
国土交通省近畿地方整備局 
 

 配 布 平成23年6月10日 
 

資  料  配  布  日 時 14時00分 

 

 

件  名 
国際物流戦略チーム第16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 

 

 ６月９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16回幹事会が開催され

ました。 

 

【幹事会の主な議事概要】 

○東日本大震災を踏まえた物流ネットワークの構築 

○大阪湾港湾機能継続計画推進協議会の開催 

○今後の進め方（案） 

○本部会合の開催時期 
 

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    山口 直人  TEL (078)391-3102 

    国土交通省 近畿運輸局 交通環境部 

 計画調整官       保田 全規  TEL（06)6949-6410 

    国土交通省 大阪航空局 空港部 

   次長          黒田 勝己  TEL（06)6949-6211 

    公益社団法人 関西経済連合会 地域連携部 

次長          平岡 潤二  TEL（06)6441-0107 



国際物流戦略チーム第 16 回幹事会の報告 

 

【日 時】 

平成 23 年６月９日（木）15：00～17：00 

 

【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．今後の進め方（案）について 

 

【主な議事概要】 

①  東日本大震災の国際物流への影響を踏まえ、産業界のサプライ

チェーンの動きを把握するとともに、必要な国際物流ネットワ

ークの構築を検討することとなった。 
 

②  阪神・淡路大震災の経験を踏まえて、釜山港等の海外トランシ

ップ拡大の阻止が必要。そのためには、国際戦略港湾「阪神港」

への貨物集荷が必要であることから、関西のみならず瀬戸内海

等地域の関係者との協力関係の構築を図ることとなった。ま

た、国際戦略総合特区（仮称）制度の活用について検討すること

となった。 
 

③  日本海側の拠点港湾について、阪神港との災害時のリダンダン

シー機能が必要であることから、舞鶴港の活用を検討すること

となった。 
 

④  大阪湾地域の BCP（事業継続計画）の策定に向け、夏頃に大阪

湾港湾機能継続計画推進協議会（仮称）を開催することとなっ

た。なお、名称、メンバーについては事務局で検討することと

なった。 
 

⑤  本部会合の開催時期について秋頃の開催を念頭に検討するこ

ととなった。 

以上 

（別紙）



公益社団法人　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 代理 地域振興部課長 中川　英樹

神戸商工会議所 産業部長 草野　誠一郎 出席 産業部長 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 事務局次長 上田　賢司 欠席

公益社団法事　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 代理 関西支部PD 坂口　陽

(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 安藤　弘道 欠席

兵庫県港運協会 専務理事 加藤　日出男 欠席

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）大森廻漕店　執行役員神戸支店長 原口　誠 出席 （株）大森廻漕店　執行役員神戸支店長 原口　誠

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 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

大阪フェリー協会 会長（本部員） 阿部　哲夫 出席 会長 阿部　哲夫

専務理事 白野  哲也 出席 専務理事 白野  哲也

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 欠席

和歌山県海運組合 専務理事 紺野　剛 欠席

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

関西国際空港(株) 航空営業部長 住田　弘之 出席 航空営業部長 住田　弘之

計画部長 板倉　信一郎 代理 計画部次長 立石　泰三

営業部長 井川　清人 代理 営業部次長 滝澤　秀樹

西日本高速道路(株)　関西支社 建設事業部長 竹國　一也 出席 建設事業部長 竹國　一也

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 瀬本　浩史

大阪港埠頭(株) 業務部長 入江　新吾 出席 業務部長 入江　新吾

神戸港埠頭(株) 常務理事 中村 光男 出席 常務理事 中村 光男

阪神高速道路(株)

関西国際空港航空会社運営協議会（ＡＯＣ）
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神戸港埠頭(株) 常務理事 中村 光男 出席 常務理事 中村 光男

名誉教授 黒田　勝彦 出席 黒田　勝彦

経営学部教授 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 太田　清喜 代理 情報通信部情報通信振興課長 中島　英之

近畿財務局 総務部長 小原　昇 代理 総務課長 籠　康太郎

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 出席 総務部長 篠崎　透

経済産業省 近畿経済産業局 産業部長 関　淳夫 欠席

近畿地方整備局 企画部長 大塚　俊介 代理 技術企画官 岡　良

道路部長 茅野　牧夫 代理 道路計画第二課長 横谷　利昭

港湾空港部長 田所　篤博 代理 港湾計画課長 鈴木　信昭

近畿運輸局 交通環境部長 河﨑　輝昭 出席 交通環境部長 河﨑　輝昭

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） 大野　靖 出席 総務企画部次長（企画推進本部長） 大野　靖

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 長谷川　武 代理 空港部次長 黒田　勝己

第五管区海上保安本部 交通部長 鏡　信春 代理 交通部企画調整官 三宅　真二

大阪海上保安監部長 合田　嘉男 代理 次長 中野　義弘

神戸海上保安部長 樋口　由幸 代理 次長 桑田　康生

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

関西空港検疫所 食品監視課長 伊藤　勝彦 出席 食品監視課長 伊藤　勝彦

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 阪村　基 欠席

農林水産省 動物検疫所関西空港支所 次長 杉崎　知己 欠席

動物検疫所神戸支所 次長 代理 調整指導官 浅井　雅俊

滋賀県 商工観光労働部長 堺井　拡 代理 企業誘致推進室主幹 古田　晴彦

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 政策企画部企画室副理事 渡辺　英朗

都市整備部長 村上　毅 代理 都市整備部事業管理室課長補佐 浅井　敏彦

関係自治体 兵庫県 県土整備部長 濱田　士郎 代理 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 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 欠席

堺市 建築都市局長 荻田　俊昭 代理 建築都市局都市整備部臨海整備室参事 尾上　博文

神戸市 みなと総局長 岡口　憲義 代理 みなと総局参与 豊田　巖

官

大阪産業大学

ロジスティクス経営士

神戸大学

学
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