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〜首都圏企業に境港をＰＲ〜

北東アジアのゲートウェイの役割を担う境港の現状について、より多くの皆様に知っていただき、利用促進に繋げる
ことを目的に、毎年「境港利用促進懇談会」
を開催しております。このたび、東京で開催いたしましたのでご報告します。

東京会場
● 開催日 平成 29 年 8 月 8 日
（火）
● 場 所 ホテルグランドアーク半蔵門（東京都千代田区）
● 参加者 約 180 名

首都圏にある港湾利用の決定権を有する
商社や港湾事業者などを対象に、境港の現
状や港湾整備の状況、そして定期船航路の
紹介や助成制度等について説明を行いま
した。当日は、台風接近の為あいにくの天

候でしたが、多くの方々にご参加いただきました。
まず中村会長（境港市長）が開会のあいさつで、昨年の境港の利用実績は、国際定期コンテナ航路の貨物取扱量を
はじめ、クルーズ客船の寄港数、乗客数などいずれも過去最高を記録し、
本年も昨年を上回るペースで推移していることを報告。日ごろより境港
の利用促進にご尽力いただいている皆さま方の支援のおかげであると
感謝の言葉を述べました。
また、境港では昨年の秋の中野地区国際物流ターミナルの完成に続き、
竹内南地区の貨客船ターミナル整備事業も平成31年度の完成にむけて
本格的に動きだしており、増加するクルーズ客船需要や国内RORO船の
定期航路化等にしっかりと対応できる港湾機能の強化が進んでいる
ことを説明した上で、境港利用を呼びかけました。
＜中村会長の挨拶＞
次に、東海大学 海洋学部 特任教授 合田浩之氏に『世界の海運事業と
日本の地方港の見通し』と題し、ご講演をいただきました。近年の船社を取り巻く概況を「1960年代からリーマン
ショック前までコンテナ荷動きは高成長が続いていたが、以降はスロートレードの時代に入った。採算性が悪化し
たことでコンテナ船社の統廃合が進んだ」と分析。そのほかコンテナ船運航会社の企業形態から、コンテナ運賃や
船舶価格の捉え方など、データとともに独自の見解を示されました。
また、地方港に関しては「コンテナ船以外に強みのある港は取扱量が
多い」と説明されました。
続いて、鳥取県 商工労働部 通商物流課より「ロシア経済交流における
境港活用の取り組み」について報告。その後、事務局より“境港におけ
る 港湾機能強化の取組”と“境港利用助成制度”について説明を行いま
した。
参加者からは「コンテナ船事業を体系的に知ることができ、非常に面
白かった」や「境港利用について検討したい」などの感想が寄せられま
＜講演中の合田教授＞
した。セミナー後の懇親会にも多くの方にご参加いただき、境港利用に
対して具体的な問合せをいただくなど、貴重な意見や情報交換の場となりました。

米子で
！
開催！

境港貿易振興会では、国際貿易港である境港の利便性や優位性など幅広く知って
いただくため、今回は地元である鳥取県・米子市で利用促進懇談会を３年ぶりに開
催いたします。
境港の最新情報や今後の発展性等、ʻ境港ʼに関する認識をさらに深めてもらい、港
を決定する際の判断材料のひとつとしてご検討いただけたらと思います。皆さまの
ご参加をお待ちしております。

開催概要
日

時

平成29年11月9日
（木） 13：30〜16：30（開場 13：00）

場

所

ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 2階（鳥取県米子市久米町５３番地２）

内

容

講

演

「地方の中小企業が海外で稼ぐ秘訣」
愛知淑徳大学 ビジネス学部 教授

説

明

「物流と税関」
神戸税関境税関支署 支署長

その他

名刺交換会

参加費

真田 幸光 氏

江島 浩 氏

境港の定期コンテナ航路等の紹介、助成制度について説明。
参加者の皆さまの名刺交換等の場としてご活用ください。

無料

案内チラシ、申込書につきましては、境港貿易振興会のホームページ
（http://www.sakaiminat-faz.co.jp/）
に掲載
しておりますので、あわせてご覧ください。

境港〜敦賀港〜苫小牧港

内航ＲＯＲＯ船 トライアル輸送

トラックなどの大型車両が乗り入れることが出来る貨物船の「RORO船」
が、7月24日に境港へ入港しました。内航貨物船の定期航路開設に向けた
トライアル輸送のため、境港管理組合など官民でつくる境港流通プラット

苫小牧港

既存航路区間

ホーム協議会（事務局：境港管理組合）により昨年に続き、苫小牧港（北海道）
−敦賀港（福井県）間の既存の航路を延伸して実施されました。
RORO船は、近海郵船株式会社の「ひだか」
（1万1185トン）を利用し、7月
22日〜26日の日程で実施されました。境港では、苫小牧港で積んだ新聞用
紙や食品などを降ろした後、洋紙や建材、農機具などを積んだトレーラー11
台と10トントラック４台を積みこみ、敦賀港を経由して26日に苫小牧港へ
向けて帰港しました。
今回は、大型トラックと一緒にドライバーが敦賀港まで乗船し、貨物を輸送
する取り組みや、境港に就航している環日本海圏国際フェリー航路の活用を
視野に入れ、北海道の荷主によるロシア・ウラジオストク
向けの貨物の利用もされました。
今年度は秋以降にも、トライアル輸送が実施されるよう
です。将来の定期航路開設に向け、今後も様々な取組みが
行われますので、是非トライアル輸送を御活用ください。

苫小牧港
出港

7/22

（苫小牧港 ― 敦賀港）

トライアル運航区間
（敦賀港 ―境港）

境港

運航表

敦賀港
入港

敦賀港

出港

7/23 7/24

境港
入・出港

7/24

敦賀港
入港

出港

7/24 7/25

苫小牧港
入港

7/26

当会 の 取組 み 紹介 〜海外ポートセールス〜
７月16日（日）から19日（水）にかけて、鳥取県商工労働部のロシア極東訪問団に参加し、ウラ

ジオストク市を訪問してきましたので、その概要を報告します。

今回の訪問団は、今年3月に設置された、鳥取県版「ロシア中小企業・人的交流分野における

協力プラットフォーム」の取り組みとして実施されたものです。
ロシア極東地域への自社製品の販路開拓や今後の事業展開を検討するための情報収集のため
に参加された企業の方々を中心に訪問団が結成され、在ウラジオストク日本国総領事館、
ウラジオ
ストク日本センターやロシア沿海地方政府を表敬訪問するとともに、日本から進出した企業の日本
様式の戸建住宅、鳥取県のウラジオストクビジネスセンター、物流センターや郊外型のショッピング
＜アンテナショップ「まんぷく猫」
＞

モールを視察したほか、沿海地方政府で行われた「貿易投資に関する鳥取県・沿海地方円卓会議」
に参加し、今後の経済交流についての意見交換を行いました。ロシア極東地域でも人口減少は大き

な課題であり、その対策として経済的な発展が必要との認識から外資誘致に力を入れており、
ウラジオストク自由港や経済特区な
ど、所得税減免など各種優遇策を用意して多くの投資プロジェクトへの投資を求めています。
安倍首相とプーチン大統領の８項目の経済協力プランの合意により、日本の企業や各地方自治体もロシア極東に注目して
おり、日本センターの所長から「今年になり、地方自治体や地方議会、経済団体の訪問が増えており、ロシア極東地域への注目が
高まっていることを感じている」
とのコメントがありました。
境港には、
ウラジオストクと2日で結ぶＤＢＳ航
路があります。この航路は、鳥取県とロシア極東
地域との経済交流の発展に対して、大きなアド
バンテージを有していることをあらためて認識
することになった訪問でした。
また、鳥取県が設置するアンテナショップも
これから本格オープンします。今後、
鳥取県の商品
がロシア極東地域の人々の目に触れ、ビジネス
チャンスが生まれることを期待しております。

＜アンテナショップ内部＞ ＜貿易投資に関する鳥取県・沿海地方円卓会議＞

境港−上海航路のPRのため、上海で開催された「FBC上海2017ものづくり商談会」へ参加したので、下記のとおり報告いた

します。

境港−上海航路の利用促進への取組として、上海で開催される展示会へ初めて出

展し、新たな利用企業の発掘と境港PRを行ってきました。
「ＦＢＣ上海２０１７ものづくり商談会」は日本の製造業が材料や部品の現地調達や、
自社製品の販路拡大のために、調達・販売品を展示し、中国ローカル企業や在中国日
系企業と商談する業界特化型の商談会で、
このたび共催企業である山陰合同銀行が
保有する出展ブース枠の１つを利用して出展することとなりました。
航路のPRに関しては、現地フォワーダーから数社接触があり、なかには山陰方面
での利用の際は具体的な問合せをしたいと興味を示されるところもありました。
ある国内企業からは、現在利用中の港からの陸送費を含めたコストを比較した上で
境港利用について検討してみる、
と前向きな意見も聞かれました。
また、新潟県からも、まとまった数の企業が出展しており、日本海側の航路として
興味をもたれ、問い合わせに来られる場面もありました。
今回、上海で初の展示会出展となりましたが、現地のフォワーダーと繋がりをつくる
ことができた点や、現地企業に境港−上海航路の存在を直接PRする良い機会となり
ました。

参考

）
（速報値

●会

場

中国上海市 国家会展中心（上海）２号館
崧澤大道 333 号
● 開催期間 平成 29 年 9 月 21 日
（木）
〜 9 月 23 日
（土）
● 出展企業 462 社、
502 ブース
● 来場者数 31,568 名
（延べ）

＜会場の様子＞

境港定期船運航図

境港に寄港している定期船のスケジュール
（2017 年 10 月）
高雄
台北

【輸入】釜山から最短 2 日
【輸出】釜山まで最短 1 日

境港
【輸入】釜山から最短 3 日
【輸出】釜山まで最短 1 日

福州
寧波

上海

釜山
東海

【輸入】東海から 14 時間
ウラジオストクから 2 日
【輸出】東海まで 14 時間
ウラジオストクまで 2 日

【輸入】上海から 3 日
【輸出】上海まで 4 日

ソウル

ボストーチヌイ
ナホトカ

威海
煙台

ポシェット

ウラジオストク
琿春

トロイツァ
（ザルビノ）

牡丹江

ハルピン

月

中 国
神原汽船㈱

火

水

韓 国
高麗海運㈱
韓国・協調配船
興亜海運㈱
長錦商船㈱

【中国航路】

週1便

【韓国航路】

週4便

【環日本海圏国際フェリー 航路】
週1便

天津

長春

〜定期航路情報〜

連雲港

瀋陽

ハバロフスク

日

青島

大連

綏芬河

定期船寄港日・運航船社

廈門

木

金

土

韓国・協調配船
興亜海運㈱
長錦商船㈱

環日本海（入港）
DBSクルーズフェリー㈱

環日本海（出港）
DBSクルーズフェリー㈱
韓 国
高麗海運㈱

★釜山・上海トランシップにより、東南アジア・中国各港および欧米等世界各地への接続も可能です。詳しくは各境港代理店までお問い合わせください。
★Ｈ28.4から台湾発着サービス開始（上海トランシップ）

当会のホームページから、境港定期船運航図の詳細についてご覧いただけます。http://www.sakaiminato-faz.co.jp/

具体的な見積り等についてのお問い合せ先
企

業

〜通関からお手元までトータルなサービスを提供する地元企業〜

名

境港海陸運送 株式会社

（神原汽船㈱、高麗海運㈱、長錦商船㈱ 境港代理店）

株式会社 上組 境港支店

（興亜海運㈱、DBSクルーズフェリー㈱ 境港代理店）

株式会社 ミック 山陰支店 米子営業所

業

務

荷役

通関

保管

運送

荷役

通関

保管

運送

通関

保管

運送

株式会社 ニューウェーブ インターナショナル

貨物集荷代理店

株式会社マブチ
関西プラント梱包事業部 鳥取工場

輸出梱包 大型貨物梱包
（出張サービス可）

ヤマトパッキングサービス株式会社
山陰流通トリニティセンター

輸出梱包

大型梱包

運送

連

絡

連

絡

先

TEL 0859-44-1652
FAX 0859-47-0090
http://sakaiminato-kairiku.com/
TEL 0859-45-8707
FAX 0859-45-7182
http://www.kamigumi.co.jp/
TEL 0859-37-6771
FAX 0859-37-6772
http://www.mikcorp.com/
TEL 0859-38-1150
FAX 0859-38-1157
http://www.new-wave-int.jp/
TEL 0859-39-6300
FAX 0859-39-6310
http://www.k-mabuchi.co.jp/
TEL 0859-21-7331
FAX 0859-24-5350
http://www.y-logi.com/ypc/

関係機関が相互に連携して、いろいろなご相談に応じます
機

関

名

境港貿易振興会
境港管理組合
とっとり国際ビジネスセンター
（公財）しまね産業振興財団
ジェトロ鳥取貿易情報センター
ジェトロ松江貿易情報センター

主

な

業

務

ポートセールス（利用助成制度）
港湾施設管理
貿易サポート
海外54カ国73事務所のネットワークを活用
した国際ビジネス情報の提供・相談・企業支援

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

0859-47-3905
0859-42-3705
0859-30-3161
0852-60-5114
0857-52-4335
0852-27-3121

先

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

0859-47-3906
0859-42-3735
0859-30-3162
0852-60-5116
0857-52-4336
0852-22-4196

