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境港貿易振興会（会長 中村勝治境港市長）では、6 月 26 日（月）に夢みなとタワーにおいて、役員、会員並びに
顧問約 40 名の方々にご出席いただき、平成 29 年度通常総会を開催いたしました。
中村会長は挨拶の中で「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の記録を
更新した。これも境港利用促進にご尽力いただいている皆様の努力の賜物と、
心より感謝申し上げる。現在境港では、昨年秋の中野地区国際物流ターミナル
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
向けて本格的に動き出し、さらなる港湾機能の強化が進んでいる。こういった
追い風の中、北東アジアさらには世界へ向けたゲートウェイを目指し、関係機
関との連携を深めながら境港の一層の利活用の推進に取り組み、地域経済の
活性化を牽引してまいりたい。」と述べました。

＜総会の様子＞

会長挨拶に続き、平成 28 年度実施事業及び収支決算報告、平成 29 年度事業計画及び収支予算案、役員の
選任についての議案の審議が行われ、全て原案通り承認されました。

境港貿易振興会では、境港利用促進懇談会を関東、関西の都市圏で隔年開催しております。
本年は東京で開催することとしておりますので、ご案内いたします。
多くの方に「境港」を知っていただく良い機会ですので、是非ご参加いただきますようよろしく
お願いいたします。

◉日

時 平成29年８月8日（火） 16：00〜19：00（開場 15：30）

◉場

所 ホテル グランドアーク半蔵門（東京都千代田区隼町 1-1） 4 階

◉ セミナー 講演「世界の海運事業と日本の地方港の見通し」
東海大学

海洋学部

教授

合田

浩之 氏

報告「ロシア経済交流における境港活用の取り組み」
鳥取県 商工労働部 通商物流課長

山本

桂司 氏

その他に、境港の取り組みや助成制度についての説明を行います。

◉ 参 加 費 無料
※セミナー終了後、情報交換や名刺交換を行える、懇談会
（立食形式）
を設けます。

なお、当会のホームページ（http://www.sakaiminato-faz.co.jp/）にも案内チラシ・申込書を掲載して
おりますので、あわせてご覧ください。

境港に就航している国際定期航路を利用して輸出入を
行った荷主の方を対象とする、境港利用助成制度を今年
度も引き続き実施いたします。下記の内容をご覧いただ
き、対象となる事業をご確認ください。

制度の概要

※境港利用開始前に助成事業計画書（H29年4月1日〜H30年3月31日までの利用見込み）の
提出が必要となります。

❶ 新規利用
対象事業者・ 新規利用の荷主
要件

（過去に境港利用助成を受けたことが
ない荷主）

助成額

2 万円 /TEU

上限額

30 万円 / 年度

❷ 利用拡大

❸ 小口混載利用

前年と比較して
利用が増加した荷主

小口混載貨物
（ＬＣＬ）
を
利用した荷主

1 万円 /TEU
5 千円 /TEU

直行便

200 万円 / 年度
100 万円 / 年度

直行便

増加分
上海向貨物
増加分
上海向貨物

❹ 国際フェリー・RORO 機能船貨物
対象事業者・ 新規又は前年より

利用が増加した荷主

要件

2 万円/TEU
助成額

※バルク貨物

上限額

1 千円/1t・1㎥
2 万円/4台

650 万円 / 年

21TEU 以上を利用した荷主

※利用開始した日から 3 年間

増加貨物
増加貨物以外

増加貨物
増加貨物以外

2 万円 /TEU
1 万円 /TEU
650 万円 / 年
100 万円 / 年

1 千円 /1t・㎥
4 千円 /1t・㎥

積替便

積替便

10 万円 / 年度
20 万円 / 年度

❺ 環日本海圏航路（DBS）陸送経費
国内輸送経費を要した荷主

※利用開始した日から 3 年間

1 万円 / 輸送 1 回
※バルク貨物：4 台で１回

10 万円 / 年

●計画書の提出、受領をもって助成金の支給を確定するものではありません。助成金交付申請が別途必要です。
●平成26年度以前の助成制度継続対象者は経過措置がありますので、別途ご相談ください。
注意：当会が実施しております境港利用助成制度は、予算の範囲内での助成となります。予算状況によりましては、ご申請をいた
だいてもお受けできない場合もございますので、予めご了承ください。

境港利用助成制度の詳細については、当会のホームページよりご覧いただけます。

http://www.sakaiminato-faz.co.jp/
問い合わせ先

さかい こう ぼう えき しん こう かい

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

境港貿易振興会 TEL：0859-47-3905

アジア・シームレス物流フォーラム

出展

境港貿易振興会では、境港に就航している定期コンテナ航路の周知、認知度向上のため、各地で開催される展示会
へ出展しています。今回、東京で開催されました“アジア・シームレス物流フォーラム2017”に、鳥取県と共同で出展し
ましたので、ご紹介いたします。

● 開催日
● 開催地
● 来場者

アジア・シームレス物流フォーラム 2017

５月 18 日
（木）
〜 19 日
（金）
東京流通センター
（ＴＲＣ）
第２展示場Ｅホール（東京都大田区）
10,765 名

当フォーラムへは３年連続３回目の出展と
なり、出展者同士とのつながりも感じられ、
情報交換の場にもなりました。当ブースに立
ち寄られた中には、すでに境港を利用され

ている企業もあり、現状確認や最新情報を提供するための、よい機会でもありました。
「なぜ鳥取県が出展しているのか」
と興味をもたれ立ち寄られる方も多く、境港の特徴
や優位性をアピールしたところ、
「ロシアとの定期航路は初めて知った」
とスケジュールや
船舶について具体的な質問をされる場面もありました。
今後も首都圏のみならず、様々な場所で開催される展示会等に境港の定期コンテナ
航路等、境港のＰＲを実施することとしております。

＜会場の様子＞

中海・宍道湖・大山圏域商工担当者「境港」研修会を開催しました
６月１６日（金）にテクノアークしまね（島根県松江市）におきまして、中海・宍道湖・大山圏域商工
担当者「境港」研修会（主催：中海・宍道湖・大山圏域市長会、境港貿易振興会）を開催しました
ので、ご紹介いたします。
この研修会は環日本海諸国をはじめ世界と中海・宍道湖・大山圏域との玄関口である
「境港」
や、さまざまな貿易支援策等について、普段から、企業と接する機会の多い行政
や経済団体の商工担当者の方に知識を深めていただき、さらには各地域で広く周知を
図ってもらい、境港の利用促進、海外取引の拡大、地域経済の活性化に繋げることを
目的として、中海・宍道湖・大山圏域市長会と共同で開催いたしました。
当日は、約 20 名の方に出席していただきました。まず、当振興会より
「境港の概要に
ついて〜港湾の基礎知識から〜」
と題して、境港の現状・取り組みについて写真を交え
て説明をしました。その後、関係機関より、貿易支援策や助成制度の紹介を行ったあと、
最後に市長会より、海外商談会参加等支援補助金の説明が行われました。

＜研修会の様子＞

この研修会を通して、より多くの商工担当者の方に「境港」に対する認識を深めていただき、港湾の利用促進ひいては、
地域経済の活性化に貢献できるよう、当会といたしましても来年度も継続して行う事業としております。今後とも境港をよろ
しくお願いいたします。

環日本海圏国際フェリー航路

関連ニュース

境港利用２０万人達成記念セレモニーが開催されました
平成２１年６月に就航した、境港と韓国・東海、ロシア・ウラジオストクを結ぶ環日本海定期貨客船の境港における利用者
が２０万人を達成し、記念セレモニー（主催：鳥取県、中海・宍道湖・大山圏域市長会）が、４月２１日（金）
に境港国際旅客ター
ミナル内で、開催されました。
セレモニーにはＤＢＳクルーズフェリーの関係者らが出席し、主催者を代表し鳥取県西部総合事務所の中山所長が挨拶で
「多くの困難を乗り越え、大きな路線に成長した。さらに発展させたい」
と述べられた後、関係者がくす玉を割り祝いました。
２０万人達成ということで“２０”にちなんで、当日の乗客で“２０歳”の女性に花束と往復乗船
券が贈呈されました。女性は「いい思い出になる。家族と一緒に楽しみたい」とコメントを
寄せられ、笑顔で記念品を受け取られました。
この航路は、２０１８年冬季五輪の開催地である“平昌”に一番近い航路となります。多くの
方に航路を利用して平昌に行っていただくなど、オリンピックの盛り上がりとともに、今後の利
用が益々、活性化する事が期待されます。

＜セレモニーの様子＞

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 7 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
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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
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中 国
神原汽船㈱

火

水

木

韓 国
高麗海運㈱

韓国・協調配船
興亜海運㈱
長錦商船㈱

韓国・協調配船
興亜海運㈱
長錦商船㈱

〜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

【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
金
環日本海（入港）
DBSクルーズフェリー㈱

土
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

名

〜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〜

業

務

境港海陸運送 株式会社

荷役

通関

保管

運送

株式会社 上組 境港支店

荷役

通関

保管

運送

（神原汽船㈱、高麗海運㈱、長錦商船㈱ 境港代理店）
（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
株式会社 ニューウェーブ インターナショナル

通関

保管

運送

貨物集荷代理店

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/

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
連 絡 先
ポートセールス（利用助成制度） TEL 0859-47-3905 FAX 0859-47-3906
港湾施設管理
TEL 0859-42-3705 FAX 0859-42-3735
TEL 0859-30-3161 FAX 0859-30-3162
貿易サポート
TEL 0852-60-5114 FAX 0852-60-5116
海外55カ国74事務所のネットワークを活用 TEL 0857-52-4335 FAX 0857-52-4336
した国際ビジネス情報の提供・相談・企業支援 TEL 0852-27-3121 FAX 0852-22-4196

