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東 北 国 際 物 流 戦 略 チ ー ム

( 社 ) 東 北 経 済 連 合 会

東 北 運 輸 局

東 北 地 方 整 備 局

「東北国際物流戦略チーム」、第５回本部会開催！

「東北国際物流戦略チーム」では第４回本部会（平成２２年３月１７日開催）にて提案した取組
み方針に基づき ４５ｆｔ国際海上コンテナ国内輸送実験の実施など物流効率向上のための取組や

＜2月7日（月） メルパルク仙台＞

～４５ｆｔ国際海上コンテナ輸送実験報告～

【本部会開催概要】
◆日時：平成２３年２月７日（月）１０時００分～１２時００分

み方針に基づき、４５ｆｔ国際海上コンテナ国内輸送実験の実施など物流効率向上のための取組や
域内港湾を利用した効率的な物流への転換に向けた企業ヒアリングなど東北港湾・空港の利用促進
に取り組んで参りました。

今回、第５回本部会を開催し、今年度の取組状況の報告と次年度の継続的な取組や45ft国際海上
コンテナ国内輸送実現への取組方針などを取りまとめます。
※東北国際物流戦略チーム事務局：(社)東北経済連合会、東北運輸局、東北地方整備局

◆日時：平成２３年２月７日（月）１０時００分 １２時００分
◆場所：メルパルク仙台 ５Ｆ「広瀬」
◆次第

１．主催者挨拶
２．座長挨拶
３．議事

（１）Ｈ２２年度取組み状況の報告
（２）Ｈ２３年度取組み方針の提案

４ 閉会挨拶４．閉会挨拶

※本部会終了後、１３：００より同ホテル２Ｆ「松島」において「４５フィート国際海上
コンテナ輸送に関する講演会」が開催されます。（主催：(社)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）

東北国際物流戦略チーム
【問い合わせ先代表】

国土交通省 東北地方整備局 港湾空港部 港湾物流企画室
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【取材】報道関係者席を用意しております。
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国土交通省 東北地方整備局 港湾空港部 港湾計画課

課長補佐 晴山 真澄
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■ 県境を越えた広域連携、輸送モード連携により、東北地域に広範に立地する輸出入産業（一次産
業含む）に、域内港湾・空港を主とした物流経路・手法の選択肢を提供、域内港湾・空港の利用を
促進し 効率的な国際物流の実現を図る

東北国際物流戦略チームの概要
（資料１）

促進し、効率的な国際物流の実現を図る。

■国際物流環境における東北の競争力向上により、地域産業の育成・新たな産業の誘致など地域の
活性化につなげる。

○平成１７年１１月、総合物流施策大綱（2005～2009）閣議決定。

主 港湾 空港毎 際物流戦略 を構成 地域 実情を踏ま た施策を実施する とが

・これまでの経緯

主要港湾・空港毎に国際物流戦略チームを構成して地域の実情を踏まえた施策を実施することが

適当、とした。

○平成１９年８月、（社）東北経済連合会、東北地方整備局、東北運輸局を事務局として、産・官・学の

有識者により東北国際物流戦略チームを設立、第１回本部会を開催。
○以降毎年３月に本部会を開催。荷主データベースの構築、成功事例集の作成、企業ヒアリング、
出前説明会によるポートセールスを継続して実施するとともにＬＣＬサービスや物流課題の検討など

調査・実験を実施。調査 実験を実施。
○平成２１年７月、総合物流施策大網(2009-2013）閣議決定。
○平成２２年３月の第４回本部会にて４５ｆｔ国際海上コンテナ公道輸送実験などＨ２２年度取組方針
を決定

・主な活動内容

荷主企業ヒアリングとポートセールスの実施
貿易に関心のある企業を取りまとめた『荷主データベース（約4,000社）』を活用し、東北及び北関東の
荷主企業へのヒアリングを行い、ニーズを把握したうえで、企業にメリットのある東北港湾の利用提案
を行う。

転換（成功）事例集の作成
荷主企業ヒアリング等を通じ、実際に域外港湾から東北港湾に利用転換した荷主企業の成功事例集
を作成し、ポートセールス用資料とすることで、東北港湾利用の具体的なメリットや利用方法を示し、
利用転換を提案する。

工業団地での出前説明会の実施
東北地域の工業団地、地元荷主企業の勉強会など、荷主が訪れ易い場所へ出向いて説明会を実施
し、東北港湾の優位性をＰＲすると共に意見交換を行う。

４５ｆｔ海上国際コンテナの陸上輸送実現に向けた取組み
45ft国際海上コンテナは、40fｔ背高コンテナに対し1.13倍程度（40ftと比べると約1.27倍程度大きい）の
積載容積が確保でき、効率的な物流体系の構築を目指すため、戦略チームでは、東北域内の45ft
陸上輸送の実現に向けた取組みを開始している。



部署・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 遠藤　修司

東北工業大学 工学部　建設システム工学科　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

委員名
機関等名

東北国際物流戦略チーム　第５回本部会委員名簿 （資料2）

宮城大学 事業構想学部事業計画学科教授 徳永　幸之

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 花岡　俊樹

東北倉庫協会連合会 会長 黒川　久

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 坪井　鈴兒

富士運輸(株) 取締役会長 高山 金治郎富士運輸(株) 取締役会長 高山　金治郎

仙台国際航空貨物運送協会 副会長 佐藤　俊幸

仙台塩釜港振興会 会長 山口　亮

仙台国際貿易港整備利用促進協議会 会長 鎌田　宏

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

(社)秋田県貿易促進協会 会長 齋藤　健悦

秋田港振興会 会長 渡邉　靖彦

福島県小名浜港利用促進協議会 会長 渡辺　敬夫

酒田港湾振興会 会長 阿部　寿一酒 港湾振興会 会長 阿部 寿

大船渡港振興協会 会長 戸田　公明

(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

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 戸上　英二

財務省函館税関 総務部長 浦井　茂穂

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 藤原　一郎

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 所長 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 資源エネルギー環境部　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 堀金　雅男

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 今井　泰男

国土交通省東北地方整備局 道路部長 川瀧　弘之

国土交通省東北地方整備局 港湾空港部長 津田　修一

国土交通省東北運輸局 交通環境部長 田口　昭門

国土交通省東北運輸局 海事振興部長 佐藤　健彦

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 竹内　春繁

岩手県 県土整備部長 平井　節生

宮城県 土木部長 橋本　潔

秋田県 建設交通部長 加藤　修平

山形県 県土整備部長 鹿野　正人

福島県 企画調整部長 野崎　洋一

新潟県 交通政策局長 坂井　康一

〈オブザーバー〉

近海郵船物流（株） 取締役　仙台営業所　所長 山本　幹

（順不同・敬称略）


