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件 名 
「国際物流戦略チーム」幹事会を開催 

～関西経済の活性化を目指して～ 
  

概  要 

 

国際物流の効率化を通じた関西経済の活性化を目指し、全国に先駆 

け、産学官の連携のもと設置された「国際物流戦略チーム」の第 26 回 

幹事会（現在 60 機関が参加）を、以下のとおり開催します。 

 

 

○日 時：平成29年2月20日（月） 15:00～16:30 

○場 所：KKRホテル大阪 3階 銀河 

     大阪市中央区馬場町2-24 

  ○議 題 

    （１）国際物流戦略チームを取り巻く最近の動きについて 

（２）「今後の取組(2016-2017)」の取組状況について 

（３）「取組検討分科会」における検討結果について 

（４）「国際物流シンポジウム2017（仮称）」の開催について 

（５）その他 

 

  ※ 会議の取材・撮影につきましては冒頭の挨拶までとし、 

    会議終了後、質問等は事務局が対応します。 

  ※ 国際物流戦略チームＨＰアドレス 

    http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kbutsuryu/top.html 

 

  

取り扱い    平成 29 年 2 月 16 日 14 時 00 分 解禁 

  

配布場所 

 近畿建設記者クラブ   大手前記者クラブ   神戸海運記者クラブ 

 神戸民放記者クラブ   みなと記者クラブ   神戸経済記者クラブ 

 和歌山県政記者クラブ  和歌山県政放送記者クラブ 

 和歌山地方新聞記者クラブ 

  
 

問合せ先 

 国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部  TEL (078)391-3102 

  計画企画官         酒井 貴司    

  港湾物流企画室長    島村 博 

 



 

 

 

 

 

国際物流戦略チーム 第 2６回幹事会 

日 時：平成 2９年２月２０日（月）1５:０0～1６:３0 

会 場：KKR ホテル大阪 ３階 「銀河」 

    〒540-0007 大阪市中央区馬場町 2-24 

           TEL（06）6941-1122 FAX（06）6941-5508 

 

KKR ホテル大阪 位置図 

 

議  事：（１）国際物流戦略チームを取り巻く最近の動きについて 

（２）「今後の取組(2016-2017)」の取組状況について 

（３）「取組検討分科会」における検討結果について 

（４）「国際物流シンポジウム 2017（仮称）」の開催について 

（５）その他  

（備考） 

・資料は当日配布するとともに、後日ＨＰにも掲載いたします。 

当日の議事概要については、2 月２４日１４時以降に国際物流戦略チーム 

のＨＰに掲載いたします。 

国際物流戦略チームＨＰアドレス 

http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kbutsuryu/top.html 

・なお、取材・撮影につきましては、冒頭の挨拶までとし、以降はご退席いた 

だきます。会議終了後、質問等は事務局が対応します。 

【国際物流戦略チーム事務局】 

国土交通省  近畿地方整備局 港湾空港部  酒井 TEL (078)391-3102 

国土交通省 近畿運輸局 交通政策部      川合 TEL (06)6949-6409 

国土交通省 大阪航空局 空港部      幸松 TEL (06)6949-6209 

公益社団法人 関西経済連合会 地域連携部 西村 TEL (06)6441-0107 



幹　　事

(公社)関西経済連合会 地域連携部長

大阪商工会議所 地域振興部長

神戸商工会議所 理事・地域政策部長

京都商工会議所 産業振興部　次長

和歌山商工会議所 理事

(公社)日本ロジスティクスシステム協会 西日本担当部長

(一社)日本船主協会　阪神地区船主会 議長

外国船舶協会　 専務理事

大阪港運協会 専務理事

兵庫県港運協会 専務理事

和歌山港運協会 ㈱新栄組　取締役

大阪海運貨物取扱業会 業務副委員長（日本通運（株）　専務取締役）

神戸海運貨物取扱業組合 理事（（株）大森廻漕店　常務取締役）

関西国際航空貨物運送協会 日本通運（株）大阪航空支店　国際貨物部次長

大阪地方通運業連盟 事務局長

(一社)近畿トラック協会 専務理事

日本貨物鉄道(株)　関西支社 副支社長

大阪フェリー協会 専務理事

大阪海運組合 理事（センコー（株）　業務執行役員）

兵庫海運組合 井本商運(株)常務取締役

和歌山県海運組合 専務理事

近畿倉庫協会連合会 常務理事

兵庫県倉庫協会 専務理事

近畿冷蔵倉庫協議会 事務局長

貨物分科会議長（日本航空（株）関西空港支店部長）

関西エアポート（株） 航空営業部長

計画部長

西日本高速道路(株)　関西支社 建設事業部長

国際物流戦略チーム幹事会名簿

機関名

産

関西国際空港航空会社運営協議会

阪神高速道路(株)

本州四国連絡高速道路（株） 企画部長

阪神国際港湾(株) 常務執行役員

黒田　勝彦

宮下　國生

上村　多恵子

総務省 近畿総合通信局 情報通信部長

近畿財務局 総務部長

財務省 大阪税関 総務部長

神戸税関 総務部長

経済産業省 近畿経済産業局 産業部長

近畿地方整備局 企画部長

道路部長

港湾空港部長

近畿運輸局 交通政策部長

海事振興部長

国土交通省 神戸運輸監理部 総務企画部次長

海事振興部長

大阪航空局 空港部長

第五管区海上保安本部 交通部長

大阪海上保安監部長

神戸海上保安部長

法務省 大阪入国管理局 審査管理部門・首席審査官

関西空港検疫所 食品監視課長

厚生労働省 大阪検疫所 食品監視課長

神戸検疫所 食品監視課長

神戸植物防疫所 業務部長

農林水産省 動物検疫所関西空港支所 次長

動物検疫所神戸支所 次長

滋賀県 商工観光労働部長

京都府 政策企画部長

大阪府 政策企画部長

都市整備部長

関係自治体 兵庫県 県土整備部長

関西外国語大学外国語学部教授

ロジスティクス経営士

官

学

神戸大学名誉教授

関係自治体 兵庫県 県土整備部長

奈良県 県土マネジメント部長

和歌山県 県土整備部長

大阪市 港湾局長

堺市 建築都市局長

神戸市 みなと総局長

オブザーバー 関西広域連合 本部事務局計画課長


