令和２年１２月１６日
北陸地方整備局
港湾空港部

「第 3 回

北陸港湾ビジョン検討委員会」の開催

北陸地方整備局では、2030 年頃の将来を見据え、北陸の港湾の果たすべき役割や、今後特に
推進すべき港湾政策の方向性等を「北陸港湾ビジョン」としてとりまとめるため、「北陸港湾
ビジョン検討委員会」を設置しております。
今般、第 2 回までの議論を踏まえとりまとめた「北陸港湾ビジョン素案（案）」について議
論するため、令和 2 年 12 月 18 日（金）に「第 3 回北陸港湾ビジョン検討委員会」を開催しま
す。
１．日時・場所
日時 ： 令和 2 年 12 月 18 日（金）

13:30 ～ 15:30

場所 ： 北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所

3 階会議室

新潟市中央区入船町 4-3778（別紙１参照）

２．委員名簿
別紙２参照

３．主な議題
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響分析と港湾における対応について
・北陸港湾ビジョン素案（案）について

４．取材要領
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、密な状態を避けるため、報道機関の傍聴及
び撮影は、冒頭カメラ撮りまでとさせていただきますが、報道機関の方は Web 傍聴が可能
ですので、取材を希望される方は、別紙３を参照の上、別紙４により 12 月 17 日（木）15:00
までに申し込みをお願いします。
＜問い合わせ先＞
国土交通省 北陸地方整備局 港湾空港部
計画企画官 谷上

同時発表記者クラブ

クルーズ振興・港湾物流企画室

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

室長

樋口

新潟市政記者クラブ

石川県政記者クラブ

課長補佐

髙原

長野市政記者クラブ

福井県政記者クラブ

専門紙

TEL：025-370-6706（直通）
FAX：025-280-8783

別紙１

「第 3 回

北陸港湾ビジョン検討委員会」会場案内図
新潟港湾・空港整備事務所
（新潟市中央区入船町 4-3778）

新潟交通(株)
入船営業所

＜新潟港湾・空港整備事務所までの交通のご案内＞
新潟駅より
万代口バス停 → 路線バス(約20分) → 入船営業所 → 徒歩(5分) →事務所
万代口

→ タクシー(約10分)

自動車
北陸自動車道「新潟西IC」 → 新潟バイパス経由（約25分）

別紙２

北陸港湾ビジョン検討委員会

委員名簿
（順不同、敬称略）

座長

柳井 雅也

東北学院大学 教養学部 教授

座長代理

竹林 幹雄

神戸大学大学院 海事科学研究科 教授

新井 洋史

環日本海経済研究所 調査研究部長

稲吉 晃

新潟大学大学院 現代社会文化研究科 教授

井上 武史

東洋大学 経済学部 教授

岡本 勝規

富山高等専門学校 国際ビジネス学科 准教授

加藤 絵万

港湾空港技術研究所 構造研究グループ長

小林 真

北陸経済連合会 常務理事

早福 弘

新潟県商工会議所連合会 専務理事

富山 栄子

事業創造大学院大学 副学長

藤生 慎

金沢大学 理工研究域 准教授

宮田 正史

国土技術政策総合研究所 港湾施設研究室長

田中 昌直

新潟県 交通政策局長

江幡 光博

富山県 土木部長

城ヶ﨑 正人

石川県 土木部長

小川 俊昭

福井県 土木部長

三野 助樹

七尾市 建設部長

小池 敏宏

北陸信越運輸局 次長

岸

北陸地方整備局 次長

弘之
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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。（12 月 17 日（木）15 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 髙原、磯部
※ 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。）
・ 連絡先（代表者１名で可）
・ Web 傍聴をご希望の方はメールアドレス
（３）web による配信
・ Web による傍聴をご希望の方は、取材申込用紙にメールアドレスを記載頂き、12 月 17 日（木）15:00
までに FAX にてお送り下さい。
・ １F に傍聴会場を用意しておりますが、会場では映像等を投影していません。傍聴に必要な機器
（Wi-Fi、パソコン等）についてはご準備をお願いします。

2.

取材時の留意事項について

（１）受付場所
・ 受付場所： 北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 3F
・ 受付時間： 13:15～
（２）注意事項
・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場ではマスク着用をお願いします。また、風邪症状、発
熱などの症状がある方は来場をお控えください。
・ 会場での傍聴・撮影は、冒頭の挨拶までとさせて頂きます（Web で傍聴頂けますが、web 傍聴会場は
ございません）。
・ 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。
・ 会議当日は、各会場の入口に受付を設置しますので、必ず事前に受付を済ませて下さい。

別紙４

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、12 月 17 日（月）15 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

（代表者）

連絡先（代表者の連絡先）

Web 傍聴を希望する方（以下にメールアドレスをご記入下さい）

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

