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国際物流戦略チーム幹事会の報告について件 名

（2005年3月7日：関西「関西の総合的な物流機能強化に関する提言」
や関西経済界と国土交通省との懇談会「関西”国際経済連合会）

物流”元気宣言 にて提案された「国際物流戦略」（2005年4月2日）

（国土交通省チーム」については 「今後の国際物流施策の課題、 」
においても 「主要港湾概 要 国際物流施策推進本部の検討結果中間まとめ） 、

・空港を抱える地域ごとに、国際物流戦略チームを設置する必
要がある」として盛り込ました。

今般 「国際物流戦略チーム」の本部設置に向け、その前段階、
となる幹事会を全国に先駆けて５月13日（金）に開催しました
ところ、幹事会での議論の概要を報告致します。
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国際物流戦略チーム第一回幹事会の開催について 

（実施後概要報告） 

 

【開催趣旨】 

 

 「関西の総合的な物流機能強化に関する提言」（2005 年 3 月 7 日：関西経済連

合会）や関西経済界と国土交通省との懇談会「関西”国際物流”元気宣言」（2005

年 4 月 2 日）にて提案された「国際物流戦略チーム」については、「今後の国際

物流施策の課題」（国土交通省国際物流施策推進本部の検討結果中間まとめ）において

も、「主要港湾・空港を抱える地域ごとに、国際物流戦略チームを設置する必

要がある」として盛り込まれた。 

今般、「国際物流戦略チーム」の本部設置に向け、その前段階となる第一回

幹事会を全国に先駆け５月 13 日（金）に開催し、本幹事会では、国際物流に

関する主な課題を把握するため「ユーザーヒアリング」を実施した。 

これらをもとに、６月 30 日（木）に本部会合を設置・開催し、今後の対応戦

略の議論を開始する予定。 
 

【日時・場所】 

 

 平成１７年５月１３日（金）１５：３０～１７：３０ 

 三井アーバンホテル大阪 ６階 生命ホール 
 

【出席者】 

 

  別添名簿のとおり  

 

【議事次第】 

 

 １．国際物流戦略チームの設置経緯、設置趣旨等説明 

 

 ２．国際物流に係るユーザーヒアリング 

   ・業務概要 

   ・国際物流に関する問題意識 

   ・改善すべき点 等 

 

  ３．意見交換 

 

 ４．とりまとめ 



【主な意見】 

 

○ 港湾物流業務のＩＴ化・効率化を更に進めるため、従来の枠組みにとらわ

れない発想で物流関係業者が共同で利用できる効率的な情報プラットフ

ォームの構築を図ることができないか。 

 

○ 空コンテナの搬送の効率化のため、例えば同一船社による Round Use とい

ったコンテナの利用調整や、内陸地区に空コンテナのバンプールを設営す

る（大阪ポート構想）等の手段を講じることができないか。 

 

○ 神戸港・大阪港間、大阪港から市内、周辺地域の交通アクセスにおけるよ

り迅速な国内輸送のため、高速道路等の利用は今後 一層不可欠となる。

効率的な国際物流と国内物流を実現するため、国際港湾・空港と有機的に

連携した道路輸送・国内海上輸送・鉄道輸送ネットワークの充実（モーダ

ルミックス）を更に図るべきではないか。 

 

○ 環境に優しい国内輸送ネットワークの充実を図るためのモーダルシフト

を推進するべきではないか。 

 

○ ターミナルゲートにおける待ち時間が非常に長くなっている。このため

JCL-net の活用等を図るべきではないか。 

 

○ JCL-net 等物流事業者間の業務手続の情報化による荷主への具体的メリ

ットが明示されれば、システムの利用が進み、より効率化が促進されるの

ではないか。 

 

○ ホットデリバリーサービスを追加コストなく、通常のサービスとして提供

することができないか。 
 
○ スーパー中枢港湾において、外貿コンテナ貨物はもちろんのこと、国内物

流も積極的に取り扱うべきではないか。その際にはターミナルの内外航の



一体運営の視点、コンテナのメンテナンス、船員の休暇施設といったサー

ビス充実の視点も重要ではないか。 
 
○ 通関手続きは大きく改善されてきているが、多様化する顧客ニーズに対応

し、リードタイムを更に短縮できる工夫はないか。 
 
○ 輸送にかかるトータルリードタイムを短縮するため、24 時間空港で

ある関西空港の特長を活かし、深夜貨物便を呼び込む施策を打ち出せ

ないか。 

 

○ 関西空港の輸入共同上屋会社の施設使用料は１kg 単価で関西は成田に比

して３倍強の料金となっている。こうした施設使用料の空港間格差を是正

できないか。 
 
○ 海上輸送コンテナ船の大型化や抜港が見受けられる。このため、その

動向を見通した港湾機能の充実を適切に図るべきではないか。 

 

○ 国際物流戦略チームは常設とし、実効性のある機動的な機関としてはどう

か。 
 

○ 関西経済を今後どのように活性化していくのかという観点から、長期

的視野に立った総合的・一体的な政策を進めることができないか。  
               （順不同） 

 
 



時：平成１７年５月１３日（金）１５：３０～１７：３０ 場所：三井アーバンホテル　「生命ホール」

産業地域本部地域グループ長 藤原　幸則

経済産業部長 児玉　達樹 （代理） 経済産業部経済担当主任 大西　奈緒美

理事・経済部長 計谷　和明 （代理） 経済部次長 草野　誠一郎

理事・産業振興部長 龍　不可止 欠席

理事・事務局長 坂口　慶直 （代理） 企画調整部長 額田　隆次

(社)日本ロジスティクスシステム協会 関西支部 担当部長 中島　弘志 欠席

(社)日本船主協会 阪神地区船主会 事務局長 谷口　一朗

外国船舶協会 阪神支部 （随時選出） 理事 柴原　良満

大阪港運協会 専務理事 加藤　邦生

兵庫県港運協会 専務理事 川田　　昇

和歌山港運協会 (株)新栄組代表取締役会長 坂本　敏夫 （代理） 常務取締役 北野　雅美

大阪海運貨物取扱業会 近畿通関(株)専務取締役 上賀　善寛

神戸海運貨物取扱業組合 （株）後藤回漕店常務取締役神戸地区事業部長 近藤　　護

(社)航空貨物運送協会 大阪国際部会  日本通運(株)大阪航空支店国際貨物業務課長 宮脇　一郎

大阪地方通運業連盟 事務局長 蔭山　　清

近畿トラック協会 専務理事 植井　　繁

日本貨物鉄道(株) 関西支社 副支社長 神立　哲男

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 幡野　哲夫

兵庫海運組合 井本商運(株)代表取締役社長 井本　隆之

和歌山県海運組合 専務理事 東野　　勝 欠席

近畿倉庫協会連合会 常務理事 小松　幹治

兵庫県倉庫協会 専務理事 中本　正義 （代理） 事務局長 田中　保

近畿冷蔵倉庫協議会 事務局長 宮地  貞雄

貨物分科会議長 野元　隆平

貨物分科会事務局 池田　匡孝

関西国際空港(株) 航空営業部貨物営業グループ副部長 吉川　成一

黒田　勝彦

神戸流通科学大学教授 林　　克彦 欠席

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 栗原　道隆

近畿財務局 総務部長 菅　　正広

大阪税関 調査保税部長 村上　信夫

神戸税関 調査保税部長 細川　千里

経済産業省 近畿経済産業局 産業部長 戸井　朗人 （代理） サービス産業課長 赤井　誠次

企画部長 足立　敏之

道路部長 藤森　祥弘 （代理） 道路計画第二課長 田中 基裕

港湾空港部長 瀬尾　卓也

企画振興部長 奈良平　博史

海事振興部長 梅田　耕一

 総務企画部次長（企画推進本部長） 小嶋　　卓

海事振興部長 金田　章治

大阪航空局 飛行場部長 松本　清次

第五管区海上保安本部 総務部長 中尾　信幸

法務省 大阪入国管理局 審査管理部門首席審査官 鍬野　忠房

関西空港検疫所 次　長 山田　　功

神戸検疫所 食品監視課長 花房　　実

神戸植物防疫所 業務部長 溝渕　崇生

動物検疫所関西空港支所 次　長 向井　清孝

動物検疫所神戸支所 次　長 島田　時博

滋賀県 調整中

京都府 企画環境部長 藤城　　進 （代理） 企画参事 後藤　慎一

企画調整部長 綛山　哲男 （代理） 企画室長 福田　昌弘

土木部長 丸岡　耕平 （代理） 企画部長 灰谷　　繁

兵庫県 県土整備部長 原口　和夫

奈良県 企画部長 藤井　賢一 （代理） 地域政策課長 橋本　　博

和歌山県 港湾空港振興局長 石井　一郎

大阪市 港湾局長 奥田　剛章 （代理） 計画整備部長 川本　　清

神戸市 みなと総局長 小柴　善博 （代理） 経営部長 岡口　憲義

（ユーザーヒアリングにご出席いただいた企業等）
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