
◆運営協議会委員

委員名 社名 役職  会議出欠

1 浅井　啓二 ナゴヤシッピング株式会社 代表取締役社長 出席

2 （代理）葉山　満 ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン株式会社 総務部部長 出席

3 石川　隆義 株式会社石川組 代表取締役社長 出席

4 岩本　秀治 全国銀行協会 理事 出席

5 上羽　秀一 キャセイパシフィック航空会社 日本支社貨物本部長 出席

6 碓井　康之 日本コンテナ・ターミナル株式会社 代表取締役社長 出席

7 （代理）青木　直幸 株式会社ＡＮＡ　Ｃａｒｇｏ 顧問 出席

8 荻原　茂 名港海運株式会社 取締役相談役 出席

9 小倉　一夫 株式会社ケイ・エム・ディ・エス 取締役 出席

10 木島　勲 内外日東株式会社 代表取締役社長 出席

11 北村　慎司 西日本鉄道株式会社 取締役執行役員 出席

12 久留嶋　照博 株式会社ＯＣＳ 顧問 出席

13 古徳　健一 郵船ロジスティクス株式会社 取締役　常務執行役員 出席

14 根田　和明 ＣＭＡ ＣＧＭ ＪＡＰＡＮ株式会社 ＩＴ・Ｑｕａｌｉｔｙ部　マネージャー 出席

15 佐藤　晋一 ユナイテッド航空会社 北太平洋地区貨物営業本部長 出席

16 鈴木　安雄 トレーディア株式会社 代表取締役社長 欠席

17 曽根　好貞 大東港運株式会社 代表取締役社長 出席

18 高橋　克文 株式会社近鉄エクスプレス 取締役 出席

19 竹下　幸二 日航関西エアカーゴ・システム株式会社 代表取締役社長 出席

20 （代理）川口　文紀 国際空港上屋株式会社 経営企画部部長 出席

21 辻　卓史 鴻池運輸株式会社 代表取締役会長 出席

22 筒井　博 株式会社日新 代表取締役会長 出席

23 常多　晃 内外トランスライン株式会社 代表取締役社長 出席

24 野畑　昭彦 門司港運株式会社 代表取締役社長 出席

25 堀　雅彦 日東物流株式会社 常務取締役 出席

26 前川　信隆 横浜税関 総務部長 出席

27 松井　建裕 株式会社住友倉庫 代表取締役　専務執行役員 欠席

28 村岡　一男 鈴与株式会社 取締役　船舶代理店部長 出席

29 栁澤　剛 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 常務執行役員　業務本部長 出席

30 （代理）伊藤　和徳 株式会社阪急阪神エクスプレス ＩＴ統括センター長 出席

31 山根　英一郎 東京税関 総務部長 出席

32 吉野　克彦 オリエント オーバーシーズ コンテナ ライン リミテッド システム管理部部長 出席
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◆関係者
1 松村　武人 財務省 関税局 大臣官房審議官 出席
2 矢幅　直彦 財務省 関税局 総務課 事務管理室長 出席
3 岡　健志 財務省 関税局 総務課　事務管理室 課長補佐 出席
4 石崎　勇一 法務省 入国管理局 出入国管理情報官 欠席
5 蟹江　誠 厚生労働省 医薬食品局 食品安全部 企画情報課 検疫所業務管理室　室長補佐 出席
6 大橋　正広 厚生労働省 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 輸入監視係長 出席
7 川田　良浩 農林水産省 消費・安全局 動物衛生課 国際衛生対策室　課長補佐 欠席
8 岡　辰男 農林水産省 消費・安全局 植物防疫課 検疫対策室　課長補佐 欠席
9 日高　隆 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課 情報システム調整官 出席
10 藤原　秀平 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課 課長補佐 出席
11 春名　史久 国土交通省 海事局 安全政策課 油濁補償対策官 欠席
12 高橋　良正 国土交通省 港湾局 港湾経済課 港湾情報化企画調整官 出席
13 伊藤　裕康 海上保安庁 警備救難部 警備課長 欠席
14 豊藏　俊雄 海上保安庁 交通部 安全課 航行指導室長 出席
15 飯島　勝美 株式会社ＮＴＴデータ　公共システム事業本部 公共ビジネス本部長 出席
16 水野　勲 株式会社ＮＴＴデータ　公共システム事業本部 第二公共システム事業部長 出席
17 永井　健志 株式会社ＮＴＴデータ　公共システム事業本部 第二公共システム事業部　第一システム統括部長 出席
18 水野　宣昭 株式会社ＮＴＴデータ　公共システム事業本部 第二公共システム事業部　営業部　第一営業担当部長 出席
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◆経営諮問委員
1 石塚　一夫 NYK Container Line 株式会社 代表取締役社長 出席
2 伊藤　豊 日本通運株式会社 取締役　執行役員 欠席
3 圓川　隆夫 東京工業大学大学院 社会理工学研究科 教授 欠席
4 鬼頭　平三 社団法人日本港湾協会 副会長 出席
5 鈴木　宏 株式会社二葉 代表取締役会長 出席
6 松本　義則 フェデラルエクスプレスコーポレーション 北太平洋地区総務本部長 欠席
7 山村　毅 日本航空株式会社 執行役員　貨物郵便本部長 欠席
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◆ＮＡＣＣＳセンター
1 宮坂　寿彦 代表取締役社長 出席
2 小西　昭 専務取締役 出席
3 江上　正広 取締役 出席
4 田島　晴弥 取締役 出席
5 佐藤　靖 監査役 出席
6 間宮　順 監査役 欠席
7 内藤　知 監査役 出席
8 長谷川　幹人 総務部 総務部長 出席
9 松田　誠司 企画部 企画部長 出席
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◆総計
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