公益社団法人

近畿海事広報協会

役員名簿

（平成28年5月10日選任）
就任日 平成28年5月10日
任 期 平成30年度通常総会の終結の時まで
敬称略・順不同

会

長

小林

雅行

株式会社住友倉庫取締役常務執行役員

森

幸一

一般財団法人日本モーターボート競走会理事

〃

学頭

和也

大阪船主会副会長

業務執行理事

中西

章夫

公益社団法人近畿海事広報協会事務局長

井垣

篤司

近畿旅客船協会会長

〃

安藤

弘道

大阪港運協会専務理事

〃

半野田

〃

香川

幹夫

大阪海運組合専務理事

〃

阿部

健治

近畿舶用工業会会長

〃

辻村

秀利

大阪倉庫協会常務理事

〃

西野

明

住之江興業株式会社常務取締役

〃

前田

福久

住之江競艇運営協議会事務局長

〃

田中

良雄

一般財団法人日本モーターボート競走会執行役員

〃

遠藤

飾

全日本海員組合大阪支部長

〃

松本

直樹

舞鶴海事産業協会会長

〃

紺野

剛

和歌山県海運協会理事

〃

岡嶋

信行

紀南海運協会会長

〃

宮本

貴司

株式会社日本海事新聞社関西支局長

間口

敦生

大阪船内荷役協会会長

髙橋

健一

大阪海運貨物取扱業会理事長

副会長

理

事

監

事
〃

幸次郎

一般財団法人大阪港湾福利厚生協会専務理事

公益社団法人

近畿海事広報協会

顧問等名簿

（平成28年5月10日現在）

敬称略・順不同

名誉会長
大阪商工会議所会頭

尾崎

裕

顧問
滋賀県知事

三日月

大造

大阪府都市競艇企業団企業長

後藤

圭二

箕面市市長

倉田

哲郎

大阪府港湾局長

辰谷

義明

大阪市港湾局長

藪内

弘

滋賀県総務部事業課長

堀川

亨

大阪府都市競艇企業団事務局長

畑澤

実

箕面市競艇事業局長

栢本

貴男

参与
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公益社団法人

近畿海事広報協会会員名簿
33 大阪港湾事業協同組合

特別会員
1 大阪府

34 (一財)大阪港湾福利厚生協会

2 滋賀県

35 大阪梱包運輸(株)

3 大阪市

36 大阪商工会議所

4 大阪府都市競艇企業団

37 大阪水産運輸(株)

5 箕面市

38 大阪水上バス(株)
39 大阪船主会
40 大阪船内荷役協会

賛助会員
6 全国内航タンカー海運組合関西支部

41 大阪船舶(株)

7 全国内航タンカー海運組合薬槽船支部

42 大阪船用品協同組合

8 (一財)日本モーターボート競走会 近畿支局

43 大阪船用品商組合

9 (一財)日本モーターボート競走会 琵琶湖支部

44 大阪倉庫協会
45 大阪中央冷蔵(株)
46 大阪鉄鋼専業倉庫会

普通会員
10 安芸海運(株)

47 (株)大阪鉄道倉庫

11 淺野運輸倉庫(株)

48 大阪荷役(株)

12 石川(株)

49 大阪府運輸倉庫協会

13 泉大津港湾振興会

50 大阪フェリー協会

14 泉佐野ウォーターフロント（株）

51 大阪府港湾協会

15 伊勢湾海運(株)

52 大阪府タグ事業協同組合

16 井上

53 (株)大阪府モーターボート連盟

義久

17 伊吹工業(株)

54 大阪府冷蔵倉庫協会

18 エスケーロジ(株)

55 大阪湾水先区水先人会

19 近江トラベル(株)

56 (株)オーナミ

20 大阪運輸(株)

57 (株)奥野長

21 大阪曳船事業協同組合

58 甲斐機船(株)

22 大阪掖済会病院

59 (株)海事プレス社

23 大阪沿岸荷役協会

60 (公財)海上保安協会

24 大阪海運貨物取扱業会

61 貝塚港湾振興会

25 大阪海運組合

62 海南下津港湾振興会

26 大阪港運協会

63 (株)海陸運輸公社

27 大阪港振興(株)

64 (株)上組

28 (公社)大阪港振興協会

65 河﨑

29 大阪港振興倶楽部

66 川西倉庫(株)

30 大阪港埠頭ターミナル(株)

67 関西港湾サービス(株)

31 大阪港木材倉庫(株)

68 関西舶用内燃機部品商工会

32 大阪港湾作業(株)

69 関西法定船用品協会

輝昭

70 (株)かんでんエンジニアリング

108 新洋海運(株)

71 岸和田港振興協会

109 (株)杉村倉庫

72 紀南海運協会

110 (株)スミサク

73 (株)キャプテンライン

111 (株)住友倉庫

74 京都倉庫協会

112 住之江競艇運営協議会

75 近畿港運(株)

113 住之江興業(株)

76 (一社)近畿小型船舶工業会

114 住和港運(株)

77 近畿倉庫事業協同組合

115 センコー(株)

78 近畿通関(株)

116 (一社)全日検

79 近畿舶用工業会

117 全日本海員組合

80 近畿旅客船協会

118 泉洋港運(株)

81 京滋冷蔵倉庫協会

119 第一中央内航(株)

82 京神倉庫(株)

120 (株)大運

83 ケイヒン(株)

121 大商海運(株)

84 玄海汽船(株)

122 大泉物流(株)

85 (株)港南工作所

123 (株)ダイゾー

86 鴻池運輸(株)

124 大日本倉庫(株)

87 五栄汽船(株)

125 ダイハツディーゼル(株)

88 小山工業(株)

126 タイヨウ汽船(株)

89 堺港湾振興会

127 高石港湾振興会

90 櫻島埠頭(株)

128 髙須

91 サノヤス造船(株)

129 髙橋海事事務所

92 (株)サンオーシャン

130 (株)武丸海運

93 山九(株)

131 (株)辰巳商會

94 三興海運(株)

132 谷川運輸倉庫(株)

95 三和鉄工(株)

133 谷口海事事務所

96 塩﨑

134 谷田

彰

淳一

一成

97 滋賀県倉庫協会

135 田渕海運(株)

98 (株)信貴造船所

136 (株)中央倉庫

99 四国開発フェリー(株)

137 月星海運(株)

100 澁澤倉庫(株)

138 (株)土田組

101 島田燈器工業(株)

139 (株)帝国機械製作所

102 ジャパン・ハムワ−ジ株式会社

140 東洋埠頭(株)

103 商船港運(株)

141 (株)東洋埠頭青果センター

104 (株)商船三井

142 東洋メビウス(株)

105 神鋼物流(株)

143 杤木協鐵輸送(株)

106 新日本海フェリー(株)

144 富栄運輸(株)

107 (一財)新日本検定協会

145 (株)中北製作所

146 中谷運輸(株)

183 不二海運(株)

147 中谷エネテック(株)

184 富士興業(株)

148 中西海事代理士・行政書士事務所

185 伏見倉庫(株)

149 中野運送(株)

186 藤原運輸(株)

150 (株)浪速ポンプ製作所

187 寳船冷蔵(株)

151 (株)名村造船所

188 堀内商事(株)

152 奈良県倉庫協会

189 ボルカノ(株)

153 ナロック(株)

190 舞鶴海事産業協会

154 南海フェリー(株)

191 前川

155 (株)ニチレイ・ロジスティクス関西

192 間口運輸(株)

156 (株)日新

193 松居海事・行政書士事務所

157 (株)日倉

194 松野

158 日鉄住金物流(株)

195 (株)松菱

159 日東物流(株)

196 松菱運輸(株)

160 日本沿岸曳船海運組合

197 丸一海運(株)

161 (一社)日本海事検定協会

198 丸山物流(株)

162 (株)日本海事新聞社

199 三井倉庫(株)

163 日本海事代理士会

200 三井倉庫港運(株)

164 (一財)日本海洋レジャー安全・振興協会

201 三菱倉庫(株)

165 (一社)日本貨物検数協会

202 三星海運(株)

166 日本クルーズ客船(株)

203 港通船運輸(株)

167 (一財)日本穀物検定協会

204 宮崎カーフェリー(株)

168 (一財)日本船舶職員養成協会近畿

205 (株)名門大洋フェリー

169 日本通運(株)

206 森本

170 日本トランスシティ(株)

207 (株)森吉物流倉庫

171 (一財)日本舶用品検定協会

208 山口

172 阪九フェリー(株)

209 大和運輸(株)

173 阪神国際港湾(株)

210 ヤンマー(株)

174 （株）阪神シッピング

211 郵船港運(株)

175 樋口海事事務所

212 夢洲コンテナターミナル(株)

176 日立造船(株)

213 和歌山県海運協会

177 平林港運(株)

214 和歌山港振興協会

178 びわこ企業(株)
179 琵琶湖汽船(株)
180 琵琶倉庫(株)
181 (株)フェリーさんふらわあ
182 深田サルベージ建設(株)

一郎

佳幸

忠起
幾

