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 日 時 16時00分 
 

 

 

件  名 

 
国際物流戦略チーム第13回幹事会の報告 

 
 

 

概  要 

 

 

 １月20日、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13回幹事会が開催され

ました。 

 詳細は別紙のとおりです。 
 

取り扱い 

 

配布場所 
 近畿建設記者クラブ 神戸海運記者クラブ 大手前記者クラブ 

 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 

 

 

問合せ先 

（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     杉中 洋一    TEL (078)391-3102 

   港湾物流企画室長    髙岡 佳輝  TEL (078)391-3102 

    国土交通省 近畿運輸局 交通環境部 

 計画調整官       松野 佳幸  TEL（06)6949-6410 

    国土交通省 大阪航空局 空港部 

   次長          八木 千津男 TEL（06)6949-6211 

    （社）関西経済連合会 

   地域連携部長      神田 彰   TEL（06)6441-0107 



（別紙）

国際物流戦略チーム第 13 回幹事会の報告 

 

【日 時】 

平成 22 年１月 20 日（水）10：00～12：00 

 

【場 所】 

ホテル阪神 10階 ザ・ボールルーム 

 

【出席者】 

別添１名簿のとおり 

 

【議事次第】 

  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．各分野の取組状況について 

 

３．フォローアップと今後の取組の方向性について 

 

４．その他 

 

【主な議事概要】 

○過去５年間の戦略チームの取組のフォローアップ及び今後の取組

の方向性の意見交換を行うためのセミナー、シンポジウム等の開

催を本部会合に報告することとなった。 

  

 

○国際コンテナ戦略港湾について、指定を目指す阪神港国際コンテ

ナ戦略港湾促進協議会の設置を行う旨の報告があった。また、指

定に向けた戦略チームのメンバーへの協力依頼があった。 

  

 

○関空物流ニュービジネスモデル促進事業・評価委員会における７

社８事業の認定が報告された。認定事業の詳細は別添２参照。 

 

 

以上 



(社)関西経済連合会 地域連携部長 神田　彰 出席 地域連携部長 神田　彰

大阪商工会議所 理事・地域振興部長 豊岡　賢二 出席 理事・地域振興部長 豊岡　賢二

神戸商工会議所 産業振興部部長 草野　誠一郎 代理 産業振興部 寺澤　秀司

京都商工会議所 理事・事務局長・企画室長 才寺　篤司 欠席

和歌山商工会議所 事務局参事 上田　賢司 欠席

(社)日本ロジスティクスシステム協会 事務局次長　関西支部部長（西日本担当） 佐藤　修司 出席 事務局次長　関西支部部長（西日本担当） 佐藤　修司

(社)日本船主協会 阪神地区船主会 （随時選出） 欠席

外国船舶協会 阪神支部 （随時選出） 欠席

大阪港運協会 専務理事 加藤　邦生 出席 専務理事 加藤　邦生

兵庫県港運協会 専務理事 加藤　日出男 出席 専務理事 加藤　日出男

和歌山港運協会 (株)新栄組総務部長 久保　勝義 欠席

大阪海運貨物取扱業会 近畿通関(株)専務取締役 上賀　善寛 代理 専務理事 岡部　一男

神戸海運貨物取扱業組合 （株）後藤回漕店相談役社長室長 近藤　　護 出席 （株）後藤回漕店相談役社長室長 近藤　　護

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 田中　博之 代理 日本通運㈱大阪航空支店国際貨物業務担当次長 今村　昌昭

大阪地方通運業連盟 事務局長 蔭山　　清 出席 事務局長 蔭山　　清

近畿トラック協会 専務理事 小野　隆生 代理 （社）大阪府トラック協会企画室長 橋本　文輝

日本貨物鉄道(株) 関西支社 副支社長 萩原　正之 代理 経営企画室長 柳　克己

大阪海運組合 センコー（株）執行役員・海運部長 谷口　玲 代理 センコー（株）海運部長付海工務担当（大阪）（兼）安全環境担当 宮内　優

兵庫海運組合 井本商運(株)代表取締役社長 井本　隆之 代理 井本商運(株)取締役営業部長 外山　幸平

和歌山県海運組合 （株）進栄海運建設代表取締役社長 小林　道明 代理 専務理事 紺野　　剛

近畿倉庫協会連合会 常務理事 小松　幹治 出席 常務理事 小松　幹治

兵庫県倉庫協会 専務理事 飯塚　敏夫 欠席

近畿冷蔵倉庫協議会 事務局長 遠藤　嘉彦 出席 事務局長 遠藤　嘉彦

関西国際空港航空会社運営協議会 貨物分科会委員長 高久　芳樹 出席 貨物分科会委員長 高久　芳樹

貨物分科会事務局（ANA貨物本部関西貨物郵便部　主席部員） 松村　喜一郎 出席 貨物分科会事務局（ANA貨物本部関西貨物郵便部主席部員） 松村　喜一郎

関西国際空港(株) お客様本部航空営業部長 住田　弘之 出席 お客様本部航空営業部長 住田　弘之

阪神高速道路(株) 計画部長 南荘　　淳 出席 計画部長 南荘　　淳

営業部長 井川　清人 出席 営業部長 井川　清人

西日本高速道路(株) 関西支社 建設事業部長 北田　正彦 代理 企画調整グループリーダー 真　伸行

本州四国連絡高速道路（株） 企画部長 服部　亮二 代理 企画部企画課長 金崎　智樹

神戸市立工業高等専門学校長 黒田　勝彦 出席 黒田　勝彦

大阪産業大学経営学部部長 宮下　國生 出席 宮下　國生

ロジスティクス経営士 上村　多恵子 出席 上村多恵子

総務省 近畿総合通信局 情報通信部長 島田　泰子 代理 総務部長 山本　滝夫

財務省 近畿財務局 総務部長 石川　　紀 欠席

大阪税関 総務部長 山本　　浩 代理 総務部企画調整室長 畑中　伸浩

神戸税関 総務部長 濱岡　　格 出席 総務部長 濱岡　　格

経済産業省 近畿経済産業局 産業部長 波留　静哉 代理 流通・サービス産業課課長補佐 阪谷　俊明

国土交通省 近畿地方整備局 企画部長 塚田　幸広 代理 技術企画官 山口　直人

道路部長 宮地　淳夫 出席 道路部長 宮地　淳夫

港湾空港部長 田所　篤博 出席 港湾空港部長 田所　篤博

近畿運輸局 交通環境部長 小関　博子 出席 交通環境部長 小関　博子

海事振興部長 森本　忠起 出席 海事振興部長 森本　忠起

神戸運輸監理部 総務企画部次長（企画推進本部長） 宍戸　　学 代理 総務企画部海事交通計画調整官 加藤　栄

海事振興部長 磯崎　道利 出席 海事振興部長 磯崎　道利

大阪航空局 空港部長 傍士　清志 代理 空港部次長 八木　千津男

第五管区海上保安本部 交通部長 末廣　孝夫 代理 交通部安全課長 篠田　裕典

大阪海上保安監部長 小森田　重寿 代理 大阪海上保安監部次長 上山　良博

神戸海上保安部長 樋口　由幸 代理 神戸海上保安本部次長 古屋　博美

法務省 大阪入国管理局 審査管理部門首席審査官 中村　泰久 出席 審査管理部門首席審査官 中村　泰久

厚生労働省 関西空港検疫所 食品監視課長 市來　重光 出席 食品監視課長 市來　重光

大阪検疫所 食品監視課長 南　明宏 出席 食品監視課長 南　明宏

神戸検疫所 食品監視課長 高橋　　隆 出席 食品監視課長 高橋　　隆

農林水産省 神戸植物防疫所 業務部長 君島　悦夫 出席 業務部長 君島　悦夫

動物検疫所関西空港支所 次　長 守野　　繁 出席 次　長 守野　　繁

動物検疫所神戸支所 次　長 岡部　安男 出席 次　長 岡部　安男

関係自治体 滋賀県 商工観光労働部長 笠松　拓史 代理 商工観光労働部企業誘致推進室副参事 森野　　壽

京都府 政策企画部長 髙嶋　学 代理 商工労働観光部貿易・商業課長 小中　富雄

大阪府 政策企画部長 幸田　武史 代理 政策企画部企画室課長（事業調整担当） 春名　克俊

都市整備部長 井上　章 代理 都市整備部事業管理室長 石橋　洋一

兵庫県 県土整備部長 河野　信夫 代理 県土整備部土木局港湾課長 大瓦　巌

奈良県 土木部長 川﨑　茂信 欠席

和歌山県 港湾空港局長 守屋　正平 代理 総括課長補佐 鈴木　秀昭

大阪市 港湾局長 川本　　清 代理 港湾局計画整備部長 真田　幸直

堺市 建築都市局長 正木　博明 代理 堺浜整備推進室長 細田　和良

神戸市 みなと総局長 岡口　憲義 代理 みなと総局技術部参事 豊田　　巖

（別添１）

産

学

官

国際物流戦略チーム第13回幹事会出席者名簿

日時：平成２２年１月２０日（水）１０：００～１２：００　　　　　　場所：ホテル阪神　１０階　ザ・ボールルーム

機関名 幹　　事 幹事会出席者



（別添２） 
2010 年 1 月 20 日 

各   位 

国際物流戦略チーム 

 

平成２１年度 関空物流ニュービジネスモデル促進事業の認定結果について 

国際物流戦略チーム（本部長：下妻博 関西経済連合会会長）が実施する、関西国際空港を活

用した国際物流の活性化を目的とした、民間企業の取り組みを支援する「関空物流ニュービジネ

スモデル促進事業」の公募の結果、1 月 20 日付けで、次の事業について認定を行いました。 

（公募期間：平成 21 年 11 月 16 日～30 日） 

 

 事業者 事業名称 事業内容 

1 

関空運輸㈱ スペースチャーター便 

（共同配送） 

南港地区～空港間を各社が個別配送する陸送貨物

について、共同配送会社が主体となった定時トラック

便を運行することにより、各社の貨物を積み合わ

せ、共同配送を行う。 

2 
キャセイ関西ター

ミナルサービス㈱ 

”医薬品貨物”専用輸入共同

上屋整備・運営 

上屋を定温倉庫化し輸入医薬品専用とする事により

関西地区医薬品メーカーの関空利用を促す。 

3 

航空集配サービ

ス㈱ 

関西空港発着クールチェー

ン輸送のブランド化推進 

関西国際空港の生鮮上屋における物流品質の高さ

を訴求する貨物ラベルを作成し、生鮮上屋を利用し

た証票として貨物に貼付。国内外の荷受人へ安全

性をアピールし、生鮮輸出入の関空生鮮上屋の利

用促進を図る。 

4 
関空発輸出貨物のトラック共

同輸送の取り組み 

「関西流通センター」～「関西国際空港」間の輸送を

自社手配したトラックによる共同輸送に集約する。 

5 

三洋電機㈱ 

（２件） 

関西空港発着便の利用促進

と関西空港の機能を有効に

活用した航空輸送の取り組

み 

輸出航空輸送において、関西空港から成田空港に

転送されるサービスを関西空港発便サービスに取り

戻す取り組み、及び関西空港発の深夜便による当

日フライトサービスを年間運賃で設定、最短リードタ

イム航空輸送を構築。これらを 2010 年度年間航空

運賃の取り組みとし、関西空港の利用促進及び弊

社の物流最適化等につなげる。 

6 

フェデラル エクス

プレス 

関空を中継地とした「コール

ドチェーン」輸送のサービス

向上 

今後、成長が見込める「ライフサイエンス」分野にお

ける「コールドチェーン」輸送の事業拡大を目指す。 

7 
ユーフレイトジャ

パン㈱ 

ＰＲＯＪＥＣＴ－Ｊ－ 

（Sea & Air 輸送サービス） 

ＳＥＡ＆ＡＩＲサービスにて大阪港－関西空港を利用

して中国各都市発アメリカ向け貨物の取込を図る。 

8 

㈱ロジスティクス・

サポート＆パート

ナーズ 

関西空港を活用した、ドアツ

ードア輸送サービスの調査・

開発 

アジア地域に進出している・あるいは進出しようとし

ている、多品種少量でスピードを要求される貨物を

持つ企業を対象に、関空を活用したドアツードア輸

送のニーズを調査・分析を行い、独自サービスを開

発、展開する。 

（本件お問い合わせ先：関西経済連合会 地域連携部 平岡 Tel:06-6441-0107） 
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