
平成19年7月10日 

国際物流戦略チーム第七回幹事会

資料７ 

国際物流戦略チームへの新たな参画機関について（案） 

 
１．新たに参画させる機関名 

・国際物流戦略チーム本部 構成員として 

 阪神高速道路（株） 

  西日本高速道路（株）関西支社 支社長 

・国際物流戦略チーム幹事会 構成員として 

 阪神高速道路（株） 

 西日本高速道路（株）関西支社 副支社長  

 

２．新たに参画させる理由 

・国際物流基幹ネットワークの形成のため、関西の広域幹線道路の整備が

重要であり、検討に際し考慮すべき事項が多いことから、最も関係の深

い両機関を新たに参画させるものである。 

 

・設置要項 ５ 本部及び幹事会構成員の変更について 

   本部及び幹事会構成員については、本部長が必要と認めるときには、変

更及び追加することができる。 

 

  



［設置要綱］(抄) 

国際物流戦略チームの設置について 

 
１ 国際物流戦略チーム設置の趣旨 

(略) 
 
２ 国際物流戦略チームの活動方針 

          (略) 
 
３ 国際物流戦略チーム本部の構成 

 
（１）本部長 

(社)関西経済連合会 会長 
（２）副本部長 

国土交通省 近畿地方整備局 局長 

近畿運輸局 局長 

大阪航空局 局長 

（３）構成員 
(社)関西経済連合会 国土・基盤整備委員会物流部会長 

大阪商工会議所 会頭 

神戸商工会議所 会頭 

京都商工会議所 会頭 

和歌山商工会議所 会頭 

(社)日本ロジスティクスシステム協会 常務理事・事務局長（専務理事） 

(社)日本船主協会 阪神地区船主会 議長 

外国船舶協会 阪神支部 支部長 

大阪港運協会 会長 

兵庫県港運協会 会長 

和歌山港運協会 会長 

大阪海運貨物取扱業会 理事長 

神戸海運貨物取扱業組合 組合長 

航空貨物運送協会 大阪国際部会 部会長 

大阪地方通運業連盟 会長 

近畿トラック協会 会長 

日本貨物鉄道(株) 関西支社 支社長 

大阪海運組合 理事長 

兵庫海運組合 理事長 

和歌山県海運組合 理事長 



近畿倉庫協会連合会 会長 

兵庫県倉庫協会 会長 

近畿冷蔵倉庫協議会 会長 

関西国際空港航空会社運営協議会 議長 

関西国際空港(株) 社長 

（阪神高速道路(株)    ） 

（西日本高速(株) 関西支社 支社長） 

神戸市立工業高等専門学校校長 黒田勝彦 

流通科学大学商学部教授 林 克彦 

ロジスティクス経営士 上村多恵子 

総務省 近畿総合通信局 局長 

財務省 近畿財務局 局長 

大阪税関 税関長 

神戸税関 税関長 

経済産業省 近畿経済産業局 局長 

国土交通省 神戸運輸監理部 監理部長（運輸監理部長） 

第五管区海上保安本部 本部長 

法務省 大阪入国管理局 局長 

厚生労働省 関西空港検疫所 所長 

      大阪検疫所 所長 

神戸検疫所 所長 

農林水産省 神戸植物防疫所 所長 

動物検疫所関西空港支所 支所長 

動物検疫所神戸支所 支所長 

滋賀県 知事 

京都府 知事 

大阪府 知事 

兵庫県 知事 

奈良県 知事 

和歌山県 知事 

大阪市 市長 

堺市 市長 

神戸市 市長 

（４）その他 

（略） 

 

 

 



４ 国際物流戦略チーム幹事会 

 

（１）座長 

  神戸市立工業高等専門学校 校長 黒田勝彦 

（２）構成員 

(社)関西経済連合会  経済産業本部地域グループ長 

大阪商工会議所 地域振興部長（理事・地域振興部長） 

神戸商工会議所 産業振興部国際担当部長 

京都商工会議所 会員サービス部長（理事・会員サービス部長） 

和歌山商工会議所 理事・事務局長（企画調整部長） 

(社)日本ロジスティクスシステム協会 関西支部担当部長 

(社)日本船主協会 阪神地区船主会 （出席者随時選出） 

外国船舶協会 阪神支部（出席者随時選出）  

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 (株)新栄組代表取締役会長（兼新(株)代表取締役社長） 

大阪海運貨物取扱業会 近畿通関(株)専務取締役 

神戸海運貨物取扱業組合 (株)後藤回漕店相談役社長室長 

航空貨物運送協会 大阪国際部会 日本通運(株)大阪航空支店 次長 

（国際貨物業務課長） 

大阪地方通運業連盟 事務局長 

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 

大阪海運組合 センコー(株)取締役執行役員国際物流・海運担当 

兵庫海運組合 井本商運(株)代表取締役社長 

和歌山県海運組合 進栄海運(有)代表取締役 

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 

関西国際空港ＡＯＣ 貨物分科会委員長 

          貨物分科会事務局 

関西国際空港(株) 航空営業部貨物営業企画グループ副部長 

              （お客様本部航空営業部長）     

（阪神高速道路(株)     ） 

（西日本高速(株) 関西支社 支社長） 

流通科学大学商学部教授 林 克彦 

ロジスティクス経営士 上村多恵子 

総務省 近畿総合通信局 情報通信部長 



財務省 近畿財務局 総務部長 

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  

国土交通省 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 交通環境部長 

海事振興部長 

神戸運輸監理部 総務企画部次長（企画推進本部長） 

海事振興部長 

大阪航空局 飛行場部長 

第五管区海上保安本部 交通部長 

           大阪港長（大阪海上保安監部長） 

           神戸港長（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 

厚生労働省 関西空港検疫所 次長（食品監視課長） 

      大阪検疫所 食品監視課長 

神戸検疫所 食品監視課長 

農林水産省 神戸植物防疫所 業務部長 

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 企画環境部長 

大阪府 政策企画部長 

    都市整備部長 

兵庫県 県土整備部長 

奈良県 企画部長兼観光交流局長 

和歌山県 港湾空港振興局長 

大阪市 港湾局長 

堺市 建築都市局長 

神戸市 みなと総局長 

（３）ワーキンググループ 

（略） 

（４）その他 

（略） 

 

 



５ 本部及び幹事会構成員の変更について 

 

 本部及び幹事会構成員については、本部長が必要と認めるときには、変更及

び追加することができる。 

 

６ 事務局 

 

（略） 

 

 

附 則 

 

 この要綱は、平成１８年 ８月２８日から施行する。 

 この要項は、平成１９年  月  日から施行する。 


