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公益社団法人九州海事広報協会

令和２年度

令和2年5月14日　現在



会　　員　　名 会　　員　　名

<　北九州地区　> 九州旅客船協会連合会 会長 竹永健二郎

芦屋町 モーターボート競走事業管理者 大長光信行 九州冷蔵倉庫協議会 会長 髙松　浩司

オーシャントランス㈱ 代表取締役社長 髙松勝三郎 斎藤海運㈱ 代表取締役 斉藤　康輔

関門港運協会 会長 野畑　昭彦 JR九州高速船㈱ 代表取締役社長 水野　正幸

関門地区海運組合 理事長 中津　和也 日本遠洋旋網漁業協同組合 代表理事 加藤　久雄

関門水先区水先人会 会長 橋本　敏道 日本海事代理士会　九州支部 支部長 岩本　直登

(一社)北九州港振興協会 会長 利島　康司 (一社)日本貨物検数協会九州支部 理事支部長 山口　信行

(一財)九州港湾福利厚生協会 理事長 野畑　昭彦 (株)日本海洋資格センター 代表取締役 中野　　隆

(一社)九州小型船舶工業会 会長 田頭　愼一 博多港運協会 会長 岩﨑　　純

九州地方港運協会 会長 野畑　昭彦 (有)博多港サービスセンター 代表取締役 大津　　豊

㈱ 霧島海運商会 代表取締役 阿部　晴幸 (一社)博多港振興協会 会長 渡邊　智大

小倉地区港運協会 会長 德光　昌己 博多地区海運組合 理事長 阿利　欽章

㈱ 近藤海事 代表取締役 石井　秀夫 博多水先区水先人会 会長 平峰　真樹

㈱ ジェネック 代表取締役 伊東　純一 福岡県港湾建設協会 会長 下石　　誠

製鉄曳船 ㈱ 代表取締役社長 関谷　英一 福岡県倉庫協会 会長 城野　隆行

全日本海員組合 九州関門地方支部長 漢那　太作 福岡造船㈱ 代表取締役社長 田中　敬二

鶴丸海運㈱ 代表取締役社長 鶴丸　俊輔 福岡地区旅客船協会 会長 竹永健二郎

洞海港運協会 会長 岡部　秀年 福岡都市圏広域行政事業組合 管理者 髙島宗一郎

内海水先区水先人会 会長 齋藤　　實 丸阿産業㈱ 代表取締役 阿利　欽章

中間市行橋市競艇組合 管理者 福田　　浩 <　三池地区　>

阪九フェリー㈱ 代表取締役社長 小笠原　朗 ㈱鷹取製作所 代表取締役 藤山幸二郎

日明埠頭協同組合 理事長 山田康一朗 ㈱辰巳商会 大牟田営業所長 田口　　学

㈱名門大洋フェリー 常務執行役員 門司港支店長 岡山　耕二 丸宮海運㈱ 代表取締役 宮川　實夫

八幡海運組合 理事長 三原　啓嗣 三池海運㈱ 代表取締役 田中　政嗣

(有)ルックコミュニケーションズ 代表取締役 林　　大介 三池港物流㈱ 代表取締役 谷村　　徹

若松地区海運組合 理事長 谷　信次郎 <　長崎地区　>

福山　一人 福山　一人 有明海自動車航送船組合 管理者 栗林堅一郎

<　苅田地区　> ㈱エムエスケイ 代表取締役社長 松藤　章喜

苅田港海陸運送㈱ 代表取締役 中江　英毅 (有)黄島海運 代表取締役 廣瀬　　豊

苅田町 町長 遠田　孝一 大村市 モーターボート競走事業管理者 馬場　宏幸

福島海運㈱ 代表取締役 辰元　隆一 (有)木口汽船 代表取締役 大田　秀隆

三菱マテリアル㈱九州工場 執行役員工場長 小野　恭一 九州商船㈱ 代表取締役社長 美根　晴幸

<　福岡地区　> 五島旅客船㈱ 代表取締役 安田由美子

壱岐汽船海運組合 理事長 岡村安一郎 嵯峨島旅客船(有) 代表取締役 酒本　健二

カメリアライン㈱ 代表取締役社長 田邊　英城 昭徳水産㈱ 代表取締役 竹内　隆治

関門地区旅客船協会 会長 小笠原　朗 (一社)長崎県以西底曳網漁業協会 代表理事 山田浩一朗

九州地方海運組合連合会 会長 深水　保廣 長崎港運協会 会長 中部憲一郎

九州舶用工業会 会長 安武　良祐 長崎倉庫㈱ 代表取締役社長 中部 憲一郎

九州郵船㈱ 代表取締役社長 竹永健二郎 長崎水先区水先人会 会長 西浦　恒栄

指定代表者：役職・氏名

《　正　会　員　》
指定代表者：役職・氏名



会　　員　　名 会　　員　　名

長崎旅客船協会 会長 村木昭一郎 ㈱向島汽船 代表取締役 樋口　　勝

野母商船㈱ 代表取締役社長 村木昭一郎 (有)郵正丸 代表取締役 浦丸　　護

浜崎海運㈱ 代表取締役 浜崎　大輔 <　熊本地区　>

山田水産㈱ 代表取締役 山田浩一朗 天草漁業協同組合　 牛深総合支所代表理事副組合長 佐々木倫一

<　佐世保地区　> 共栄建設㈱ 代表取締役 池﨑　敏郎

㈱大島造船所 常務取締役工場長 堀口　兵栄 熊本県海運組合 理事長 深水　保廣

小値賀町 町長 西村　久元 熊本県倉庫協会 会長 倉岡　俊弘

黒島旅客船(有) 代表取締役 山口奈々子 熊本フェリー㈱ 代表取締役社長 井手　雅夫

崎戸商船㈱ 代表取締役 木原　廣道 熊本旅客船協会 会長 井手　雅夫

佐世保港運協会 会長 辻　　宏成 ジャパンマリンユナイテッド㈱ 有明事業所長 田中　信也

佐世保港湾運輸㈱ 代表取締役 宗　　博美 三角港湾運送協会 会長 分造　一義

佐世保市 市長 朝長　則男 八代港運協会 会長 松木　喜一

佐世保重工業㈱ 執行役員佐世保造船所長 石田　忠男 <　大分地区　>

佐世保地区海運組合 理事長 大坪　武士 大分県海運組合 理事長 木許　直樹

させぼパール・シー㈱ 代表取締役 中島　正美 大分県港運協会 会長 疋田　智昭

佐世保水先区水先人会 会長 峯　　寛 大分県倉庫協会 会長 豊田　俊郎

佐世保旅客船協会 会長 木原　廣道 大分県旅客船協会 会長 三重野雄資

鷹島汽船(有) 代表取締役 坂本　　学 蒲江交通(有) 代表取締役 遠藤　陵一

竹山運輸(有) 代表取締役 竹山　秀俊 佐伯市 市長 田中　利明

津吉商船㈱ 代表取締役 村木昭一郎 松盛汽船㈱ 代表取締役 松本　雅彦

西九州倉庫㈱ 代表取締役社長 辻　　宏成 大成倉庫㈱ 代表取締役社長 安藤　暢啓

平戸市 市長 黒田　成彦 鶴崎海陸運輸㈱ 代表取締役社長 疋田　智昭

<　佐賀地区　> 日鉄物流㈱ 西日本支店八幡営業所大分事業所長 樋口　崇司

㈱伊万里鉄工所 代表取締役社長 松井　茂樹 豐海運㈱ 代表取締役 團塚真一郎

(有)加唐島汽船 代表取締役 中里　法安 <　津久見地区　>

(有)金子廻漕店 代表取締役 金子　義美 大分海運㈱ 代表取締役 佐藤　公一

唐津汽船㈱ 代表取締役 小松　正徳 津久見海運㈱ 代表取締役社長 石井　康補

唐津市 モーターボート競走事業管理者 日下　義信 津久見市 市長 川野　幸男

㈱唐津シーライン 代表取締役 小松　正徳 ㈱ 中津留組 代表取締役 中津留伸亮

唐津湾海区砂採取協同組合 代表理事 前田　五男 西瀧海運㈱ 代表取締役 西瀧　常博

川口汽船(有) 取締役 川口　安教 (有)やま丸 代表取締役 渡邊　　勝

佐賀県海運組合 理事長 宗田　銀也 <　細島地区　>

佐賀玄海漁業協同組合 代表理事組合長 川嵜　和正 日豊汽船㈱ 代表取締役 岸上　照夫

佐賀県旅客船協会 会長 中道　清成 細島水先区水先人会 会長 藤瀬　一則

㈱佐賀造船鉄工所 代表取締役 水谷　敏章 宮崎県旅客船協会 会長 穐永　一臣

佐賀地区港運協会 会長 今泉　清美 <　油津地区　>

昭祇汽船㈱ 代表取締役 渡邉　俊一 日南地区海運組合 理事長 宮田 真一郎

東亜工機㈱ 代表取締役社長 光武　　渉 日南地区港運協会 会長 結城　秀一

㈱名村造船所　伊万里事業所 取締役専務執行役員 伊万里事業所長 力武　光男 宮崎県倉庫協会 会長 坂本　浩明

星賀海運協同組合 理事長 渡邉　俊一　 宮崎県南部地区「海の日」協賛会 会長 﨑田　恭平

指定代表者：役職・氏名 指定代表者：役職・氏名



会　　員　　名 会　　員　　名

<　鹿児島地区　> 《　賛　助　会　員　》
奄美海運㈱ 代表取締役 迫田　　昌 ＭＨＩ下関エンジニアリング㈱ 取締役社長 湯地　俊昭

鹿児島海陸運送㈱ 代表取締役 大西　儀朋 北九州市港湾空港局 局長 辻　　誠治

鹿児島県港湾漁港建設協会 会長 米盛庄一郎 北九州市公営競技局 次長 相良　明夫

鹿児島県倉庫協会 会長 大津　　学 下関市港湾局 局長 杉田　博章

鹿児島県造船協同組合 代表理事 大坪　弘人 下関市ボートレース企業局 事業管理者 山田　祐作

鹿児島県旅客船協会 会長 有村　和晃 日本製鉄㈱九州製鉄所大分地区 副所長（大分地区代表） 野見山裕治

鹿児島港運協会 会長 大西英二朗 日本製鉄㈱九州製鉄所八幡 工程業務部長 金久保龍治

鹿児島市 船舶局長 有村　隆生 (一社)日本埋立浚渫協会九州支部 支部長 松本　　敏

鹿児島内航海運組合 理事長 原田　勝弘 (公社)日本海員掖済会長崎掖済会病院 院長 大園　惠幸

鹿児島水先区水先人会 会長 橋之口　勉 (公社)日本海員掖済会門司掖済会病院 院長 藤井健一郎

甑島商船㈱ 代表取締役社長 美根　晴幸 福岡市経済観光文化局ボートレース事業部 部長 髙山　嘉樹

三協運輸㈱ 代表取締役社長 大西英二朗 福岡市港湾空港局 局長 清家　敬貴

十島村　 村長 肥後　正司 三菱重工業㈱下関造船所 所長 竹田　祐幸

パシフィックグレーンセンター㈱南日本支店 執行役員支店長 福吉　克彦

枕崎市漁業協同組合 代表理事組合長 市田恵八朗

マリックスライン㈱ 代表取締役社長 岩男　直哉

マルエーフェリー㈱ 代表取締役 有村　和晃

三島村 村長 大山　辰夫

屋久島町 町長 荒木　耕治

<　名瀬地区　>

有村商事㈱ 代表取締役 有村　修一

㈱カケロマリゾート 代表取締役 有村　昌造

名瀬港運協会　 会長 里見　弘壽

<　宇部地区　>

宇部興産海運㈱ 代表取締役社長 藏内　隆文

<　下関地区　>

関光汽船㈱ 代表取締役社長 入谷　一成

関釜フェリー㈱ 代表取締役 入谷　一成

(一財)関門海技協会 代表理事 大神　　肇

旭洋造船㈱ 代表取締役社長 越智　勝彦

下関港運協会 会長 米田　亘宏

下関港湾協会 会長 米田　英治

祝林タンカー㈱ 代表取締役 林　　克基

全国浚渫業協会 西日本支部長 清原　生郎

全国内航タンカー海運組合西部支部 支部長 阿部　和久

㈱松岡 代表取締役社長 松岡　隆雄

山口県以東機船底曳網漁業協同組合 代表理事組合長 宮本　洋平

指定代表者：役職・氏名 指定代表者：役職・氏名


