
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 

          大阪フェリー協会  会長       阿部 哲夫 

 

   ・国際物流戦略チーム幹事会構成員として 

          大阪フェリー協会  専務理事  白野 哲也  

 

 

２．新たに参画させる理由 

 

・大阪湾諸港の包括的な連携の更なる深化など関西の港の産業競争力の強化

を図る方策として、「内航フィーダー輸送の競争力強化による大阪湾諸港と

瀬戸内海諸港との連携を促進する」ことが提言２００７に盛り込まれてお

り、内航フィーダー輸送の一翼を担っているフェリーを新たに参画させる

ものである。 

 

・国際コンテナ戦略港湾の戦略として、集荷機能の強化に向けて、近畿の特

色であるフェリー航路網を活用したフィーダーサービスの強化を図るため。 

 

 

（参考）設置要綱  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。 

平成22年９月２日 

国際物流戦略チーム第14回幹事会

資料９ 



 

国際物流戦略チームの設置について（案） 
 
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 広域基盤整備委員会物流担当委員長 

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 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 

大阪フェリー協会 会長 

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 理事長 

関西国際航空貨物運送協会 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 

［設置要綱］(抄) ［設置要綱］(抄) 



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) 代表取締役社長 

阪神高速道路(株) 会長 

西日本高速(株) 関西支社 支社長 

本州四国連絡高速道路(株) 代表取締役社長 

神戸市立工業高等専門学校校長 黒田勝彦 

大阪産業大学大学院経営・流通学研究科長 宮下國生 

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 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  地域連携部長 

大阪商工会議所 理事・地域振興部長 

神戸商工会議所 産業振興部部長 

京都商工会議所 産業振興部副部長 

和歌山商工会議所 事務局参事 

(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） 

(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）  

大阪フェリー協会 専務理事 

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)新栄組総務部長 

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 

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 

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）執行役員・海運部長 

兵庫海運組合 井本商運(株)取締役営業部長 

和歌山県海運組合 専務理事 

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 

（ＡＮＡ貨物本部関西貨物郵便部長） 

関西国際空港(株) お客様本部航空営業部長 

阪神高速道路(株) 計画部長 

         営業部長 



西日本高速(株) 関西支社 建設事業部長 

本州四国連絡高速道路(株) 企画部長 

大阪産業大学大学院経営・流通学研究科長 宮下國生 

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 空港部長 

第五管区海上保安本部 交通部長 

           大阪海上保安監部長 

           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 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 政策企画部長 

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 土木部長 

和歌山県 港湾空港局長 

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２２年９月２日から施行する。 

  
 


