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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 

          (財)大阪港埠頭公社 理事長 奥田 剛章 

          (財)神戸港埠頭公社 理事長 片桐 正彦 

 

   ・国際物流戦略チーム幹事会構成員として 

          (財)大阪港埠頭公社 業務部長 入江 新吾 

         (財)神戸港埠頭公社 常務理事 中村 光男 

 

 

２．新たに参画させる理由 

 

・国際コンテナ戦略港湾に選定された阪神港において、民の視点から阪神港

のコンテナターミナル全体の一元的な経営に向け、大阪、神戸両港埠頭株

式会社について、民営化、経営統合の方向性が示されている。 

 

・ユーザー視点からの国際物流の充実を目指す上で、阪神港の港湾施設を所

有する大阪、神戸両港埠頭株式会社が果たす役割は大きく、国際物流戦略

チームによって港湾利用者や荷主、行政機関と連携した施策を展開するこ

とが重要であり、今回参画することを提案するものである。 

 

（平成２３年４月１日以降は、大阪港埠頭(株)、神戸港埠頭(株)へそれぞ

れ組織変更される。） 

 

 

 

（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23年１月27日 

国際物流戦略チーム第15回幹事会

資料９ 
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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 

大阪フェリー協会 会長 

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) 
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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 

(財)大阪港埠頭公社 理事長 

(財)神戸港埠頭公社 理事長 

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） 
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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 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)大森廻漕店執行役員神戸支店長 

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 

大阪フェリー協会 専務理事 

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) 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 

(財)大阪港埠頭公社 業務部長 
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(財)神戸港埠頭公社 常務理事 

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） 
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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２３年１月２７日から施行する。 

  
 


