疫所　大分・佐賀関出張所 出張所長

4 農林水産省　門司植物防疫所　鹿児島支所　大分出張所 出張所長

5 国土交通省　九州運輸局　大分運輸支局 次長

6 海上保安庁　大分海上保安部 大分海上保安部長

7 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

8 陸上自衛隊第４１普通科連隊 防衛幹部

9 海上自衛隊　佐伯基地分遣隊 総務科長

（県）

10 大分県警察本部　外事課 外事補佐

11 大分県警察本部　警備運用課 災害補佐

12 大分県警察　大分中央警察暑 警備課長

13 大分県警察　大分東警察署 警備課長

14 大分県警察　別府警察署 警備課長

15 大分県警察　臼杵津久見警察署 警備課長

16 大分県警察　佐伯警察暑 警備課長

17 大分県警察　中津警察署 警備課長

18 大分県　感染症対策課 課長

19 大分県　港湾課 課長

20 大分県　中部振興局 局長

21 大分県　東部振興局 局長

22 大分県　地区災害対策本部（南部振興局） 局長

23 大分県　北部振興局 局長

24 大分県　大分土木事務所 所長

25 大分県　別府土木事務所 所長

26 大分県　臼杵土木事務所 所長

27 大分県　佐伯土木事務所 所長

28 大分県　中津土木事務所 所長

29 大分県　東部保健所 所長

（市）

30 大分市　河川・みなと振興課 課長

31 大分市　消防局 警防課長

32 別府市　都市整備課 都市整備課長

33 別府市　防災危機管理課 課長

34 別府市　消防本部 警防課長

35 別府市　観光課 課長

36 津久見市　土木管理課 課長

37 佐伯市　防災危機管理課 課長

38 中津市　企業誘致・港湾課 課長

39 中津市　消防本部　消防署 消防署長

40 中津市　防災危機管理課 課長

（関係団体）

41 全日本海員組合　九州関門地方支部 地方支部長

42 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

43 大分県建設業協会 （株）安東建設　代表取締役

44 内海水先区水先人会 会長

45 大分県倉庫協会 事務局長

46 大分県旅客船協会 会長

47 大分県港運協会 会長

48 大分県遊漁船業協同組合 事務局長

49 大分エーゼント会（鶴崎海陸運輸㈱　） 代表幹事

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考
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順不同

所属 役職名

50 大分地区小型船安全協会 会長

51 津久見港水先人組合 代表

52 津久見港運協会 会長

53 津久見地区小型船安全協会 会長

54 佐伯小型船安全協会、佐伯セーリングクラブ 会長

55 佐伯港流通管理組合（吉田港運(株)） 事務局長（専務取締役）

56 ＥＮＥＯＳ（株）大分製油所 需給管理グループマネージャー

57 昭和電工（株）大分コンビナート SCMセンターオレフィングループリーダー

58 NSスチレンモノマー（株）大分製造所　アロマ工場　生産物流調整班 班長

59 大分液化ガス共同備蓄(株)大分事業所 総務安全課長

60 日鉄鉱業（株）大分事業所 所長

61 （株）シーゲートコーポレーション大分出張所 所長

62 ダイハツ工業（株）　生産管理部　物流室 主担当員

63 ダイハツ輸送（株） 室長

64 （株）フジトランスコーポレーション大分出張所 所長

65 （株）上組　門司支店　中津出張所 中津出張所所長

66 (株)中津急行 取締役副社長

67 (株)中津留組 代表取締役

68 佐伯重工業(株) 業務部　部長

69 （株）フェリーさんふらわあ 大分港店長

70 （株）フェリーさんふらわあ 別府港店長

71 別府ポートサービス（株） 代表取締役社長

72 大分エル・エヌ・ジー(株) 製造部長

73 （株）大分国際貿易センター 総務部長

74 大分曳船(株) 港湾事業部長

75 大分海運（株） 代表取締役社長

76 太平洋セメント（株）大分工場 製造部長

77 （株）宇和島運輸　別府支店 課長

78 日本製鉄（株）九州製鉄所 主幹

79 東海運（株）九州事業部 大分物流部 津久見営業所 大分物流部長兼津久見営業所所長

80 （有）津久見通船 代表取締役

81 ＴＯＴＯサニテクノ（株） 経営企画部　総務課　課長

82 種村産業(株) 代表取締役

83 興人サイエンス（株）佐伯工場 管理部　管理部長

84 鶴崎海陸運輸（株） 港湾部長

（事務局）

85 九州地方整備局 副局長

86 九州地方整備局　別府港湾・空港整備事務所 所長

１６．宮崎県港湾水際・防災対策連絡会議（組織６６＋事務局２＝６８）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　宮崎出張所 出張所長

2 財務省　門司税関　細島税関支署 支署長

3 厚生労働省　福岡検疫所　宮崎空港出張所

4 農林水産省　門司植物防疫所　鹿児島支所　細島出張所 出張所長

5 農林水産省　門司植物防疫所　鹿児島支所志布志出張所 出張所長

6 国土交通省　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所　日南国道維持出張所 出張所長

7 国土交通省　九州運輸局　宮崎運輸支局 宮崎運輸支局長

8 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

9 海上保安庁　宮崎海上保安部 宮崎海上保安部長

10 海上保安庁　宮崎海上保安部　日向海上保安署 署長

11 陸上自衛隊第４３普通科連隊 第３科運用訓練幹部

12 海上自衛隊　呉地方総監部　防衛部　第3幕僚室 防災主任

（県）

13 宮崎県警察　日向警察署 署長

14 宮崎県警察　宮崎北警察署 警備課長

15 宮崎県警察　日南警察署 警備課長

16 宮崎県危機管理局危機管理課 危機管理局長兼課長

17 宮崎県　県土整備部　港湾課 港湾課長

18 宮崎県　福祉保健部　健康増進課　感染症対策室 主幹

19 宮崎県　北部港湾事務所 所長

20 宮崎県　中部港湾事務所 所長

21 宮崎県　油津港湾事務所 所長

22 宮崎県　企業局　北部管理事務所 所長

（市）

23 日向市　商工観光部　商工港湾課 商工港湾課長

24 日向市　消防本部 警防課長

25 宮崎市　拠点都市創造課 課長

26 宮崎市　危機管理部　危機管理課 課長

27 宮崎市　健康管理部　保健医療課 課長補佐

28 宮崎市　消防局　警防課 課長

29 日南市　総合政策部　総務・危機管理課 総務・危機管理課長

30 日南市　建設部　建設課　高速道・港湾整備対策室　兼　産業経済部　観光・スポーツ課　クルーズ振興室 室長補佐

31 日南市　消防本部 警防課長

（関係団体）

32 全日本海員組合　鹿児島支部 九州関門地方支部長兼鹿児島支部長

33 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考

宮崎空港出張所長 兼 細島出張所長 兼 志布志出張所長
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順不同

所属 役職名

34  宮崎県港湾漁港建設協会 事務局長

35 （一社）日本海事検定協会　大分事業所（細島事務所） 事業所長

36 （一社）日本貨物検数協会　九州支部　細島事務所 所長

37 日向商工会議所 事務局長

38 宮崎港湾土場利用組合 組合長

39 細島港運協会 事務局長

40 細島水先区水先人会 会長

41 宮崎ベイコムハート連絡会 会長

42 日南商工会議所 会頭

43 日南地区海運組合 理事長

44 宮崎漁業協同組合 代表理事組合長

45 日南市漁業協同組合 代表理事組合長

46 檍浜漁業協同組合 代表理事組合長

47 センコー（株） 係長

48 中国木材（株）日向工場 係長

49 八興運輸（株） 取締役総務部長

50 大分臨海興業（株） 課長代理

51 宮崎カーフェリー（株） 総務部長

52 宮崎石油基地（株） 取締役常務

53 川﨑近海汽船（株）日南事務所 所長

54 （株）日向製錬所 常務取締役　総務部長

55 日向運輸（株） 業務部長

56 日本通運（株）宮崎支店 課長

57 日本通運（株）宮崎支店　延岡営業支店　国際輸送課 課長

58 日本通運（株）日南支店 海運課　課長

59 旭化成新港基地（株） 管理・環境安全担当 総括

60 旭化成（株）購買・物流統括部　延岡購買物流部 部長

61 東ソー日向（株） 総務部長

62 王子物流㈱ 事業統括本部 日南事業所 所長

63 王子製紙（株）日南工場 事務部総務人事担当

64 第一糖業（株） 執行役員

65 細島港荷役振興（株） 代表取締役

66 太平洋セメント（株）宮崎SS内　龍南運送（株）宮崎営業所 営業所所長

（事務局）

67 九州地方整備局 副局長

68 九州地方整備局　宮崎港湾・空港整備事務所 所長

１７．鹿児島港・川内港・西之表港・名瀬港水際・防災対策連絡会議（組織４９＋事務局２＝５１）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　鹿児島出張所 所長

2 財務省　長崎税関　鹿児島税関支署 鹿児島税関支署長

3 厚生労働省　福岡検疫所　鹿児島検疫所支所 支所長

4 農林水産省動物検疫所門司支所鹿児島空港出張所 出張所長

5 国土交通省　九州運輸局　鹿児島運輸支局 支局長

6 海上保安庁　鹿児島海上保安部 鹿児島海上保安部長

7 海上保安庁　串木野海上保安部 串木野海上保安部長

8 海上保安庁　奄美海上保安部 奄美海上保安部長

9 海上保安庁　鹿児島海上保安部　種子島海上保安署 署長

10 農林水産省　門司植物防疫所　鹿児島支所 次席植物検疫官

11 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

12 陸上自衛隊　第１２普通科連隊 警備幹部

13 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

14 鹿児島県　危機管理防災局　危機管理課 課長

15 鹿児島県　土木部　港湾空港課 課長

16 鹿児島県　くらし保健福祉部　健康増進課　新型コロナウイルス感染症対策室 室長

17 鹿児島県　くらし保健福祉部　健康増進課 課長

18 鹿児島県　環境林務部　自然保護課 自然保護課長

19 鹿児島県　観光・文化スポーツ部　観光課 参事（観光クルーズ船担当）

20 鹿児島県　鹿児島地域振興局　建設部 建設部長

21 鹿児島県　北薩地域振興局　建設部　建設総務課 建設部長

22 鹿児島県　熊毛支庁　建設部　建設課 主事

23 鹿児島県　大島支庁　建設課 主事

24 鹿児島県警察　鹿児島中央警察署 署長

25 鹿児島県警察　鹿児島南警察署 署長

26 鹿児島県警察　薩摩川内警察署 署長

（市町村）

27 鹿児島市　危機管理局　危機管理課 課長

28 鹿児島市　消防局 消防局長

29 薩摩川内市　総務部　防災安全課 防災安全課長

30 薩摩川内市　商工観光部　産業戦略課 課長

31 薩摩川内市　建設部　建設政策課 課長

32 薩摩川内市　消防局 局長

33 三島村 経済課長

34 十島村　土木交通課 課長

35 西之表市　総務課 課長

36 西之表市　建設課 建設課長

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考
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順不同

所属 役職名

37 奄美市 総務課長

（関係団体）

38 全日本海員組合 九州関門地方支部長兼鹿児島支部長

39 全日本港湾労働組合　鹿児島支部 副委員長

40 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

41 鹿児島県旅客船協会 会長

42 鹿児島海外観光客受入協議会 会長

43 鹿児島港運協会 会長

44 鹿児島水先区水先人会 会長

45 鹿児島県倉庫協会 会長

46 鹿児島県港湾漁港建設協会 会長

47 （株）共進組 代表取締役

48 名瀬港運協会 会長

49 日本通運(株)鹿児島支店  鹿児島海運事業所 所長

（事務局）

50 九州地方整備局 副局長

51 九州地方整備局　鹿児島港湾・空港整備事務所 所長

１８．志布志港水際・防災対策連絡会議（組織２５＋事務局２＝２７）

順不同

所属 役職名

（国）

1 法務省　出入国在留管理庁　福岡出入国在留管理局　鹿児島出張所 所長

2 財務省　長崎税関　鹿児島税関支署志布志出張所 出張所長

3 厚生労働省　福岡検疫所　鹿児島空港出張所 出張所長

4 農林水産省　門司植物防疫所　鹿児島支所　志布志出張所 出張所長

5 農林水産省　動物検疫所　門司支所　鹿児島空港出張所 出張所長

6 国土交通省　九州運輸局　鹿児島運輸支局 支局長

7 海上保安庁　第十管区　海上保安本部　鹿児島海上保安部　志布志海上保安署 署長

8 環境省　九州地方環境事務所 統括自然保護企画官

9 陸上自衛隊　第１２普通科連隊 警備幹部

10 海上自衛隊　佐世保地方総監部　防衛部　第３幕僚室 第３幕僚室長

（県）

11 鹿児島県　土木部　港湾空港課 課長

12 鹿児島県　くらし保健福祉部　健康増進課　新型コロナウイルス感染症対策室 室長

13 鹿児島県　くらし保健福祉部　健康増進課 課長

14 鹿児島県　危機管理防災局　危機管理課 課長

15 鹿児島県　環境林務部　自然保護課 自然保護課長

16 鹿児島県　大隅地域振興局　建設部　河川港湾課　志布志市駐在機関 参事

17 鹿児島県警察　志布志警察署 署長

（市）

18 志布志市 保健課長

19 志布志市 総務課　危機管理監

20 志布志市 港湾商工課長

（関係団体）

21 全日本海員組合 九州関門地方支部長兼鹿児島支部長

22 （一社）日本埋立浚渫協会九州支部 支部長

23 鹿児島県港湾漁港建設協会 会長

24 志布志港湾振興協議会（志布志サイロ（株）） 副会長（代表取締役社長）

25 志布志港湾振興協議会（日本通運（株）志布志支店） 副会長（支店長）

（事務局）

26 九州地方整備局 副局長

27 九州地方整備局　志布志港湾事務所 所長

総計　１８水際・防災対策連絡会議（組織６３８＋事務局３６＝６７４）

No
構成メンバー

備考

No
構成メンバー

備考
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別紙－２ 

 

 取 材 登 録 書  
 

 

取材を希望される方は、事前にＦＡＸにてご登録をお願いします。 

FAX 送信期限：令和４年６月１６日（木）１２時まで 

FAX 送信先 ：国土交通省 九州地方整備局 港湾空港部 港湾危機管理官室 木下 

FAX 番号  ：０９２－４１８－３３６２ 

 

 

◆報道機関名 

 

                                           

◆取 材 者 

  

１）代表者                                  

 

２）                                      

 

３）                                      

◆連絡先（代表者の連絡先）→取材当日に連絡可能な携帯番号等 

 

                                   

◆連絡事項 

令和４年度水際・防災対策連絡会議 令和４年６月１７日（金） 

 

 第 1 部（午前の部） ・ 第 2 部（午後の部） （どちらかお選び下さい） 

  １１：００～      １４：００～ 

 

 

 
（備考） 

  上記の「◆連絡先（代表者の連絡先）」には、取材当日に連絡可能な連絡先を記入して下さい。 

  （取材当日、変更等が生じた場合に、連絡します。） 

 

（新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る注意事項） 

当日は、受付名簿に所属、氏名、連絡先をご記入のうえ、当局係員の指示に従い入室してください。 

会場入室にあたっては、マスクの着用、手指の消毒及び検温にご協力をお願いします。 

体調の優れない方、また、検温の結果が 37.5 度以上の方については、入室をお断りさせていただき

ます。 

会場内では、腕章又は身分証の着用をお願いします。 

その他、取材にあたっては、当局係員の指示に従ってください。 

 

 


