
   
 

令和４年６月２３日 

北陸地方整備局 

新潟港湾・空港整備事務所 

 

｢新潟港｣、｢直江津港｣、｢両津・小木・二見港｣の 

「水際・防災対策連絡会議」を開催します 

 

１．日時・場所 

日時 ： 令和４年６月３０日（木）13:30 ～ 14:30 

 

場所 ： 新潟会場（入船町会場） 

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丁目３７７８番地   TEL 025-222-6111 

      新潟会場（県庁会場） 

         新潟県庁 行政庁舎 17階 ＯＡルーム 

          新潟市中央区新光町４番地１   TEL 025-280-5466 

      上越会場 

         新潟県上越地域振興局 直江津港湾事務所 1階会議室 

         上越市港町 1丁目１１番２号  TEL 025-543-4167  

      佐渡会場 

        佐渡島開発総合センター２階  第３会議室 

         佐渡市両津湊１９８番地   TEL 0259-27-3311)  

 

２．名  簿   

別紙１～３のとおり 

 

３．議 事 

・新型コロナウイルス感染症の現状について 

・直近のクルーズの受入の動向について 

・出水期に向けた防災態勢の強化について 

・海底火山「福徳岡ノ場」の噴火に係る港湾分野の対応 

・福島県沖を震源とする地震における港湾分野の対応 

・ヒアリに関する対応について 

       ※ 会議は、Web 会議形式で、北陸地方整備局管内の水際・防災対策連絡会議との 

同時開催となります。 

 

自然災害をはじめ、港湾の機能維持や国民の安全・安心に影響を及ぼしかねない様々な事案

の発生に対する情報収集体制の強化及び、関係者間における水際対策や防災対策について、情

報連絡体制の再確認を徹底するため、新潟県との共催により、本会議を開催しますので、お知

らせします。 



４．取材要領 

・取材いただけるのは、新潟会場(入船町会場)のみとなります。取材を希望される方は、

別紙４を参照の上、別紙５により 6 月 28 日（火）16:00 までにお申し込みをお願いし

ます。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、なるべく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。 

 

 ＜問い合わせ先＞ 

国土交通省 北陸地方整備局  

 新潟港湾・空港整備事務所 

       港湾保安調査官 家老
か ろ う

 芳
よし

明
あき

 

       専 門 官   木 伏
き ぶ し

 勉
つとむ

 

TEL：025-222-6111   

FAX：025-227-1344 

発表記者クラブ 

新潟県政記者クラブ 

新県政記者クラブ 

専門紙 



別紙１ 

新潟港 水際・防災対策連絡会議 名簿 

（順不同） 

（行政機関） 新発田地域広域事務組合消防本部 

財務省 東京税関 新潟税関支署 （感染症有識者） 

法務省 東京出入国在留管理局 新潟出張所 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 

厚生労働省 新潟検疫所 （関係団体） 

農林水産省 横浜植物防疫所 新潟支所 新潟港船舶代理店会 

農林水産省 動物検疫所 新潟空港出張所 新潟水先区水先人会 

国土交通省 北陸信越運輸局 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 

海上保安庁 新潟海上保安部 全農グリーンリソース株式会社 新潟支店 

防衛省 陸上自衛隊 第３０普通科連隊 MGC ターミナル株式会社 新潟事業所 

防衛省 海上自衛隊 新潟基地分遣隊 株式会社リンコーコーポレーション 臨港支店 

国土交通省 北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 株式会社新潟国際貿易ターミナル 

新潟県 警察本部 一般社団法人新潟港振興協会 

新潟県 防災局 佐渡汽船株式会社 

新潟県 福祉保健部 新日本海フェリー株式会社 新潟支店 

新潟県 新発田地域振興局 健康福祉環境部 新発田保健所 一般社団法人日本埋立浚渫協会 北陸支部 

新潟県 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 全日本港湾労働組合 日本海地方新潟支部 

新潟市 都市政策部 全日本海員組合新潟支部 

新潟市 消防局 （事務局） 

新潟市 保健所 国土交通省 北陸地方整備局 

聖籠町 東港振興室 新潟県 交通政策局 

 

 

 



別紙２ 

 

直江津港 水際・防災対策連絡会議 名簿 

（順不同） 

（行政機関） 上越市 上越地域消防局 

財務省 東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 上越市 産業観光交流部 

法務省 東京出入国在留管理局 長野出張所 （感染症有識者） 

厚生労働省 新潟検疫所 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 

農林水産省 横浜植物防疫所 新潟支所 直江津出張所 （関係団体） 

農林水産省 動物検疫所 新潟空港出張所 直江津港船舶代理店会 

国土交通省 北陸信越運輸局  新潟水先区水先人会 

海上保安庁 新潟海上保安部 上越海上保安署 佐渡汽船株式会社 直江津代理店 

防衛省 陸上自衛隊 高田駐屯地  株式会社ＪＥＲＡ 上越火力発電所 

防衛省 海上自衛隊 新潟基地分遣隊  株式会社ＩＮＰＥＸ   国内エネルギー事業本部  直江津ＬＮＧ基地 

国土交通省 北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 一般社団法人日本埋立浚渫協会 北陸支部 

新潟県 上越警察署 全日本港湾労働組合 日本海地方直江津支部 

新潟県 防災局 全日本海員組合新潟支部 

新潟県 福祉保健部 （事務局） 

新潟県 上越地域振興局 健康福祉環境部 上越保健所 国土交通省 北陸地方整備局 

新潟県 上越地域振興局 直江津港湾事務所 新潟県 交通政策局 

 

 

 

 

 



別紙３ 

 

両津・小木・二見港 水際・防災対策連絡会議 名簿 

（順不同） 

（行政機関） 新潟県 佐渡地域振興局 地域整備部 

財務省 東京税関 新潟税関支署 佐渡監視署 佐渡市消防本部 

法務省 東京出入国在留管理局 新潟出張所 佐渡市建設部建設課 

厚生労働省 新潟検疫所 佐渡市総務部防災課 

農林水産省 動物検疫所 新潟空港出張所 （感染症有識者） 

国土交通省 北陸信越運輸局  新潟大学大学院 医歯学総合研究科 

海上保安庁 佐渡海上保安署 （関係団体） 

防衛省 陸上自衛隊 第３０普通科連隊 佐渡汽船株式会社 本社統括部 

防衛省 海上自衛隊 新潟基地分遣隊 一般社団法人日本埋立浚渫協会 北陸支部 

国土交通省 北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 全日本港湾労働組合 日本海地方新潟支部  

新潟県 佐渡警察署 全日本海員組合新潟支部 

新潟県 防災局 （事務局） 

新潟県 福祉保健部 国土交通省 北陸地方整備局 

新潟県 佐渡地域振興局 健康福祉環境部 佐渡保健所 新潟県 交通政策局 

 

 

 

 

 

 

 



別紙４ 

 

取  材  要  領 

 

１．事前申し込みについて 

取材いただけるのは、新潟会場（入船町会場）のみとなります。当日取材を希望される方

は、北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所まで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。（６月２８日（火）16時 00分必着） 

・ 申込先（ＦＡＸ番号） ： ０２５―２２７―１３４４ 

・ 担当 ： 北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所  港湾保安調査官 家老  

※ 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。） 

・ 取材希望 

・ 連絡先（代表者１名で可） 

 

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 ３階 会議室 

(新潟市中央区入船町４丁目３７７８番地) 

・ 受付時間 ： １３：１０～ 

 

（２）注意事項 

  ・ 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。 

  ・ 新型コロナウイルス感染症防止対策として、連絡会議当日、発熱がある場合や具合が 

悪い場合には、取材を控えていただきますようお願いします。 

・ 受付時の検温にご協力をお願いいたします。なお検温の結果、取材をご遠慮いただく 

場合がありますのでご承知ください。 

・ 飛沫感染防止のため、マスクのご持参・着用を願います。 

 



別紙５ 

 

「新潟港、直江津港、両津･小木･二見港 水際・防災対策連絡会議」 

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 ０２５－２２７－１３４４ 

 

申込み締切は 6月 28日（火）16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） 

 
・◯◯記者クラブ         ・専門紙    

 

会社名及び部署名 

 

 

 

 

取材者 役職・氏名（全員の役職・氏名を記載願います。） 

 

①（代表者）                           

②                                 

③                                 

 

連絡先（代表者の連絡先） 

 

 

 

 

 

上記のとおり、取材を申し込みます。 

 

北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 家老 あて 


