
第２回 仙台空港等活性化検討会・臨空地域等活性化検討会 出席者名簿 

 （敬称略） 

区分 企業等名称 役職 氏名 

民間企業 

三菱商事㈱ 

理事東北支社長 久能木 慎穂 

産業金融事業本部 ｲﾝﾌﾗ･事業金

融ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 部長 
浅木 純 

三井物産㈱ 理事東北支社長 永渕 富三 

住友商事㈱ 

住友商事東北(株)社長 今吉 秀行 

理事 建設不動産副本部長 

   不動産戦略事業部長 
安藤 伸樹 

日本通運㈱ 
執行役員 仙台支店長 村上 浩之 

ＧＬＳ部 専任部長 田島 晴弥 

三菱地所㈱ 東北支店長 加藤 浩 

三井不動産㈱ 東北支店長 森永 哲郎 

東日本旅客鉄道㈱ 
仙台支社総務部企画室鉄道計画Ｇ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
西村 英治 

㈱三井住友銀行 公共・金融法人部 部長 島村 豊臣 

㈱みずほコーポレート銀行 証券部長 住田 直伸 

㈱日本政策投資銀行 東北支店 東北復興支援室長 深井 勝美 

㈱七十七銀行 地域振興部 部長 大川口 信一 

㈱仙台銀行 地元企業応援部付部長 平 知紀 

野村證券㈱ 
ｱｾｯﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ-室 ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･

ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾍｯﾄﾞ 
園山 俊雄 

㈱野村総合研究所 上席ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 官民連携担当部長 名取 雅彦 

新日本有限責任監査法人 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾏｰｹｯﾂ推進本部 

ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 
福田 隆之 

関係団体 ㈳東北経済連合会 副会長 松澤 伸介 

仙台商工会議所 中小企業支援部長 森 富二夫 

仙台空港ビル㈱ 
代表取締役社長 伊藤 克彦 

仙台エアカーゴターミナル㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 代表取締役社長 齋藤 進 

行政 

国土交通省 

航空局次長 佐藤 善信 

航空局航空ﾈｯﾄﾜｰｸ企画課長 平垣内 久隆 

東京航空局 

東北地域空港振興調整官 
坂本 慶介 

東北地方整備局港湾空港部 

沿岸域管理官 
佐瀬 浩市 

仙台市 
経済局次長 国際経済・観光部長 壹岐 雅章 

都市整備局 総合交通政策部長 佐野 公司 

名取市 総務部長 渋谷 武志 

岩沼市 市民経済部商工観光課長 高橋 清一 

宮城県 

知事 村井 嘉浩 

経済商工観光部 部長 河端 章好 

経済商工観光部 次長 犬飼 章 

土木部次長（技術担当） 遠藤 信哉 



第２回 仙台空港等活性化検討会・臨空地域等活性化検討会 陪席者名簿 

   （敬称略） 

区分 企業等名称 役職 氏名 

民間企業 

三菱商事㈱ 

東北支社  

総務業務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
佐野 淳 

東北支社 電力・機械ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

開発建設担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
及川 昇 

産業金融事業本部 

ｲﾝﾌﾗ・事業金融ﾕﾆｯﾄ 次長 
石川 治孝 

産業金融事業本部 

ｲﾝﾌﾗ・事業金融ﾕﾆｯﾄ ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
石田 哲也 

産業金融事業本部 

ｲﾝﾌﾗ・事業金融ﾕﾆｯﾄ 課長代理 
山中 宏治 

三井物産㈱ 東北支社業務室 次長 芳野 義浩 

住友商事㈱ 

住友商事東北(株) 

取締役機電ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
根本 久男 

住商建物(株)取締役 植松 久裕 

不動産戦略事業部長付 中本 昭人 

不動産戦略事業部長付 鳥居 和弘 

船舶・航空宇宙・車両事業本部 
本部長付 

別所 信哉 

日本通運㈱ 

ＧＬＳ部 次長 栗田 克則 

仙台支店 部長 西條 久義 

仙台航空支店 次長 佐藤 俊幸 

三菱地所㈱ 
東北支店 次長 小林 茂彦 

東北支店 課長代理 飯島 啓太 

三井不動産㈱ 

東北支店 次長 三留 秀成 

不動産ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 

公共法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
財間 俊治 

㈱三井住友銀行 
東北法人営業部長 今朝丸 和弘 

東北法人営業部 岩間 宗一 

㈱みずほコーポレート銀行 
東北復興デスク 参事役 伊藤 伸二 

証券部 高橋 芳夫 

㈱日本政策投資銀行 
東北支店 東北復興支援室 蓮江 忠男 

東北支店 東北復興支援室 大沼 久美 

㈱七十七銀行 
地域振興部 地域振興課 課長 北畠 泰之 

本店営業部 融資課 副長 佐東 拓夢 

㈱仙台銀行 地元企業応援部 企画室長補佐 細馬 二郎 

野村證券㈱ 
法人企画部 大森 勝  

法人企画部 二宮 博 

㈱野村総合研究所 
公共経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 

ｲﾝﾌﾗ・ｱｾｯﾄﾌｧｲﾅﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟＧＭ 
持丸 伸吾 

新日本有限責任監査法人 
東北ﾌﾞﾛｯｸ 副ﾌﾞﾛｯｸ長 

ﾌﾞﾛｯｸ金融ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 
齋藤 憲芳 

関係団体 ㈳東北経済連合会 理事・地域政策部長 小野 晋 



仙台商工会議所 商工振興部 企画担当課長 高橋 貴美江 

仙台空港ビル㈱ 取締役 
石森 純一 

黒住 明彦 

仙台エアカーゴターミナル

㈱ 

代表取締役専務 福井 邦道 

顧問 伊達 直博 

仙台空港鉄道㈱ 総務課長代理 難波 克彦 

 

 

区分 企業等名称 役職 氏名 

行政 

国土交通省 

航空局空港経営改革推進室 課長補佐 石原 正豊 

航空局空港経営改革推進室 主査 佐藤 慎太郎 

東京航空局仙台空港事務所 空港長 近藤 尚樹 

東京航空局仙台空港事務所 

広域空港管理官 
芳賀 孝輝 

東北運輸局企画観光部次長 佐藤 一男 

仙台市 

経済局国際経済・観光部
国際ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進室長 伊勢 文葉 

経済局国際経済・観光部
国際ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進室主事 岩淵 絵里 

都市整備局総合交通政策部
公共交通推進課主事 市川 景一 

名取市 
総務部政策企画課長 熊谷 克彦 

総務部政策企画課係長 佐藤 徹也 

岩沼市 総務部政策企画課長補佐 新妻 敏幸 

  

事務局 

所属・役職 氏名 

経済商工観光部 富県宮城推進室長 日野 和典 

経済商工観光部副参事 富県宮城推進室 室長補佐（総括） 佐々木 俊人 

経済商工観光部 富県宮城推進室 室長補佐兼企画員（政策推進班長） 赤間 正行 

経済商工観光部 富県宮城推進室 企画員 三浦 敬 

土木部 空港臨空地域課長 石澤 秀春 

土木部 空港臨空地域課 空港振興専門監 佐藤 靖彦 

土木部 空港臨空地域課 技術副参事兼技術補佐（総括） 井上 久裕 

土木部 空港臨空地域課 課長補佐（総括） 目黒 洋 

土木部 空港臨空地域課課長補佐（空港・アクセス鉄道調整班長） 佐々木 啓樹 

土木部 空港臨空地域課課長補佐（空港振興班長） 斗ヶ沢 慶一 

土木部 空港臨空地域課課長補佐（臨空地域整備班長） 今野 潤一 

土木部 空港臨空地域課 主幹 高橋 史 

土木部 空港臨空地域課 主任主査 小野 大基 

土木部 都市計画課 技術補佐（総括） 藤田 仁 

 


