
幹事会名簿　【瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会】 令和３年８月６日現在

担　当　窓　口 郵　　便　　番　　号 電話番号

担　当　役　職 住　　　　　　　　　所 FAX番号

730-8586 082-504-2337

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 082-504-2529

792-0023 0897-65-1350

愛媛県新居浜市繁本町3-5 0897-32-3229

722-0036 0848-22-8158

尾道市東御所町９番１号 0848-22-8159

650-0046 078-595-6283

神戸市中央区港島中町4-1-1 078-595-6284

773－8501 0885-32-3809

徳島県小松島市横須町１番１号 0885-33-0938

870-8504 097ｰ537-5632

大分市荷揚町２－３１ 097ｰ532-7545

771-0295 088-699-8725

板野郡松茂町広島字東裏３０番地 088-699-6012

559-0034 06-6615-8164

大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10　ATC ITM棟10階 06-6615-7719

599-0392 072-492-2730

泉南郡岬町深日２０００−１ 072-492-5422

650-8567 078-362-9274

神戸市中央区下山手通５－１０－１ 078-362-4280

656-0492 0799-43-5226

南あわじ市市善光寺22-1 0799-43-5326

640-8585 073-441-3156

和歌山市小松原通１－１ 073-433-4839

643-0002 0737-64-1124

有田郡湯浅町大字青木６６８番地１ 0737-63-4150

700-8570 086-226-7486

岡山市北区内山下２－４－６ 086-227-5551

705-8602 0869-64-1833

備前市東片上126 0869-64-1850

730-8511 082-513-4025

広島市中区基町１０番５２号 082-223-2463

737-8501 0823-25-3333

呉市中央４丁目１番６号５階 0823-25-1361

770-8570 088-621-2583

徳島市万代町1-1 088-621-2874

774-8501 0884-22-9596

阿南市富岡町トノ町１２－３ 0884-22-5211

760-8570 087-832-3549

高松市番町4-1-10 087-806-0221

761-3110 087-892-2224

香川郡直島町1122-1 087-892-3888

790-8570 089-912-2690

松山市一番町4丁目4-2 089-912-2689

796-8501 0894-22-3111

八幡浜市北浜1-1-1 0894-24-6180

753-8501 083-933-3810

山口市滝町１－１ 083-933-3829

土木部港湾海岸課

産業建設部水産港湾課

幹事

幹事

幹事会役職 ブロック名

幹事長

副幹事長

兵庫

和歌山 湯浅町

幹事

会計役

幹事

幹事

兵庫

岬町幹事

兵庫県

魅力検討委員長

神戸市

大分市

松茂町徳島

環境事業委員長

周防灘

小松島市

新居浜市

広島 都市整備局みなと振興課

新居浜市企画部港湾管理課

建設部港湾振興課

愛媛

徳島

団　体　名

港湾局振興課

商工観光課

広島市

広島 尾道市

兵庫

土木建築部河川・みなと振興課

建設経済課

県土整備部土木局港湾課

産業建設部建設課

県土整備部港湾空港局港湾空港振興課

産業建設課

香川 直島町

防災委員長

大阪

危機管理室

幹事

幹事

大阪港湾局計画整備部計画課計画調整担当

都市整備部産業観光促進課

大阪府

幹事

情報発信委員長

阿南市

香川 香川県

徳島 徳島県

徳島

幹事

南あわじ市

和歌山 和歌山県

大阪

愛媛 愛媛県

八幡浜市愛媛

幹事

岡山 岡山県 土木部港湾課幹事

幹事 広島 広島県 土木建築局港湾漁港整備課港湾企画グループ

幹事 岡山 備前市 建設部建設課

産業部港湾漁港課広島 呉市幹事

周防灘 山口県幹事 土木建築部港湾課

県土整備部運輸政策課

土木課

幹事 土木部港湾課



幹事会名簿　【瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会】 令和３年８月６日現在

担　当　窓　口 郵　　便　　番　　号 電話番号

担　当　役　職 住　　　　　　　　　所 FAX番号
幹事会役職 ブロック名 団　体　名

812-8577 092-643-3674

福岡市博多区東公園７番７号 092-643-3688

870-8501 097-506-4618

大分市大手町３−１−１ 097-506-1776

874-8511 0977-21-1111

別府市上野口町１−１５ 0977-22-9478

552-0007 06-6574-8561

大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイタワーオフィス15階 06-6577-2265

651-0082 078-333-2552

神戸市中央区小野浜町７番３０号 078-325-5332

640-8404 073-422-8198

和歌山市湊薬種畑の坪１３３４ 073-435-2089

706-0002 0863-33-5006

玉野市築港1-1-3 0863-33-9010

734-0011 082-254-7906

広島市南区宇品海岸3-10-28 082-505-0107

745-0045 0834-31-0409

周南市徳山港町8475-17 0834-27-1458

773-0001 0885-32-3855

小松島市小松島町字外開1-11 小松島みなと合同庁舎2階 0885-35-0010

760-0064 087-851-5524

高松市朝日新町1番30号（高松港湾合同庁舎3F） 087-826-1210

791-8058 089-951-0162

松山市海岸通2426-1 089-946-8010

750-0066 083-266-3291

下関市東大和町2-29-1 083-261-1123

801-0841 093-321-4634

北九州市門司区西海岸1-4-40 093-322-5525

800-0315 093-436-0581

福岡県京都郡苅田町港町28-2 093-435-2005

874-0919 0977-21-0171

別府市石垣東10-3-15 0977-27-0082

802-0001 093-512-8091

北九州市小倉北区浅野3-7-38 093-512-8105

650-0042 078-321-3144

神戸市中央区波止場町１−１神戸第２地方合同庁舎 078-321-3474

540-8558 06-6949-6411

大阪市中央区大手前４－１－７６ 06-6949-6135

７３０－８５４４ 082-228-8701

広島市中区上八丁堀６−３０ 082-228-9412

760-0019 087-802-6737

高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎南館 087-802-6732

812-0013 092-472-2335

福岡市博多区博多駅東2-11-1 092-472-2334
観光部国際観光課

観光部観光地域振興課

観光部観光地域振興課

総務企画部企画課

観光部観光企画課

総務課

企画調整課

企画調整課

県土整備部港湾課

総務課

総務課

総務課

企画調整課

土木建築部港湾課

企画調整課

総務課

都市整備課

企画調整課

企画調整課

企画調整課

企画調整課

企画調整課

中国地方整備局

幹事

下関港湾事務所

幹事

幹事

幹事

周防灘 大分県

別府市

宇野港湾事務所

神戸港湾事務所

広島港湾・空港整備事務所

幹事

九州地方整備局

苅田港湾事務所

別府港湾・空港整備事務所

関門航路事務所

宇部港湾・空港整備事務所

小松島港湾・空港整備事務所

高松港湾・空港整備事務所

中国地方整備局

神戸運輸監理部

九州地方整備局

四国地方整備局

九州地方整備局

九州地方整備局

松山港湾・空港整備事務所

北九州港湾・空港整備事務所九州地方整備局幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

近畿地方整備局

四国運輸局

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

周防灘

四国地方整備局

近畿地方整備局

近畿地方整備局

中国地方整備局

神戸運輸監理部

幹事

幹事

周防灘 福岡県

大阪港湾・空港整備事務所

四国地方整備局

九 州 運 輸 局

近畿運輸局 近 畿 運 輸 局

中国運輸局 中 国 運 輸 局

四 国 運 輸 局

和歌山港湾事務所

九州運輸局幹事


