震災・復興１０年

進もう！次の東北へ

東北地方整備局
Tohoku Regional Development Bureau

令 和 3 年 3 月 22 日
東北地方整備局 港湾空港部

『久慈港・宮古港・釜石港・大船渡港
水際・防災対策連絡会議』を開催します
岩手県内の重要港湾に関係する行政機関及び関係団体が参画し、水際対策や
防災対策に関する情報の共有や所要の対策に係る連絡調整を円滑に進めるため、
本会議を開催しますのでお知らせいたします。
記
（１）日

時：令和３年３月２５日（木） １３時３０分～１４時３０分

（２）場

所：【仙台会場】東北地方整備局港湾空港部９階 AB 会議室
（仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 B 棟）
【釜石会場】東北地方整備局釜石港湾事務所２階会議室（釜石市港町 2-7-27）
※このほか、久慈会場、宮古会場、大船渡会場へはＷＥＢで配信

（３）議

題：① 港湾における新たな防災・減災対策について
② ヒアリ対策に関する情報提供
③ 感染症の疑いのある外航貨物船の来航時の対応について
④ 今後のクルーズ船への対応について
⑤ 港湾における感染症ＢＣＰについて

（４）名

簿

別添－１(1)～(4)のとおり

＜取材等について＞
□取材は仙台会場と釜石会場のみ可能となります。
□カメラ撮りは冒頭の挨拶までとし、その後は退席していただきます。
□現在、宮城県及び仙台市で独自の緊急事態宣言が発令されていますので、
県境をまたぐ取材は自粛いただき、当方からの写真提供などをご活用ください。
□新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用等をお願いします。
〔発表記者会〕宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、
岩手県政記者クラブ、宮古記者クラブ、釜石記者クラブ、大船渡記者クラブ

【お問い合わせ先】
東北地方整備局 港湾空港部
港湾危機管理官 遠藤 美之（えんどう よしゆき）
TEL : 022(716)0067 FAX : 022(716)0098

別添－１(1)

久慈港水際・防災対策連絡会議 構成員
【行政機関】
※順不同
財務省 函館税関 八戸税関支署
法務省 出入国在留管理庁 仙台出入国在留管理局 盛岡出張所
厚生労働省 仙台検疫所 宮古出張所
環境省 東北地方環境事務所
海上保安庁 第二管区海上保安本部 警備救難部
海上保安庁 第二管区海上保安本部 八戸海上保安部
国土交通省 東北運輸局 海事振興部
国土交通省 東北運輸局 海上安全環境部
国土交通省 東北運輸局 青森運輸支局 八戸海事事務所
国土交通省 東北地方整備局 釜石港湾事務所
国土交通省 東北地方整備局 釜石港湾事務所 久慈港出張所
岩手県 保健福祉部 医療政策室
岩手県 商工労働観光部 観光・プロモーション室
岩手県 久慈保健所
岩手県 県北広域振興局 経営企画部 産業振興室
岩手県 県北広域振興局 土木部
岩手県 県土整備部 港湾課
岩手県警察 久慈警察署
久慈広域連合消防本部
久慈市 企業立地港湾部
【関係団体】
一般社団法人 日本埋立浚渫協会 東北支部 釜石港湾地区委員
【関係事業者】
久慈港運株式会社
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 久慈国家石油備蓄基地事務所
日本地下石油備蓄株式会社 久慈事業所
北日本造船株式会社 久慈工場
宮城建設株式会社
【事務局】
国土交通省 東北地方整備局

別添－１(2)

宮古港水際・防災対策連絡会議 構成員
【行政機関】
※順不同
財務省 函館税関 宮古税関支署
法務省 出入国在留管理庁 仙台出入国在留管理局 盛岡出張所
厚生労働省 仙台検疫所 宮古出張所
農林水産省 横浜植物防疫所 塩釜支所
環境省 東北地方環境事務所
海上保安庁 第二管区海上保安本部 警備救難部
海上保安庁 第二管区海上保安本部 釜石海上保安部 宮古海上保安署
国土交通省 東北運輸局 海事振興部
国土交通省 東北運輸局 海上安全環境部
国土交通省 東北運輸局 岩手運輸支局
国土交通省 東北地方整備局 釜石港湾事務所
国土交通省 東北地方整備局 釜石港湾事務所 宮古港出張所
岩手県 保健福祉部 医療政策室
岩手県 商工労働観光部 観光・プロモーション室
岩手県 宮古保健所
岩手県 沿岸広域振興局 経営企画部 宮古地域振興センター
岩手県 県土整備部 港湾課
岩手県 沿岸広域振興局 土木部 宮古土木センター
岩手県警察 宮古警察署
岩手県立 宮古水産高等学校
宮古地区広域行政組合宮古消防署
宮古市産業振興部 港湾振興課
【関係団体】
釜石水先区水先人会
一般社団法人 日本埋立浚渫協会 東北支部 釜石港湾地区委員
【関係事業者】
宮古港湾運送株式会社
岩手県北自動車株式会社
ホクヨープライウッド株式会社 藤原工場
片倉コープアグリ株式会社 宮古工場
【事務局】
国土交通省 東北地方整備局

別添－１(3)

釜石港水際・防災対策連絡会議 構成員
【行政機関】
財務省 函館税関 大船渡税関支署 釜石出張所
法務省 出入国在留管理庁 仙台出入国在留管理局 盛岡出張所
厚生労働省 仙台検疫所 釜石出張所
農林水産省 横浜植物防疫所 塩釜支所
環境省 東北地方環境事務所
海上保安庁 第二管区海上保安本部 警備救難部
海上保安庁 第二管区海上保安本部 釜石海上保安部
国土交通省 東北運輸局 海事振興部
国土交通省 東北運輸局 海上安全環境部
国土交通省 東北運輸局 岩手運輸支局
国土交通省 東北地方整備局 釜石港湾事務所
岩手県 保健福祉部 医療政策室
岩手県 商工労働観光部 観光・プロモーション室
岩手県 釜石保健所
岩手県 沿岸広域振興局 経営企画部 産業振興室
岩手県 県土整備部 港湾課
岩手県 沿岸広域振興局 土木部
岩手県警察 釜石警察署
釜石大槌地区行政事務組合消防本部
釜石市産業振興部
釜石市危機管理監
【関係団体】
釜石水先区水先人会
釜石流通団地 水産加工業協同組合
一般社団法人 日本埋立浚渫協会 東北支部 釜石地区担当
【関係事業者】
日鉄物流釜石株式会社
日本通運株式会社 釜石営業支店
白金運輸株式会社
海洋曳船株式会社
日本製鉄株式会社 東日本製鉄所 釜石地区
釜石グレーンセンター株式会社
株式会社及川工務店
岩手県オイルターミナル株式会社
株式会社山元
トヨタ輸送株式会社 岩手営業所
【事務局】
国土交通省 東北地方整備局

※順不同

別添－１(4)

大船渡港水際・防災対策連絡会議 構成員
【行政機関】
財務省 函館税関 大船渡税関支署
法務省 出入国在留管理庁 仙台出入国在留管理局 盛岡出張所
厚生労働省 仙台検疫所 大船渡・気仙沼出張所
農林水産省 横浜植物防疫所 塩釜支所
環境省 東北地方環境事務所
海上保安庁 第二管区海上保安本部 警備救難部
海上保安庁 第二管区海上保安本部 釜石海上保安部
国土交通省 東北運輸局 海事振興部
国土交通省 東北運輸局 海上安全環境部
国土交通省 東北運輸局 気仙沼海事事務所
国土交通省 東北地方整備局 釜石港湾事務所
岩手県 保健福祉部 医療政策室
岩手県 商工労働観光部 観光・プロモーション室
岩手県 大船渡保健所
岩手県 沿岸広域振興局 経営企画部 大船渡地域振興センター
岩手県 県土整備部 港湾課
岩手県 沿岸広域振興局 土木部 大船渡土木センター
岩手県警察 大船渡警察署
大船渡地区消防組合大船渡消防署
大船渡市商工港湾部
【関係団体】
大船渡港水先人会
大船渡港国際港湾ターミナル協同組合
一般社団法人 日本埋立浚渫協会 東北支部 釜石地区担当
【関係事業者】
東北汽船港運株式会社
東海運株式会社
白金運輸株式会社
山和商店有限会社
大平洋セメント株式会社 大船渡工場
龍振鉱業株式会社
【事務局】
国土交通省 東北地方整備局

※順不同

別添－２

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、別添３により東北地方整備局 港湾空港部
港湾保安対策室まで、ＦＡＸにて事前の申し込みをお願いいたします。
事前の申し込みが無い場合は、取材ができませんのでご注意ください。
・申込期日は、厳守でお願いいたします。
３月２５日（木） １２：００まで
ＦＡＸ番号 ０２２－７１６－００９８

２．当日の取材について
・現地では、係員の指示に従ってください。
・取材中は身分証明書、自社の腕章を必ず提示していただきますようお願いいた
します。
・カメラ撮りは冒頭の挨拶までとし、その後は退席していただきます。

３．新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する留意事項について
・可能な限り少人数でお越しください。
・県境をまたぐ移動を伴う取材は自粛いただき、当方からの写真提供等をご活用
ください。
・写真提供依頼については、別添－３の取材申込用紙により、お申込みください。
・咳などの風邪症状、発熱等、体調不良のある方は参加をご遠慮ください。
・取材の途中で、頻回に咳をする方がいた場合、退席を要請する場合があります。
・取材中のマスクの着用など、参加される方ご自身で感染予防対策をお願いいた
します。
・うがい、手洗いの励行をお願いいたします。
・参加者への感染防止を考慮し、職員はマスク着用等により、ご案内させていた
だきます。

別添３

「久慈港・宮古港・釜石港・大船渡港
水際・防災対策連絡会議」
取材申込用紙
FAX 送信期限：３月２５日（木）１２:００まで
FAX 送信先：東北地方整備局 港湾空港部
港湾保安対策室 行
FAX 番号：022-716-0098
○仙台会場位置図

○釜石会場位置図
会場：仙台合同庁舎 B 棟９

会場：釜石港湾事務所２階会議室 F

（出典：地理院地図に会場等を追記して掲載）

貴社名：
ご担当の方のお名前：
ご連絡先電話番号：
人 数：

名

取材を希望する会場： 仙台会場 ・ 釜石会場
写真希望の有無：
（取材に関する連絡欄）

取材申込に関するお問い合わせ：℡０２２－７１６－００６７
港湾保安対策室 井上、大久保まで

