
国土交通省近畿地方整備局 
 

 配 布 平成22年９月２日 
 

資  料  配  布  日 時 16時00分 

 

 

件  名 
国際物流戦略チーム第14回幹事会の報告 

（関西経済の活性化を目指して産学官が結集） 

 

 

概  要 

 

 

 ９月２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14回幹事会が開催され

ました。 

 本日開催された主な議事内容をお知らせします。 
 

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 



国際物流戦略チーム第 14 回幹事会の報告 

 

【日 時】 

平成 22 年９月２日（木）10：00～12：00 

 

【場 所】 

ホテル大阪ベイタワー ４階 ベイタワーホール 

 

【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．シンポジウム・セミナーの開催について 

 

４．その他 

 

【主な議事概要】 

○昨年度の本部会合において決定した、過去５年間の国際物流戦略

チーム（以下「戦略チーム」とする）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シンポジウムの内

容について、意見交換を行い、10 月中旬に開催することで一致し

た。 

 

○国際コンテナ戦略港湾について、選定の報告及びその計画書の内

容の説明があり、その実現に向けて戦略チームの構成員に対する

協力依頼があった。 

  

○今後の戦略チームの方向性について意見交換を行い、シンポジウ

ムの状況を踏まえつつ、新たな提言の取りまとめ及び取組体制の

見直しを検討することとなった。 

 

○平成 22年度の関空物流ニュービジネスモデル促進事業の募集を開

始したことが報告された。詳細は別添２参照。 

 

 

（別紙）



 

○大阪フェリー協会が戦略チームに新たに参画することについて幹

事会として了承され、次回本部会合で正式決定されることとなっ

た。 

 

 

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 地域振興部長 吉田　豊 出席 地域振興部長 吉田　豊

神戸商工会議所 産業振興部部長 草野　誠一郎 出席 産業振興部部長 草野　誠一郎

京都商工会議所 産業振興部　副部長 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 出席 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

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 米内山　徹治 出席 日本通運(株)大阪航空支店国際貨物部次長 米内山　徹治

大阪地方通運業連盟 事務局長 蔭山　清 欠席

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常務理事 長野　稔

日本貨物鉄道(株)　関西支社 副支社長 萩原　正之 出席 副支社長 萩原　正之

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）海運部安全環境担当 宮内　優

兵庫海運組合 井本商運(株)取締役営業部長 外山　幸平 出席 井本商運(株)取締役営業部長 外山　幸平

和歌山県海運組合 専務理事 紺野　剛 出席 専務理事 紺野　剛

近畿倉庫協会連合会 常務理事 田中　和夫 出席 常務理事 田中　和夫

兵庫県倉庫協会 専務理事 飯塚　敏夫 出席 専務理事 飯塚　敏夫

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

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長） 山内　一郎 出席 貨物分科会事務局（ANA貨物本部関西貨物郵便部長） 山内　一郎

関西国際空港(株) 航空営業部長 住田　弘之 代理 航空営業部副部長 笹部　幹和

計画部長 板倉　信一郎 出席 計画部長 板倉　信一郎

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 出席 建設事業部長 北田　正彦

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

黒田　勝彦 出席 黒田　勝彦

宮下　國生 出席 宮下　國生

上村 多恵子 出席 上村多恵子

阪神高速道路(株)

産

関西国際空港航空会社運営協議会（ＡＯＣ）

大阪産業大学大学院経営・流通学研究科長

ロジステ クス経営士

国際物流戦略チーム第14回幹事会出席者名簿

日時：平成２２年９月２日（木）１０：００～１２：００　　　　　　場所：ホテル大阪ベイタワー　４階　ベイタワーホール

機関名 幹　　事 幹事会出席者

神戸市立工業高等専門学校長

学
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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 太田　清喜 出席 情報通信部長 太田 清喜

近畿財務局 総務部長 小原　昇 出席 総務部長 小原　昇

財務省 大阪税関 総務部長 長島　敏明 出席 総務部長 長島　敏明

神戸税関 総務部長 篠﨑　透 代理 総務部企画調整室長 天羽　孝司

経済産業省 近畿経済産業局 産業部長 関　淳夫 代理 流通・サービス産業課課長補佐 武田　美奈子

近畿地方整備局 企画部長 塚田　幸広 出席 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 小田　昇 出席 交通環境部長 小田　昇

海事振興部長 森本　忠起 出席 海事振興部長 森本　忠起

国土交通省 神戸運輸監理部 総務企画部次長（企画推進本部長） 宍戸　学 出席 総務企画部次長（企画推進本部長） 宍戸　学

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 出席 空港部長 傍士　清志

第五管区海上保安本部 交通部長 鏡　信春 出席 交通部長 鏡　信春

大阪海上保安監部長 小森田　重寿 代理 次長 中野　義弘

神戸海上保安部長 樋口　由幸 代理 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 林　栄二 出席 審査管理部門首席審査官 林　栄二

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

厚生労働省 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

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

農林水産省 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 森本　博夫 出席 次　長 森本　博夫

滋賀県 商工観光労働部長 笠松　拓史 代理 企業誘致推進室副参事 森野　壽

京都府 政策企画部長 井上　元 代理 商工労働観光部　京都舞鶴港振興監兼建設交通部　理事 堀田　治

大阪府 政策企画部長 幸田　武史 代理 企画室事業調整グループ課長補佐 松永　義一

都市整備部長 井上　章 代理 港湾局計画調整課長 廣瀬　博治

関係自治体 兵庫県 県土整備部長 河野　信夫 代理 土木局港湾課長 大瓦　巌

奈良県 土木部長 川﨑　茂信 代理 道路・交通環境課主任主事 吉内　真理子

和歌山県 港湾空港局長 津村　賢介 代理 港湾空港振興課主幹 鈴木　秀昭

大阪市 港湾局長 丸岡　宏次 代理 港湾局計画整備部長 吉松　邦明

堺市 建築都市局長 荻田　俊昭 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 技術部計画課長 田中　誠夫

オブザーバー 大阪フェリー協会（オブザーバー） 阿部　哲夫 オブ 大阪フェリー協会会長 阿部　哲夫

白野  哲也 オブ 大阪フェリー協会専務理事 白野  哲也

官

産

ロジスティクス経営士
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各   位 

 

国際物流戦略チーム 

 

 

平成２２年度 関空物流ニュービジネスモデルの募集について 

 

国際物流戦略チーム（本部長：下妻博 関西経済連合会会長）は、関西国際空港

を活用した国際物流の活性化を目的として、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」を実施することとしましたので、下記の通りニュー

ビジネスモデルを募集します。 

 

記 

１． 趣旨 

関西国際空港において、事業者主体による、産業界のニーズに的確に対応した独

自性の高い国際物流サービスの開発とその商業化を促進することにより、関西の

産業発展に寄与するとともに、関空を活用した航空物流機能の強化を支援します。 

２． 認定特典 

モデル事業に選定された事業については、国際物流戦略チームによる告知活動な

ど事業普及・拡大のための各種支援を行います。また必要に応じて、関西国際空

港全体構想促進協議会が実施する助成制度に対し、推薦させていただきます。 

３． 募集期間 

平成 22 年 9 月 1 日（水） ～ 30 日（木） 17:00 必着 

４． 応募条件 

・ 関西国際空港を利用した関西の国際物流の促進に寄与する事業であること 

・ これまでにない画期的な物流アイデアが盛り込まれている等、独自性の高い、先

進的な取り組みであること 

・ 実施事業について、適宜の情報提供、成果の公表ができること 

・ 当該年度内に事業を開始し、かつ事業に一定の継続性が認められること 

５． 応募要項、応募方法等 

応募に関する詳細につきましては、別紙「募集要領」をご参照いただくか、下記応募

事務局までお問合せください。 

（応募事務局）関西国際空港株式会社 航空営業部 高橋 Tel:072－455－2038 

 

以 上 

 

（国際物流戦略チーム及び本リリースに関するお問い合わせ先） 

関西経済連合会 地域連携部 平岡 Tel:06-6441-0107 

 

別添２ 




