
国際物流戦略チームの概要国際物流戦略チームの概要
○国際物流戦略チーム

• 関西経済連合会や国際物流施策推進本部における提案を受け、全国に
先駆けて、平成１７年度に関西において設置された機関。

• 国際コンテナ戦略港湾「阪神港」や関西国際空港等の活用等を図りつつ、
国際物流の効率化を通じた関西経済の活性化を目指し、産・学・官が一体
となって各種方策に取り組んでいる。

平成17年 6月 関西における「国際物流戦略チーム」の発足
平成18年 4月 「広域連携を通じた国際競争力強化に向けた提言」の策定

（大阪湾諸港の一開港化を提言）
平成19年 3月 「提言 2007」の策定
平成19年12月 大阪湾諸港の一開港化の実現
平成21年 3月 「提言 2009」の策定
平成24年 3月 「国際物流戦略チーム 今後の取組」の策定
平成26年 3月 「今後の取組（2014-2015）」の策定
平成28年 3月 「今後の取組（2016-2017）」の策定
平成29年 3月 荷主と物流事業者をつなぐウェブサイトの提案

○これまでの主な活動経緯

○ 「今後の取組（2016-2017）」における具体の取組

・事業者による新たな取組の開拓・支援
－「関西総合物流活性化モデル認定事業」の推進

・特区制度の活用

・各分野における物流機能強化
－国際コンテナ戦略港湾「阪神港」の機能強化
－国際貨物ハブ「関西国際空港」の機能強化
－道路ネットワークの形成
－鉄道の国際複合一貫輸送の推進

・国際物流を取り巻く多様なニーズへの対応
－大規模自然災害への対応
－環境面への配慮
－労働力不足への対応
－日本海側ゲートウェイ機能の強化

○平成２８年度における各種会議の実施状況

１１月１４日 第２５回幹事会
２月２０日 第２６回幹事会
３月１３日 第１３回本部会合

大学・研究機関等に
おける、経済・物流
の学識経験者

関西経済連合会、商工
会議所、 各業 界の組
合・協会、関西エアポー
ト（株）、阪神高速道路
（株）、阪神国際港湾
（株）など

近畿総合通信局、近畿
財務局、大阪税関、神
戸税関、近畿経済産業
局、近畿地方整備局、
近畿運輸局、近畿航空
局、関係自治体など

産 学 官

本部長：関西経済連合会 会長
構 成：代表者（産）、学識者（学）、局長（官）など
役 割：戦略に関する意志決定

本部

座 長：黒田勝彦 神戸大学名誉教授
構 成：実務担当部代表者（産）、学識者（学）、部長（官）など
役 割：戦略の検討

幹事会

○体制

事務局
国土交通省（近畿地方整備局、近畿運輸局、大阪航空局）、関西経済連合会



神戸港

大阪港

和歌山下津港

日高港

新宮港

姫路港

舞鶴港

宮津港

神戸港

※（）内は外国クルーズ船寄港回数

※平成28実績及び平成29予定は、平成29.4.14時点の情報を近畿地方
整備局にて集計
※宮津港は沖泊し通船にて上陸

舞鶴港

平成28年7月26日入港 コスタ・ビクトリア （10回寄港）
総トン数：75,200トン 乗客定員：1928名

大阪港

平成29年3月13日入港 クイーン・エリザベス
総トン数：90,901トン 乗客定員：2,068名

寄港回数の推移 寄港回数の推移

平成28年よりコスタ社が日
本海周遊クルーズを開始

寄港回数の推移

H29年の寄港回数は船
社の公表値

クルーズ船の寄港等

（H22実績） （H25実績） （H28実績） （H29予定）

神戸 103(22) 101(18) 104(32) 118(46)

大阪 18(6) 21(12) 28(22) 54(48)

舞鶴 2(0) 7(4) 17(14) 39(38)

新宮 9(0) 7(0) 7(2) 9(0)

姫路 3(0) 2(0) 3(1) 5(2)

和歌山下津 0(0) 0(0) 0(0) 3(0)

日高 1(0) 1(0) 1(0) 0(0)

宮津 0(0) 0(0) 1(0) 2(0)

久美浜 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)

橋杭(串本) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)

合計 136(28) 139(34) 161(71) 233(134)

クルーズ船（外国船・日本船）寄港実績

平成28年6月28日入港 クァンタム・オブ・ザ・シーズ
総トン数：168,666トン 乗客定員：4,180名

世界で最も有名な大型客船クイーン
エリザベスが神戸開港150年を記念
して、平成29年3月13日・20日に神戸
を起点に史上初の日本発着クルーズ
を実施

7月8日から11月25日にかけて
「スーパースターヴァーゴ」（カ
ジュアルクラス）が横浜、大阪を
母港とした7泊8日の日本発着ク
ルーズを21本運航予定（大阪は
土曜発着）



京 都 都 市 圏 の 渋 滞 問 題 と 対 策 の 必 要 性

大山崎
JCT・IC 久御山JCT

瀬田東
JCT沓掛IC

大原野IC

長岡京IC

久御山淀IC

久御山IC

巨椋IC

宇治西IC

宇治東IC

石山IC

瀬田西IC

大津IC

京都東IC

京都南IC

山科

鴨川東

鴨川西

上鳥羽

城南宮北

城南宮南

伏見

八幡市島本町

久御山町

京都市

大津市

草津市

宇治市

大山崎町

長岡京市

向日市

京都府

滋賀県

大阪府

【速度の凡例】
： 1 0 k m / h 以 下
： 1 0 – 2 0 k m / h
： 2 0 – 3 0 k m / h

※平成28年11月平日平均値
（方向別の低い側の速度）

至

舞
鶴
市

至 西宮市 至 門真市

近畿圏の新たな高速料金
に関する具体的方策(一部)

✓ 新十条トンネルを無料化
(京都市に移管 H31.4～)

✓ 京都南JCT(仮称)の整備
✓ 管理主体の統一

(NEXCO西日本に移管 H31.4～)



まちづくりの方針 ～ 都市基盤～

１．適切な輸送能力を持つ鉄道網の整備による
臨海部のアクセス強化

２．魅力あるまちへの快適な道路アクセス

観光車両と物流車両の分離（イメージ）

鉄道



瀬戸内海における小型ラグジュアリー船によるクルーズ

・外国籍の小型ラグジュアリー船「カレドニアン・スカイ」や「シルバー・ディスカバラー」
は、瀬戸内海の各地をめぐるクルーズを実施している。

「カレドニアン・スカイ」 「シルバー・ディスカバラー」

●新潟(5/2)

佐渡
●

●金沢

●境港
蔚山●

下関
●

●宇和島

広島/宮島
●

運航船社：ノーブル・カレドニア（英国）
総トン数：4,280GT 全長：90.6ｍ 全幅：15.3ｍ
乗客定員：72名 乗組員数：114名 就航年：1991年

宇野
●
●
高松

●神戸(5/12)

●小樽(9/2)

●函館

●青森

●能代

●佐渡

●金沢

●境港
蔚山●

広島/宮島
●

宇野
● ●神戸(9/13)

北九州
●

運航船社：シルバーシークルーズリミテッド（米国）
総トン数：5,218GT 全長：103.0ｍ 全幅：15.4ｍ
乗客定員：74名 乗組員数：120名 就航年：1989年

瀬戸内海に５港以上寄港するルートが人気

外国船籍の小型ラグジュアリー船による瀬戸内クルーズの実施



「地図データ ©2017 Google, SK telecom, ZENRIN」

世界に誇れる『瀬戸内海の再発見』と回遊型観光振興
～瀬戸内地域循環交通ネットワークによる移動の多様化・円滑化～

「地図データ ©2017 Google, SK telecom, ZENRIN」

JAPIC 国土・未来プロジェクト研究会





近畿におけるＬＮＧ基地の立地状況

大阪ガス(株)
・泉北製造所 第一工場
・泉北製造所 第二工場

大阪ガス(株)
・姫路製造所

関西電力(株)
・姫路LNG基地

堺LNG(株)
・堺LNGセンター

関西電力(株)
・和歌山火力発電所［LNG］
（平成34年度以降運転）

京都府
※京都舞鶴港でのLNG受

入基地等の実現に向け
た調査・研究を実施中




