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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 24 日（月）
、
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 25 年度通常総会を開催いたしました。
冒頭、中村会長は挨拶の中で「『竹内南地区貨客船ターミナル整
備事業』が国の先導的官民連携支援事業の調査対象に採択され、
国際旅客ターミナル建設に大きく前進した。既に事業化されてい
る『外港中野地区国際物流ターミナル整備事業』とともに官民一
体で取り組んだ成果であり、感謝申し上げる。」加えて「昨年４月
出雲市で 14 年ぶりに境港利用促進懇談会を開催し、周辺企業の
方々に境港を紹介することができた。引き続き、関係機関と連
携を深めながら利用促進活動を精力的に行い、圏域の発展に努め
たい。」と述べました。

＜総会の様子＞

続いて、平成 24 年度の事業報告及び収支決算報告、平成 25 年度の事業計画及び収支予算、役員の選任について議
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、港湾・境港を多くの企業の皆様に知っていただくことを目的として、毎年、境港利用促進懇談
会を開催しています。今年度は、東京で開催いたしますので、皆様にご案内いたします。

●開催日時 平成 25 年８月 29 日（木） 16：00〜19：00
●場

所 ホテルグランドパレス

（東京都千代田区飯田橋 1-1-1）

内

演
講

2階

ダイヤモンドルーム

容

題 「海運と鉄道による一貫輸送」
〜境港と２つのランドブリッジ〜
師 明治大学 商学部専任講師 町田 一兵 氏

※講演後、参加者懇談会（立食形式）を予定しております。
詳細・参加申込みにつきましては、振興会のホームページ
（http://www.sakaiminato-faz.co.jp/）に
掲載していますのでご参照ください。皆様のご出席をお待ちしております。

新たなコンテナ船が
初寄港しました
境港と上海を結ぶ定期コンテナ航路（運航船社：神原汽船株式会社）に、環境にやさしいエコシップ
である新造コンテナ船２隻が投入され５月27日（月）、６月３日（月）に境港へ初寄港しました。
５月27日（月）の寄港時には、船内で初寄港の記念プレートを贈呈しました。
当日は、当会の小倉専務理事（境港管理組合事務局
長）が「新造船が投入され積載本数も増えたことから、
これまで以上に貨物を集められるよう努めたい」と挨
拶。それを受け、ワンビン船長より「安全運航を心が
け、境港の発展のために一緒になってがんばりたい」と
のコメントをいただきました。その後、花束を贈呈し、
初寄港を祝いました。

＜記念プレート贈呈＞

なお、中国航路のスケジュールに変更はありません。
境港にはこれまでと同様に、毎週月曜日に寄港いたし
ます。

〜新造コンテナ船の諸元〜
船

名

総トン数
船

籍

積載能力

ベガスカイ
アルタイルスカイ
【VEGA SKY】 【ALTAIR SKY】
9,996 トン

11,700 トン

パナマ

パナマ

1,020TEU

1,020TEU

＜荷役中のVEGA SKY＞

境港竹内南地区のみなと機能のあり方と
賑わいづくり方策を官民で検討
６月４日、国土交通省所管の「先導的官民連携支援事業」の調査対象に、境港管理組合が応募した境
港竹内南地区貨客船ターミナル整備事業を中心としたみなと機能のあり方や賑わいづくり方策を検討す
る『境港におけるみなとを核とした官民連携事業』が
採択されました。2013年度中に具体的な整備構想を
策定し、早ければ、2015年度にも整備着手できるよ
う官民が一体となって取り組んでいきます。
現在、境港には貨客船専用の岸壁がなく、原木等の
貨物を扱う岸壁を共用しているため、近年増加してい
るクルーズ客船の寄港時の課題として、景観面や下船
時の二次交通の改善が求められていました。
今回、調査対象となったことにより貨客船ターミナ
ル整備の早期実現に向けた期待が高まっています。
＜境港竹内南地区：境港管理組合提供＞

PL保険（製造物賠償責任保険）
貿易メモ について
PL 保険（PL：Product Liability）とは、一般に製品の製造業者または販売業者がその製品の使用や
消費によって生ずる生命、身体の被害あるいは財産上の損害について負担する賠償責任保険の事です。
輸出入を行う際にも、同様の責任を負う事となります。

〜輸入に関するPL責任〜
PL 法（製造物責任法）では、製造物を業として輸入した者が、製造物責任を負わな
ければならないと明記しています。実際の製造業者ではないが、自ら製造業者とし
て、氏名、商号、商標などを表示した場合も責任を問われる事になります。

1 PL 法への対応

輸入契約を締結するに際し、製品の欠陥により輸入業者が損害賠償請求を受けた場合の対応と
して、海外メーカーに求償出来る旨の条項を盛り込む事が望ましいです。また、海外のメーカーの
賠償資力を確保するために、輸入業者の被る損害賠償金や弁護士費用等を担保する事が出来る
PL 保険を海外のメーカーに手配させ、保険証券の写しを確実に入手する事も大切です（輸入契約
において PL 保険への加入を義務付けておくと良いです）
。また、輸入業者自身のリスク回避の
ため、まず自身で PL 保険をかけておく等の適切な対応が必要となります。

2 PL 保険への加入

国内の PL 保険は損害保険各社が引き受けているので、
詳しくは損害保険会社と相談して下さい。
また、中小事業者等への普及手段の１つとして、日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小
企業団体中央会が窓口になる団体契約の利用として、
「中小企業者向け生産物賠償責任保険（中小
企業者向け PL 保険）」が運用されています（上記の３団体又は損害保険会社に問い合わせして下
さい）。

〜輸出に関する製造物責任（海外PL）
〜
海外で発生した対人・対物事故について、輸出者が法律上の賠償責任を問われる事があります。
その際、損害賠償金や弁護士費用が輸出者にとって大きな負担になる場合があります。

1 海外 PL への対応
輸出契約を締結する際、製品の欠陥により輸入業者が受けたその損害賠償を輸出者側に求償され
ないよう、海外 PL を求償出来ない（輸入者が処理する）
旨の条項を盛り込むことが望ましいです。
しかし、輸入国の法令によってはそれでは輸出者の責任を回避出来ない場合があります。
そのた
めに、海外 PL 保険に加入しておくことも重要です。

2 海外 PL 保険への加入
海外 PL 保険は損害保険各社で引き受けていますが、商工会議所や一部の業界団体
でも加入窓口となっています。海外 PL 対応、特に訴訟への対応には現地の法
律、慣習、言語に精通している必要があるため、それらへの対応や手続きまで、
引き受けてもらえるものであることが望ましいです。
（出典：ジェトロ貿易ハンドブック）
（協力：とっとり国際ビジネスセンター）

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
【輸入】釜山から 5 日
【輸出】釜山まで 1 日

【輸入】釜山から 1 日
【輸出】釜山まで 5 日

威海
煙台

ポシェット
トロイツァ
（ザルビノ）

牡丹江

ハルピン

火

水

中 国
神原汽船㈱

木

韓 国
長錦商船㈱

韓 国
高麗海運㈱

【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

月

青島

大連

綏芬河

日

廈門

【輸入】上海から 3 日
【輸出】上海まで 11 日

ソウル

定期船寄港日・運航船社

福州

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

琿春

台北

寧波

【輸入】釜山から 1 日
【輸出】釜山まで 4 日

ウラジオストク

高雄

【輸入】釜山から 5 日
【輸出】釜山まで 1 日

境港

ボストーチヌイ
ナホトカ

（2013 年 8 月）

金

土

韓 国
興亜海運㈱

韓 国
高麗海運㈱

環日本海（入港） 環日本海（出港）
DBSクルーズフェリー㈱ 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。

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 0859-42-2126 FAX 0859-47-0088
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55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

