
国土交通省近畿地方整備局
配 布 平成18年３月８日

資 料 配 布 日 時 14時00分

国際物流戦略チーム第二回本部会合を開催件 名

国際物流の効率化を通じた関西経済の活性化を目指し、
全国に先駆けて関西において設置された「国際物流戦略チ
ーム」の第二回本部会合を開催しますのでお知らせいたし
ます。

今回は、国際物流の効率化を通じた関西の国際競争力強化に向けて、関
係者が一丸となってより一層の取組を進めるため、陸海空の物流体系の広
域的な連携という観点から 「政策提言」をとりまとめることを予定して、
います。

概 要 また、関西における国際物流の効率化に向けた課題への対応施策の取組
状況について確認し、今後の取組の指針となる新たな対応施策をとりまと
める予定です。

〇開催日時：平成18年３月10日（金） 10:00～11:30
〇場 所：リーガロイヤルホテル ３階ロイヤルホール

大阪市北区中之島５－３－６８ TEL(06)6448-1121

※会場には報道関係者席をご用意しております。取材等ご希望の方は、受付にお申し

。 、 、 。出下さい また 取材・撮影にあたっては 自社腕章等の着用をお願いいたします

なお、報道関係者席以外からの撮影につきましては、冒頭の挨拶までとさせていた

だきますので、ご協力をお願いいたします。

取 い扱

近畿建設記者クラブ 神戸海運記者クラブ

放記者クラブ配布場所 大手前記者クラブ 神戸民
おおとり記者クラブみなと記者クラブ

（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
地域港湾空港調整官 小林 郁美
港湾計画課 課長 上原 修二 TEL(078)391-8361

問合せ先 国土交通省 近畿運輸局 企画振興部
次長 田中 俊幸 TEL（06)6949-6410

国土交通省 大阪航空局 飛行場部
次長 梅野 修一 TEL（06)6949-6210

（社）関西経済連合会 経済産業本部
地域グループ長 藤原 幸則 TEL（06)6441-0107



国際物流戦略チーム

第二回本部会合の開催について
～陸海空の物流体系の広域的な連携という観点から政策提言を取りまとめ～

【開催趣旨】

第二回本部会合においては、国際物流の効率化を通じた関西の

国際競争力強化に向けて、関係者が一丸となってより一層の取組

を進めるため、港と港の連携、港と道路の連携、海港と空港の連

携といった陸海空の物流体系の広域的な連携という観点から 「政、

策提言」をとりまとめることを予定しています。

また、関西における国際物流の効率化に向けた課題への対応施

策（平成17年６月30日第一回本部会合にて決定）の取組状況につ

いて確認し、その進捗状況やユーザーの声等をもとに、今後の取

組の指針となる新たな対応施策をとりまとめる予定です。

【日時・場所】

平成１８年３月１０日（金）１０：００～１１：３０

リーガロイヤルホテル ３階ロイヤルホール
（大阪市北区中之島５－３－６８）

【本部会メンバー】

別添名簿のとおり

【議事次第】

１．国際物流戦略チーム第二回、第三回幹事会等における主

要事項（報告）

２．国際物流戦略チーム短期対応施策等について（審議）

３ 「広域連携を通じた国際競争力強化に向けた提言（案 」． ）

について（審議）

４．その他



会　長 （本部長） 秋山　喜久

安部　正一 （欠席）

大阪商工会議所 会　頭 野村　明雄 （代理）

神戸商工会議所 会　頭 水越　浩士 （代理）

会　頭 村田　純一 （代理）

和歌山商工会議所 会　頭 島　　正博 （欠席）

常務理事・事務局長 徳田　雅人 （代理）

(社)日本船主協会 阪神地区船主会 議　長 古川　國丸

外国船舶協会 阪神支部 支部長 藤江　成宏 （代理）

大阪港運協会 会　長 高森　　昭 （代理）

兵庫県港運協会 会　長 木村　豊久

和歌山港運協会 会　長 小野　雄作

大阪海運貨物取扱業会 理事長 小田　眞弘

神戸海運貨物取扱業組合 組合長 後藤　勝三

航空貨物運送協会 大阪国際部会 部会長 千田　賢了

大阪地方通運業連盟 会　長 渡辺　健二

近畿トラック協会 会　長 大和　健司 （代理）

日本貨物鉄道(株) 関西支社 支社長 河野　春樹 （代理）

大阪海運組合 理事長 中尾　重正

兵庫海運組合 理事長 加藤　榮一 （代理）

和歌山県海運組合 理事長 田廣　芳弘

近畿倉庫協会連合会 会　長 安部　正一 （代理）

兵庫県倉庫協会 会　長 森本　啓久 （代理）

近畿冷蔵倉庫協議会 会　長 山田　晴三

関西国際空港ＡＯＣ 議　長 阪口　葉子 （代理）

関西国際空港(株) 社　長 村山　　敦

黒田　勝彦

林　　克彦　 （欠席）

上村　多恵子

総務省 近畿総合通信局 局　長 大寺　廣幸 （代理）

近畿財務局 局　長 森本　　学 （代理）

大阪税関 税関長 森川　卓也

神戸税関 税関長 齋藤　　誠

経済産業省 近畿経済産業局 局　長 福水　健文 （代理）

近畿地方整備局 局　長 （副本部長） 藤本　貴也

近畿運輸局 局　長 （副本部長） 谷口　克己

神戸運輸監理部 監理部長 石田　育男

大阪航空局 局　長 （副本部長） 茨木　康男

第五管区海上保安本部 本部長 齋藤　芳夫

法務省 大阪入国管理局 局　長 高橋　邦夫 （代理）

関西空港検疫所 所　長 藤川　和生 （欠席）

神戸検疫所 所　長 内田　幸憲 （代理）

神戸植物防疫所 所　長 川口　嘉久

動物検疫所関西空港支所 支所長 浅香　俊雄

動物検疫所神戸支所 支所長 小田　　茂　

滋賀県 知　事 國松　善次 （代理）

京都府 知　事 山田　啓二 （代理）

大阪府 知　事 齊藤　房江 （代理）

兵庫県 知　事 井戸　敏三 （代理）

奈良県 知　事 柿本　善也 （代理）

和歌山県 知　事 木村　良樹 （欠席）

大阪市 市　長 關　　淳一

神戸市 市　長 矢田　立郎

官 厚生労働省

農林水産省

関係自治体

財務省

国土交通省

学

産

機関名

京都商工会議所

神戸大学教授

神戸流通科学大学教授

ロジスティクス経営士

国土・基盤整備委員会物流部会長

(社)日本ロジスティクスシステム協会

(社)関西経済連合会

時：平成１８年３月１０日（金）１０：００～１１：３０

国際物流戦略チーム第二回本部会合出席者(予定)

本　　部

場所：リーガロイヤルホテル ３階　「ロイヤルホール」



H17.3.7 ：関西の総合的な物流機能強化に関する提言（関西経済連合会）

H17.3.28：国際物流の効率化に関する意見交換会
（関西経済界、関係する国の地方機関、港湾・空港管理者）

H17.4.1：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）

H17.4.2 ：関西“国際物流”元気宣言 国土交通省と関西経済界の懇談会

H17.5.13：国際物流戦略チーム 第一回幹事会 ユーザーヒアリング＆意見交換を実施

H17.6.30：国際物流戦略チーム 本部設置・第一回会合

H17.10.5：国際物流戦略チーム 第二回幹事会

H17.11.15：総合物流施策大綱（2005-2009） 閣議決定

H18.1～：第二回ユーザーヒアリング実施

H18.2.15：国際物流戦略チーム 第三回幹事会

H18.3.10：国際物流戦略チーム 第二回本部会合

＜抜粋＞産学官が一体となって、関空や阪神港を通じて国際物流の効率化を支援する各種方策の検討を行う
「国際物流戦略チーム」（仮称）の設置を検討するべき

○ビジョン
関西国際空港やスーパー中枢港湾「阪神港」等の活用等を図りつつ、国際物流の効率化を通じた関

西経済の活性化を目指す。
○運営方針
・国際物流戦略チーム本部及び本部の下に設置される幹事会は常設とし、機動的・ 弾力的に取組む。
・「国際物流戦略チームホームページ」を事務局において新たに設置し、活動状況を広く広報。
・メールボックス（「国際物流目安箱」）の運用によりユーザーのニーズや課題をタイムリーに把握。 等

国際物流戦略チームの取組

＜施策推進体制＞主要港湾・空港を抱える各地域毎に国際物流戦略チームの設置が必要

・国際物流の課題に対する戦略チームとしての対応方針を決定
・戦略チームの運営方針等を決定 等

・第一回本部会合で決定された短期対応施策の進捗を確認
・新たな短期対応として一開港化の検討を開始を確認 等

＜国際物流戦略チームの活動方針（ポイント）＞

・広域連携という観点から政策提言をとりまとめていくことを了承
・大阪湾諸港の包括的な連携による国際競争力の強化について、大阪湾における４港湾管理者が連名の要望書
を提出することを報告 等

地域における施策の推進体制として位置付け




