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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、大阪で開催いたしましたので
ご報告します。

大阪
会場

関西圏の物流・荷主関係者等の皆様を対象に、国際

● 開催日 平成 28 年 8 月 9 日
（火）
コンテナ航路、環日本海国際フェリー航路などの航路
● 場 所 ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区）
網を持つ境港の現況や取組み、今後の可能性などを紹
● 参加者 約 100 名

介。多くの方にご参加いただきました。
開会のあいさつで、中村会長（境港市長）は、コンテナ取扱量は 3 年連続で 23,000TEU を超え、昨年は過去
最高記録を更新できたことへの感謝を述べた上で、この４月から上海航路を利用した台湾向けサービスが始まり、
新たな取扱貨物の発掘に繋がるものと期待。また、大型クルーズ客船の寄港
数が過去最高になると見込まれることや、国直轄事業での貨客船ターミナル
や、９月に供用開始される国際物流ターミナルや内航 RORO 船のトライア
ル運航実施など、港湾機能の一層の向上に努めていることを報告。来場者に
対して境港の利便性の向上をアピールしました。
まず１つめの講演で、流通科学大学 商学部 教授 森隆行氏に『激動するア
ジアと日本海側地方港の役割』と題して、ご講演をいただきました。世界と
日本のコンテナ港の現状についての解
＜挨拶をする中村会長＞
説、コンテナターミナル事業を取り巻
く環境変化やコンテナ港湾の将来等について見解を示された後、境港の将

来について「クローバルサプライチェーンの中に境港を組み入れることで、
境港を継続的に利用してもらうことができるのではないか」と述べられま
した。
続いて、センコン物流株式会社 CEO 代表取締役会長兼社長 久保田晴夫
＜セミナー会場の様子＞

氏に『境港利用企業からみたロシア沿海地方におけるビジネスチャンス』と
題して、ご講演をいただきました。ロシアでのビジネスチャンスについて

「物理的に日本から近いため、商品や物資の運搬がしやすく、まだまだ発展途上なのでアイデア次第ではいろいろ
な事業を開始できる」
「人口はモスクワ等に比べ少ないので、現地で製造・加工し、日本へ輸出することに可能性
がある」と述べられました。
参加者からは「大変わかりやすく理解を深めることができた」
「実際に境港利用されている企業の貴重なお話しが
聞くことができた」などの感想が寄せられました。
セミナー後の懇親会にも多数のご参加をいただき、講師の先生方や出席者皆様との間で交流を深めました。

この度の「境港利用促進懇談会」は大阪で開催しましたが、山陰地区での開催も予定しております。
詳細が決まり次第、当会のホームページ等で情報提供いたします。
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コンテナ荷役機械 の 紹介
境港で港湾荷役などを行っている港湾運送事業者の境港海陸運送株式会社が、

このたび荷役機械を新たに購入されたということで、海運事業部 国際事業所 オペ
レーション課 蔵課長にお話を伺ってきました。

＜ストラドルキャリア＞

今回新たに設置されたのは、コンテナの移動や積み卸しを行うストラドルキャ
リアです。
「ストラドル」は「またぐ」という意味があり、ガントリークレーンで卸
したコンテナを抱え込むようにまたぎ、カニのように横移動で蔵置レーンへ進入
し、コンテナの搬出入作業を行います。ヤード内を自由に走行することができ、
機動性に富んでいるため、地方港ではストラドルキャリアによるコンテナターミ
ナル作業を行う港が多いです。機械の高さは約14メートル、運転席は地上から約
11メートルの高さにあり、コンテナ４段積に対応できるようになっています。安
全に正確に運転操作するには非常に高度な技能が必要となり、５〜６名のオペ
レーターが交代で作業にあたっています。

ストラドルキャリア以外に、リーチスタッカーも活躍しています。
リーチスタッカーは、最大荷重45トン、コンテナ５段積みが可能で、伸縮
するブームで手前から３列目までのコンテナの取り扱いができます。また、
コンテナをつかむスプレッダーが回転することで、縦や斜め方向からの
作業が可能です。主にコンテナ輸送車両への積み卸し作業や空コンテナ
の段積み保管に使用しています。この機械はマストが無いので前方視界
が非常に良く作業がしやすいです。フォークリフトの仲間と思われがち
ですが、運転操作にはショベルローダーの資格が必要となります。
現在、ストラドルキャリア２機、リーチスタッカー２機の４機体制で
作業を行っており、多い時には１日300本の本船荷役をすることもある
そうです。
お話を伺った後、荷役機械の作業現場
や荷役機械の運転席などを間近で見せて
＜リーチスタッカーと運転席＞
いただきました。普段、目にすることの
ない場面ですので、とても貴重な体験となりました。“高い所は苦手だが慣れて
いくもの。とてもやりがいのある仕事です”と実際に作業をされているオペレー
ターの春名さんからも生の声を聞くことができました。

平成２８年度 通常総会を開催しました
境港貿易振興会（会長、中村勝治境港市長）は、６月２２日（水）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２８年度通常総会を開催いたしました。
開会のあいさつで、昨年の境港は、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、乗客数更には DBS クルーズフェリーの乗客数
といずれも過去最高を更新し、記録ずくめの年であったことを報告。境港利用
促進にご尽力頂いている皆様へ、感謝の意を表しました。
続けて、境港は、中野地区国際物流ターミナルの完成を間近に控え、また、
竹内南地区の貨客船ターミナル事業が動き出すなど、港湾機能の強化が進んで
おり、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
＜総会の様子＞
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けん引していきたいと述べ、引き続きの理解と支援を呼びかけました。
会長挨拶に続き、平成 27 年度実施事業及び収支決算報告、平成 28 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。

中野地区国際物流ターミナル 供用開始
国土交通省と境港管理組合が平成24年度より整備を進めていました、外港中野地区国際物流ターミナル
（境港市昭和町）がこのほど完成し、新設されたターミナルの供用を祝う記念式典（主催：国土交通省中国地方
整備局、境港管理組合）が平成28年９月11日に現地で行われま
した。関係者約150名が出席し、テープカットやくすだま割り、
などで完成を祝いました。
今回、水深12メートル、全長240メートルの岸壁と泊地、そし
て原木や鉄くずなどのリサイクル用貨物を置く約8.5ヘクタール
の用地が整備されました。この整備により、大型原木船や木材
チップ船などの貨物船が岸壁が空くのを沖合いで待つ「沖待ち」や、
埠頭用地不足により発生している埠頭間の貨物の横持ちや混在が
＜写真提供：境港管理組合＞

解消され、港湾物流機能の向上により、境港の今後ますますの
発展が期待されます。

国際物流総合展2016 に 初出展!!
平成28年9月13日から16日まで、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された、アジア最大級の物
流・ロジスティクスに関する展示会「国際物流総合展2016」に鳥取県と共同で初出展しました。
国際物流総合展は、内外の最新物流機器・システム・サービス等のソフトとハードを一堂に結集し、交易
振興・技術の向上・情報の提供・人的交流を促進することを目的とした展示
会で、2年に1度開催されています。今回は過去最多となる450の事業所が
1850ブースを出展し、入場者数も前回（平成26年度開催）の13万人超を
はるかに上回る15万人以上の方が入場されました。
ブースでは、国際定期（コンテナ、フェリー）航路網をもつ境港を、パネ
ル展示やモニターなどで紹介し、境港利用助成制度をPRしました。接触し
た企業の方から「貿易港としての境港はよく知らなかった。航路について
知る良い機会となった」
「助成制度利用を含め、今後利用する際の判断材料
としたい」などの声が聞かれました。
今回の出展を通して、様々な企業の方と接触することができましたが、
首都圏においては、国際貿易港としての認知度の低さも実感しました。また、
境港を利用中の企業や、港湾関係者との情報交換の場としても活用するこ
とができました。多くの企業の最新技術やサービス、他港の取り組みなど、
新たな情報収集につながった４日間でした。
今後も関係機関と連携し、こうしたイベントも活用して国内外問わず、
積極的に境港のPR活動を行って参ります。

いつも境港貿易振興会のホームページをご利用いただきありがとうございます。このたび、
ホームページをリニューアルいたしましたので、お知らせいたします。
今回のリニューアルでは、より見やすく、より快適にご利用いただけるようデザインや
構成を一新いたしました。
今後とも最新情報の提供や内容の充実に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

ホームページアドレス

http://www.sakaiminato-faz.co.jp/

境港貿易振興会

検索

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

（2016 年 10 月）
高雄

【輸入】釜山から 1 日
【輸出】釜山まで 6 日

境港

【輸入】釜山から 6 日
【輸出】釜山まで 1 日

【輸入】釜山から 5 日
【輸出】釜山まで 1 日

【輸入】上海から 3 日
【輸出】上海まで 4 日

ソウル

威海
煙台

ポシェット

琿春

トロイツァ
（ザルビノ）

牡丹江

天津

長春

月

ハルピン

火

水

韓 国
高麗海運㈱

韓 国
高麗海運㈱

木

韓 国
長錦商船㈱

中 国
神原汽船㈱

〜定期航路情報〜
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綏芬河

定期船寄港日・運航船社

廈門

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

ウラジオストク

福州
寧波

【輸入】釜山から 1 日
【輸出】釜山まで 4 日
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【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
韓 国
興亜海運㈱
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㈱

★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

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

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/

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 0852-60-5105
海外54カ国73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

