
浜田港拠点化形成研究会　会員名簿
分類 団体名 役職名 氏名 備考

有識者 島根県立大学 准教授 久保田　典男 本人出席

山陰経済経営研究所 代表取締役 佐藤　幸雄 本人出席

金融機関 株式会社山陰合同銀行　浜田支店 浜田支店長 宮内　浩二 代理：浜田支店統括補佐次長　川上　亨

日本海信用金庫 理事長 吉本　晃司 代理：業務推進部長　長澤　潤

株式会社日本政策投資銀行 松江事務所長 竹内　直喜 本人出席

株式会社日本政策金融公庫 浜田支店長 島口　憲一郎 代理：上席課長代理　白砂　広志

経済関係団体 日本貿易振興機構（ジェトロ）松江貿易情報センター 所長 清川　裕志 本人出席

浜田商工会議所 専務理事 岡田　昭二 代理：経営指導課　係長　本多　陽介

益田商工会議所 専務理事 大畑　幸三 本人出席

江津商工会議所 専務理事 和木田 登 代理：指導係長　三浦　充博

大田商工会議所 専務理事 西山　眞治 代理：総務課長　藤原　明美

出雲商工会議所 専務理事 糸原　直彦 欠席

平田商工会議所 専務理事 立石　康夫 欠席

島根県商工会連合会石見事務所 所長 山川　俊二 本人出席

公益財団法人しまね産業振興財団石見事務所 所長 木戸　康雄 本人出席、随行：参事　有田　佳宏

島根県中小企業家同友会 石見食品(株)代表取締役 石田　浩志 本人出席

観光協会 一般社団法人浜田市観光協会 専務理事 上部　健治 本人出席

益田市観光協会 調整中 欠席

江津市観光協会 副会長 南山　泰志 欠席

一般社団法人大田市観光協会 専務理事 有田　隆司 本人出席

川本町観光協会 副会長 伊藤　義武 代理：川本町　主任主事　川西　理加

一般社団法人邑南町観光協会 常務理事 寺本　英仁 代理：観光推進グループリーダー　村田　光治

美郷町観光協会 副会長 井川　定雄 本人出席

一般社団法人津和野町観光協会 副会長 山岡　浩二 本人出席

吉賀町観光協会 会長 澄川　優寛 欠席

農業関係者 JAしまねいわみ中央地区本部 本部長 井上　宗治 代理：副本部長　佐々木　勘次

漁業関係者 漁業協同組合JFしまね浜田支所 支所長 高木　繁延 本人出席

運送関係者 浜田トラック事業協同組合 代表理事 津森　一正 本人出席、随行：支部長　米谷　靖夫、フジイ運送有限会社　専務取締役　大竹　悠葵

利用企業 島根合板株式会社 総務部長 池永　洋治 本人出席

日本製紙株式会社　ケミカル事業本部　江津事業所 事業所長 藤井　政喜 代理：業務課長　山縣　三津夫

株式会社ｴﾙ・ｱｲ・ﾋﾞｰ 代表取締役社長 高橋　克弘 本人出席

株式会社ｹｲ・ｴﾌ・ｼﾞｰ 執行役員管理部長 前田　幸子 本人出席

旅行事業者 石王観光株式会社 代表取締役 永井　敏雄 本人出席

バス事業者 石見交通株式会社 (株)ｲﾜﾐﾂｱｰ　山陰支店長 土佐　泰 本人出席

船舶代理店等 浜田港運株式会社 代表取締役社長 山本　洋治 本人出席

日本通運株式会社浜田支店 浜田支店長 影山　仁 本人出席

その他 浜田港振興会 事務局長 村武　潔 本人出席、随行：事務局次長　佐々木　真司、事務局次長　秀浦　康、事務局次長　吉村　忠浩

石見観光振興協議会 事務局長 伏谷　訓 本人出席、島根県西部県民センター商工労政事務所長兼務

行政機関 浜田市 産業経済部長 中村俊二 本人出席、随行：参事　田村　洋二、企画監　来原　明宏、貿易振興係長　山本　克也

益田市 産業経済部長 河上　信男 代理：産業支援センター所長　稲岡　大二

江津市 経済部門参事 土崎　一雄 代理：産業振興担当顧問　釡瀬　隆司、随行：企業立地係長　井上　康祐

大田市 産業振興部長 尾田　英夫 代理：観光振興課長補佐　中村　和也　

川本町 産業振興課長 高良　里江子 代理：主任主事　川西　理加

邑南町 商工観光課長 種　文昭 本人出席

美郷町 産業振興課長 烏田　正輝 本人出席

津和野町 商工観光課長 藤山　宏 代理：商工観光課長補佐　村田　隆昭　

吉賀町 産業課長 山本　秀夫 本人出席

出雲市 経済環境部長 小瀧　昭宏 代理：産業振興課長補佐　山崎　稔之、随行：主任　内藤　誠一

三次市 産業環境部長 花本　英蔵 代理：企業誘致マネージャー　村上　敬太

安芸高田市 産業振興部特命担当部長 山平　修 欠席

安芸太田町 商工観光課長 児玉　斉 本人出席

北広島町 商工観光課長 隅田　好則 欠席

島根県商工労働部 次長 本廣　保徳 本人出席

島根県土木部 次長 佐々木　孝夫 本人出席

オブザーバー 国土交通省　中国地方整備局　境港湾・空港整備事務所 所長 成川　和也 本人出席

神戸税関浜田税関支署 総括監視官 川崎　茂 本人出席

神戸植物防疫所広島支所浜田出張所 出張所長 田中　幸次 欠席

広島入国管理局　松江出張所 所長 佐藤　全功 欠席

広島検疫所 所長 柏樹　悦郎 欠席

島根県企業立地課 課長 槇原　由文 欠席

島根県産業振興課 課長 馬庭　正人 代理：調整監　中澤　信善

島根県西部県民センター商工労政事務所 事務所長 伏谷　訓 本人出席、随行：観光振興課長　山本　直樹、商工振興課長　松本　守正

島根県西部農林振興センター 所長 田邊　裕彦 本人出席

島根県浜田水産事務所 所長 来間　淳一 本人出席

会員団体 ５４団体

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ団体 １０団体

出席者数 ６４名(H28.5.20)

　事務局：浜田市（浜田市産業経済部産業政策課、観光交流課）
　　　　　　 島根県（貿易促進支援室、観光振興課、港湾空港課、浜田港湾振興
　　　　　　　　　　　　センター）



集貨対策ワーキンググループ（案）
分類 団体名

商工団体 浜田商工会議所

益田商工会議所

江津商工会議所

大田商工会議所

出雲商工会議所

平田商工会議所

島根県商工会連合会石見事務所

公益財団法人しまね産業振興財団石見事務所

利用企業 島根合板株式会社
日本製紙株式会社　ケミカル事業本部　江津事業所
株式会社ｴﾙ・ｱｲ・ﾋﾞｰ
株式会社ｹｲ・ｴﾌ・ｼﾞｰ

船舶代理店等 浜田港運株式会社
日本通運株式会社浜田支店

その他 浜田港振興会
行政機関 浜田市

益田市

江津市

大田市

川本町

邑南町
美郷町
津和野町
吉賀町
出雲市
三次市
安芸高田市
安芸太田町
北広島町

県施策担当部局 島根県企業立地課
島根県産業振興課

島根県西部県民センター商工労政事務所

島根県西部農林振興センター

島根県浜田水産事務所

クルーズ客船誘致対策ワーキンググループ（案）
分類 団体名

商工団体 浜田商工会議所
益田商工会議所
江津商工会議所
大田商工会議所
島根県商工会連合会石見事務所
公益財団法人しまね産業振興財団石見事務所

観光協会 一般社団法人浜田市観光協会
益田市観光協会
江津市観光協会
一般社団法人大田市観光協会
川本町観光協会
一般社団法人邑南町観光協会
美郷町観光協会
一般社団法人津和野町観光協会
吉賀町観光協会

旅行事業者 石王観光株式会社
バス事業者 石見交通株式会社
船舶代理店等 浜田港運株式会社
その他 浜田港振興会

石見観光振興協議会
行政機関 浜田市

益田市

江津市

大田市

川本町

邑南町
美郷町
津和野町
吉賀町

県施策担当部局 島根県西部県民センター商工労政事務所

備考

　事務局：浜田市（浜田市産業経済部産業政策課）
             島根県（貿易促進支援室、浜田港湾振興センター）

備考

　事務局：浜田市（浜田市産業経済部観光交流課）
             島根県（観光振興課、浜田港湾振興センター）


