
 
 

令和 5 年 3 月 14 日 
国土交通省関東地方整備局 

港湾空港部 
 

『水際・防災対策連絡会議』を開催 
～関係者間で情報を共有・連携を図るため会議を開催しました～ 

 

 国土交通省関東地方整備局では、自然災害の頻発・激甚化、新たな感染症や危険な外来生

物の侵入等が懸念される中、水際・防災対策に係る行政機関及び関係団体が参画し、正確な

情報共有や所要の対策に係る連絡調整を円滑化するための場として、重要港湾以上の港湾及

びクルーズ船を利用した地方港湾において水際・防災対策連絡会議を設置しています。 

令和 5 年 5 月に G7 広島サミットが開催される予定であることから、今般、管内各港の連

絡会議を合同開催し、情報提供と周知徹底を図りました。 
 

１．会議開催日時 
令和 5 年 3 月 8 日（水） 13:30～14:30 Web 会議 
茨城港・鹿島港・千葉港・木更津港・館山港（内航クルーズ部会）・東京港・川崎港・横浜港・  
横須賀港 合同開催  

 
２．議題 

・Ｇ７広島サミット等に向けた港湾保安対策の徹底について 
・改正港湾法の施行について（パンデミックや災害時における港湾機能の確実な維持） 
・港湾における災害対応について（命のみなとネットワークなど） 
・国際クルーズの受入再開について 
・港湾におけるヒアリ対策          

 
３．構成員名簿 別添のとおり 
 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会・横浜海事記者クラブ・物流専門誌 

＜問い合わせ先＞  
関東地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 
電話：０４５－２１１－７４３３（直通） メール：pa.ktr-kiki-kanri@mlit.go.jp 
港湾危機管理官 河部 朋芳  
課長補佐 豊田 勉 

 



「水際・防災対策連絡会議」 構成員名簿 ①

茨城港 水際・防災対策連絡会議 構成員名簿

団体名

1 財務省 横浜税関鹿島税関支署 日立出張所

2 法務省 東京出入国在留管理局 水戸出張所

3 農林水産省 動物検疫所 成田支所

4 農林水産省 横浜植物防疫所 東京支所

5 国土交通省 関東運輸局 茨城運輸支局

6 海上保安庁 茨城海上保安部 鹿島海上保安署

7 環境省 関東地方環境事務所

8 防衛省 陸上自衛隊 東部方面総監部

9 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部

10 国土交通省 関東地方整備局

11 茨城県 県民生活環境部 環境政策課

12 茨城県 防災・危機管理部 防災・危機管理課

13 茨城県 防災・危機管理部 消防安全課

14 茨城県 営業戦略部 観光物産課

15 茨城県 営業戦略部 国際観光課

16 茨城県 保健福祉部 感染症対策課

17 茨城県 中央保健所

18 茨城県 ひたちなか保健所

19 茨城県 日立保健所

20 茨城県 土木部

21 茨城県 茨城港湾事務所

22 日立埠頭（株）

23 （株）茨城ポートオーソリティ

24 鹿島埠頭（株）

25 常陸那珂水先会

26 （一社）茨城県トラック協会

27 茨城県倉庫協会

28 （株）東洋信号通信社

29 （一社）日本埋立浚渫協会

30 （一社）茨城県建設業協会

31 日立港安全対策協議会

32 常陸那珂港船舶安全対策協議会

33 大洗港入出港安全対策協議会

34 茨城港常陸那珂港区利用者協議会

35 茨城県港湾空港建設協会

36 日立港石油基地協議会

鹿島港 水際・防災対策連絡会議 構成員名簿

団体名

1 財務省 横浜税関鹿島税関支署

2 法務省 東京出入国在留管理局 水戸出張所

3 農林水産省 動物検疫所 成田支所

4 農林水産省 横浜植物防疫所 東京支所 鹿島出張所

5 国土交通省 関東運輸局 茨城運輸支局 鹿島海事事務所

6 海上保安庁 茨城海上保安部 鹿島海上保安署

7 環境省 関東地方環境事務所

8 防衛省 陸上自衛隊 東部方面総監部

9 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部

10 国土交通省 関東地方整備局

11 茨城県 県民生活環境部 環境政策課

12 茨城県 防災・危機管理部 防災・危機管理課

13 茨城県 防災・危機管理部 消防安全課

14 茨城県 営業戦略部 観光物産課

15 茨城県 営業戦略部 国際観光課

16 茨城県 保健福祉部 感染症対策課

17 茨城県 潮来保健所

18 茨城県 土木部

19 茨城県 鹿島港湾事務所

20 鹿島埠頭(株)

21 鹿島水先区水先人会

22 鹿島港運協会

23 (一社)茨城県トラック協会

24 茨城県倉庫協会

25 (株)東洋信号通信社

26 (一社)日本埋立浚渫協会

27 (一社)茨城県建設業協会

28 茨城県港湾空港建設協会

29 鹿島石油(株)鹿島製油所

千葉港 水際・防災対策連絡会議 構成員名簿

団体名

1 財務省 横浜税関 千葉税関支署

2 法務省 東京出入国在留管理局 千葉出張所

3 厚生労働省 東京検疫所 千葉検疫所支所

4 農林水産省 動物検疫所 羽田空港支所 東京出張所

5 農林水産省 横浜植物防疫所 東京支所 千葉出張所

6 国土交通省 関東運輸局 千葉運輸支局

7 海上保安庁 千葉海上保安部

8 環境省 関東地方環境事務所

9 防衛省 陸上自衛隊 東部方面総監部

10 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部

11 国土交通省 関東地方整備局

12 千葉県 防災危機管理部 危機管理課

13 千葉県 健康福祉部 健康福祉政策課

14 千葉県 県土整備部 港湾課

15 千葉県 市川健康福祉センター

16 千葉県 習志野健康福祉センター

17 千葉県 市原健康福祉センター

18 千葉県 君津健康福祉センター

19 千葉市保健所

20 船橋市保健所

21 千葉県 千葉港湾事務所

22 千葉県 葛南港湾事務所

23 千葉港運協会

24 （一社）千葉県トラック協会

25 千葉港港湾運送事業協同組合

26 京葉港港湾運送事業協同組合

27 千葉県倉庫協会

28 （一社）日本埋立浚渫協会



「水際・防災対策連絡会議」 構成員名簿 ②
木更津港 水際・防災対策連絡会議 構成員名簿

団体名

1 財務省 横浜税関 千葉税関支署 木更津出張所

2 法務省 東京出入国在留管理局 千葉出張所

3 厚生労働省 東京検疫所 千葉検疫所支所

4 農林水産省 動物検疫所 成田支所

5 農林水産省 横浜植物防疫所 東京支所 千葉出張所

6 国土交通省 関東運輸局 千葉運輸支局

7 海上保安庁 千葉海上保安部 木更津海上保安署

8 環境省 関東地方環境事務所

9 防衛省 陸上自衛隊 東部方面総監部

10 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部

11 国土交通省 関東地方整備局

12 千葉県 防災危機管理部 危機管理課

13 千葉県 健康福祉部 健康福祉政策課

14 千葉県 県土整備部 港湾課

15 千葉県 君津健康福祉センター

16 千葉県 木更津港湾事務所

17 木更津港運協会

18 （一社）千葉県トラック協会

19 木更津港港湾運送事業協同組合

20 千葉県倉庫協会

21 （一社）日本埋立浚渫協会

館山港 水際・防災対策連絡会議 構成員名簿

団体名

1 国土交通省 関東運輸局 千葉運輸支局

2 海上保安庁 千葉海上保安部 館山分室

3 防衛省 陸上自衛隊 東部方面総監部

4 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部

5 （一社）日本埋立浚渫協会

6 （一社）日本外航客船協会

東京港 水際・防災対策連絡会議 構成員名簿

団体名 団体名

1 財務省 東京税関 30 東京港港湾運送事業協同組合

2 法務省 東京出入国在留管理局 31 京浜海運貨物取扱同業会

3 厚生労働省 東京検疫所 32 東京通関業会

4 農林水産省 動物検疫所 羽田空港支所 33 東京湾水先区水先人会

5 農林水産省 横浜植物防疫所 東京支所 34 外航船舶代理店業協会

6 国土交通省 関東運輸局 35 東京倉庫協会

7 国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局 36 東京タグセンター

8 海上保安庁 東京海上保安部 37 東京船舶代理店会

9
環境省
関東地方環境事務所

38 （一社）東京港運協会

10 防衛省 陸上自衛隊 東部方面総監部 39 （一社）東京都トラック協会

11 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部 40 （一財）東京港湾福利厚生協会

12 国土交通省 関東地方整備局 41 （一社）日本埋立浚渫協会 関東支部

13 東京都 生活文化局 42 （一社）日本船主協会

14 東京都 環境局 43 （一社）日本外航客船協会

15 東京都 福祉保健局 44 日本郵船（株）

16 東京都 建設局 45 （株）商船三井

17 東京都 港湾局 46 川崎汽船（株）

18 東京都 港湾局 東京港管理事務所 47 商船三井客船（株）

19 東京都 東京消防庁 48 日本クルーズ客船（株）

20 東京都 教育庁 49 日本クルーズ客船（株） 東京支店

21 警視庁 50 郵船クルーズ（株）

22 警視庁 東京湾岸警察署 51 東京木材埠頭（株）

23 東京都 中央区 52 東海汽船（株）

24 東京都 港区 53 小笠原海運（株）

25 東京都 江東区 54 東京シップサービス（株）

26 東京都 品川区 55 芝浦海運（株）

27 東京都 大田区 56 （株）東洋信号通信社

28 東京医科大学病院 渡航者医療センター 57 東京港埠頭（株）

29 外国船舶協会



「水際・防災対策連絡会議」 構成員名簿 ③

川崎港 水際・防災対策連絡会議 構成員名簿

団体名

1 財務省 横浜税関 川崎税関支署

2 法務省 東京出入国在留管理局 横浜支局

3 厚生労働省 東京検疫所 川崎検疫所支所

4 農林水産省 動物検疫所 川崎出張所

5 農林水産省 横浜植物防疫所

6 国土交通省 関東運輸局 川崎海事事務所

7 海上保安庁 横浜海上保安部 川崎海上保安署

8 環境省 関東地方環境事務所

9 陸上自衛隊 東部方面混成団本部

10 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部

11 国土交通省 関東地方整備局

12 川崎市 危機管理本部

13 川崎市 消防局 臨港消防署

14 川崎市 健康福祉局保健所 感染症対策課

15 川崎市 港湾局 港湾振興部庶務課

16 川崎市 港湾局 川崎港管理センター

17 川崎港運協会

18 （一社）日本埋立浚渫協会

横浜港 水際・防災対策連絡会議 構成員名簿

団体名 団体名

1 財務省 横浜税関 28横浜船主会

2
法務省 東京出入国在留管理局
横浜支局

29外国船舶協会

3 厚生労働省 横浜検疫所 30東京湾水先区水先人会

4 厚生労働省 神奈川労働局 31動畜産物輸出入検疫協会

5 農林水産省 動物検疫所 32全横浜港湾労働組合連合会

6 農林水産省 横浜植物防疫所 33全日本海員組合関東地方支部

7 国土交通省 関東運輸局 34（一社）日本港湾タグ事業協会

8 海上保安庁 横浜海上保安部 35（一社）横浜港振興協会

9
環境省
関東地方環境事務所

36（一社）横浜港湾福利厚生協会

10陸上自衛隊 東部方面混成団本部 37（一社）神奈川県トラック協会

11
防衛省 海上自衛隊
横須賀地方総監部

38（一社）日本埋立浚渫協会

12神奈川県 くらし安全防災局 39（株）ユニエックスエーゼンシー

13神奈川県 健康医療局 40（株）東京マリンサービス

14神奈川県 警察本部 41郵船コーディアルサービス（株）

15横浜市 鶴見区役所 42ワールドトランスポート（株）

16横浜市 中区役所 43相模運輸倉庫（株）

17横浜市 危機管理監 44（株）ジャパングレイス

18横浜市 総務局 45横浜川崎国際港湾（株）

19横浜市 健康福祉局 46横浜港埠頭（株）

20横浜市 医療局 47国土交通省 関東地方整備局

21横浜市 環境創造局

22横浜市 港湾局

23横浜市 消防局

24（大）横浜市立病院医学部

25横浜港運協会

26神奈川倉庫協会

27神奈川県冷蔵倉庫協会

横須賀港 水際・防災対策連絡会議 構成員名簿

団体名

1 財務省 横浜税関 横須賀税関支署

2 法務省 東京出入国在留管理局 横浜支局

3 厚生労働省 横浜検疫所

4 農林水産省 動物検疫所

5 農林水産省 横浜植物防疫所

6 国土交通省 関東運輸局

7 海上保安庁 横須賀海上保安部

8 環境省 関東地方環境事務所

9 陸上自衛隊 東部方面混成団本部

10 防衛省 海上自衛隊 横須賀地方総監部

11 国土交通省 関東地方整備局

12 横須賀市 市民部 危機管理課

13 横須賀市 消防局

14 横須賀市 建設部 港湾管理課

15 横須賀市保健所

16 横須賀港運協会

17 東京汽船（株）

18 東京九州フェリー（株）

19 （一社）日本埋立浚渫協会


