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４５ｆｔ国際海上コンテナ陸上輸送実現へ向けて！

～「東北国際物流戦略チーム」、第４回本部会の開催～

＜３月１７日（水） メルパルク仙台＞

「東北国際物流戦略チーム」では、第３回本部会(H2１.3.１０)にて提
案した取組み方針に基づき、東北の港湾・空港の利用促進に取り組んで参
りました。

今回、第４回本部会を開催し、今年度の取組状況報告と４５ｆｔ国際海
上コンテナ陸上輸送実験の実施など次年度の取組方針について取りまとめ
ます。 ※東北国際物流戦略チーム事務局：東北地方整備局、東北運輸局、（社）東北経済連合会

【本部会開催概要】

◆日時：３月１７日（水） １０時００分～１２時００分

◆場所：メルパルク仙台 ５Ｆ 「広瀬」
（仙台市宮城野区榴ヶ岡５－６－５１ TEL ０２２-７９２－８１１１）

◆次第（案）
１．主催者挨拶
２．座長挨拶
３．議事

（１）Ｈ２１年度取組み状況の報告
（２）Ｈ２２年度取組み方針取りまとめ

４．閉会挨拶

※本部会終了後、１４：００より同ホテル２Ｆ「松島」において東北国際物流戦略
シンポジウムが開催されます。（資料－３参照）（主催：東北経済連合会）

【添付資料】
◆東北国際物流戦略チームの概要・・・・・・・（資料－１）
◆委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・（資料－２）
◆東北国際物流戦略シンポジウム開催案内・・・（資料－３）

【取材】報道関係者席を用意しております。

＜発表記者会＞宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

【問い合わせ先】
国土交通省 東北地方整備局 港湾空港部 港湾計画課

課 長 笠原 薫
かさはら かおる

課長補佐 晴山 真澄
はれやま ますみ

電話０２２（７１６）０００５



域内港湾・空港の利用促進による効率的な国際物流及び地域の活性化を実現するため、
以下の方針を掲げ取り組む

①東北港湾・空港の認知度向上（転換事例集作成、出前説明会の実施等）
②東北港湾・空港の物流機能強化（４５ｆｔ国際海上コンテナ公道走行実験等）

○東北７県の経済力（ＧＤＰ）は欧州中規
模国に匹敵

○域内で生産消費する外貿コンテナ貨物
の自地域港湾利用率は４４％と低水準。

→域内企業の物流コストやCO2の増大、
ビジネス機会の喪失が課題

東北国際物流戦略チームの概要

域内港湾・空港の利用促進
による効率的な国際物流及
び地域の活性化の実現
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４３．９％４３．９％

関東関東
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中部中部
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中国中国
４５．５％４５．５％

東北６県東北６県
３１．２％３１．２％

注：自地域港湾利用率に内航フィーダーの利用は含まない。
資料：平成20年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査より作成

【45ft国際海上コンテナの国内輸送実証実験の実施】

①４５ｆｔコンテナの特徴・メリット

・４０ｆｔコンテナと比べて

・軽量物等の容積勝ちの貨物では、
40ftコンテナ10台分の貨物を45ftコンテナ7.9台
分で輸送可

40fコンテナ40fコンテナ コンテナコンテナ45f

容積比→１．２７倍

②課題
・2005年にISO規格化され、荷主か

らのニーズは高いが、国内では法

規制により一般公道を走れない

（国際化の遅れ）

企業の物流コスト・CO2削減に貢献！

③Ｈ２２年度の取り組み

45ft国際海上コンテナの国内輸送

実現に向け、 公道走行実験を実
施し、効率性、安全性などを検証

Ｈ２２年度の主な取り組み

取組方針

九州・沖縄九州・沖縄
９２．４％９２．４％

四国四国
３３．４％３３．４％

近畿近畿
９２．６％９２．６％

北海道北海道
８１．２％８１．２％

各地域の外貿コンテナ貨物の自地域港湾取扱率

東北地方の現状と課題
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役職等 氏名

(社)東北経済連合会 専務理事 遠藤　芳雄

仙台商工会議所 専務理事 間庭　洋

(社)新潟県商工会議所連合会 専務理事 南　英雄

東北六県トラック協会連合会 会長 倉茂　周典

(社)新潟県トラック協会 会長 小林　和男

(社)鉄道貨物協会仙台支部 幹事長 横田　重雄

(社)鉄道貨物協会新潟支部 常任幹事 森國　英治

東北倉庫協会連合会 会長 黒川　久

新潟県倉庫協会 会長 中西　與志夫

仙台地方通運業連盟 事務局長 本宿　護

東北港運協会 会長 神崎　祥二

(株)リンコーコーポレーション 代表取締役社長 岡村　繁

富士運輸(株) 取締役会長 高山　金治郎

(社)航空貨物運送協会仙台国際地方部会 部会長 大堀　孝男

八戸港国際物流拠点化推進協議会 会長 小林　眞

八戸港振興協会 会長 大矢　卓

大船渡港振興協会 会長 甘竹　勝郎

仙台塩釜港振興会 会長 小菅　章光

仙台国際貿易港整備利用促進協議会 会長 丸森　仲吾

(社)秋田県貿易促進協会 会長 佐藤　忠作

秋田港振興会 会長 渡邉　靖彦

酒田港湾振興会 会長 阿部　寿一

福島県小名浜港利用促進協議会 会長 渡辺　敬夫

(社)新潟港振興協会 会長 篠田　昭

仙台エアカーゴターミナル(株) 代表取締役専務 福井　邦道

(社)青森県工業会 会長 東　康夫

(社)岩手県工業クラブ 会長理事 長岡　秀征

山形県工業会 会長 前田　直己

政策研究大学院大学 客員教授 稲村　肇

宮城大学 事業構想学部事業計画学科教授 徳永　幸之

日本貿易振興機構仙台貿易情報センター 所長 中川　明子

法務省仙台入国管理局 次長 安田　眞敏

財務省函館税関 総務部長 山田　成三

財務省東京税関 総務部長 長谷川　浩一

財務省横浜税関 総務部長 野島　透

厚生労働省仙台検疫所 次長 山下　恭秀

農林水産省東北農政局 生産経営流通部長 藤村　博志

農林水産省北陸農政局 生産経営流通部長 米野　篤廣

農林水産省横浜植物防疫所 総務部庶務課 川口　嘉久

農林水産省動物検疫所 検疫部長 小田　茂

経済産業省東北経済産業局
産業クラスター・グローカル経済PT担
当　総務企画部　次長 徳能　邦幸

警察庁東北管区警察局 総務監察・広域調整部長 高橋　譲治

第二管区海上保安本部 交通部長 岩本　喜吉

国土交通省東京航空局 空港部長 酒井　洋一

国土交通省東北地方整備局 道路部長 三浦　真紀

港湾空港部長 山本　浩

国土交通省東北運輸局 交通環境部長 池田　陽彦

海事振興部長 長町　哲次

国土交通省北陸地方整備局 港湾空港部長 片山　昭

国土交通省北陸信越運輸局 交通環境部長 西條　憲一

青森県 県土整備部長 山下　勝

岩手県 県土整備部長 佐藤　文夫

宮城県 土木部長 伊藤　直司

秋田県 建設交通部長 加藤　修平

山形県 土木部長 鹿野　正人

福島県 企画調整部長 井上　勉

新潟県 交通政策局長 坂井　康一

<検討ＷＧ委員>
近海郵船物流(株)

取締役仙台営業所所長 山本　幹

東北国際物流戦略チーム　第４回本部会委員名簿

機関等名
委員

備　　　　考
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