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「日本海側拠点港」に３分野（国際海上コンテナ、外航クルーズ、原木）で選定されている境港の現状と将来計画の
紹介と併せて、より一層の利用を地元・出雲市と大阪市でアピールしました。

出雲会場

山陰の中海・宍道湖周辺の４市で構成される連携組織（市
長会）
に、昨年４月に新たに出雲市が加盟（中海・宍道湖・大
●開催日 平成 24 年８月 29 日（水）
●場 所 ニューウェルシティ出雲（島根県出雲市） 山圏域市長会）されたことをきっかけとして、14 年ぶりに出
●参加者 約 70 名
雲市で開催しました。
挨拶の中で中村会長（境港市長）は、出雲市加盟でより広域化した市長会の経済圏域は、工業品出荷額ベースで日
本海側では３番目になり、こうした広範な経済圏の誕生が境港の利用促進に繋がると期待を寄せる一方、圏域の発
展に境港が寄与しなければならないと、地元港湾「境港」が今後果たしていくべき役割と重要性に関しても言及しま
した。
各説明の中では、境港に就航している国際定期航路の境港船舶代理店各社からの航路サービス紹介の他、平成 24
年１月から米子市にて特殊梱包等の業務を開始されている企業から、梱包や物流サービスを紹介していただきまし
たが、参加企業からは、早速、境港利用を想定した個別相談が寄せられるなど、今後の境港の利用に繋がることが期
待されたところです。
当会では、今回のような懇談会を今後も山陰各地で継続開催していくこととしています。

大阪会場

今回は、これまで当地で
平成 24 年 10 月 30 日（火）
開催した懇談会の中では
大阪新阪急ホテル（大阪市北区） 一番多くの方の参加をい
約 140 名
ただきました。
中村会長の挨拶では、日本海側拠点港の追加選定（
「国際フェリー・
RORO」機能）に向けて取り組んでいることを紹介。今後は港湾の機能強
化を図ることにより、名実ともに「北東アジアに向けたゲートウェイ」を
目指す考えを示しました。
続いて、前回の東京会場に続いて流通科学大学の森隆行教授に、
「日本
の港湾における地方港の役割〜アジアの活力を取り込む窓口としての
日本海側港湾の役割〜」と題して講演いただきました。貿易の活発化と
それに伴う荷動きの流れが欧米からアジアにシフトしつつある現状を
踏まえ、日本海側地方港の重要度が増したものの、港の数が多すぎるた
め機能別に整備・集約していくことが最適で、
「境港」は対岸諸国に至近
であることに加え西日本の日本海側の中間地点といった地理的優位性
があることから、今後益々重要性が高まる港湾と考えられるなどと解説
いただきました。主催者としても、今後の可能性に期待を持ちつつ大変
興味深く聞かせていただいたところです。
その後の名刺交換会にも多くの方のご参加をいただき、限られた時間
ではありましたが、境港利用に対する提案や課題などを頂戴しました。
当会では、出席された皆様からいただいた御意見も参考にさせていた
だきながら、引き続き境港の利用促進活動に取り組んで参ります。
●開催日
●場 所
●参加者

＜中村会長の主催者挨拶＞

＜講演中の森教授＞

徳島と出雲の展示会へ出展
当会では、県外で開催される展示会へのブース出展を通じて境港の定期
航路を中心にした PR 活動を行っています。
３年連続の出展となった「徳島ビジネスチャレンジメッセ」は、前回に続いて
境港市・境港市観光協会との共同出展により、境港の定期航路のみならず山陰
両県の周辺観光を含めたＰＲを行いました。
瀬戸内海に面する徳島県ですが、既に境港を利用いただいている企業もある
ことに加え、これまでのブース出展をきっかけに今後の利用を検討いただける
ようになった企業もあるなど一定の成果が出ています。観光面では、境港市ゆ
かりのキャラクターの着ぐるみによる PR も来場者の注目を集めており、当地で
の境港の知名度向上に繋がっていることも実感したところです。
また、主催者からのお誘いにより「出雲産業フェア」にも初めて出展（境港管理 ＜徳島会場の様子と境港市ゆかりのキャラクター＞
組合と共同出展）させていただきました。来場者を中心に、国際フェリー航路や
クルーズ客船の寄港などの情報を含め「日本海側拠点港」に選定された境港の
姿を紹介するとともに、海外との取引のある出展企業に対しては、境港管理組
合とともに境港利用を呼びかけたところです。
当会では、今後も同様の催しに積極的に参加し境港を PR していきたいと思い
ます。
名

称

開催期間

開催場所

徳島ビジネスチャレンジメッセ 10月11日（木）〜 13日（土） アスティとくしま
出雲産業フェア

11月 2 日（金）〜 4日（日） 出雲ドーム

主催者発表来場者数
約 3 万 5 千人
約 1 万人

＜出雲会場の様子＞

ウラジオストク市を訪問しました。

＜鷲の巣展望台から臨む金角湾横断橋＞

10 月３日（水）から５日（金）にかけて、
「鳥取ブランド展 in ロシア」
（※）の開催時
期に合わせて当地を訪問しました。
同出展ブースは、期間中、終始、来場者が途絶えることのない唯一のブースで
あったこともあり、出展商品に対する来場者の関心は非常に高いと感じました。
こうした中で、多くの消費者の反応を直に確認できたことは、出展企業の方々に
とっても、今後のロシアでの展開を検討される上でも意味のあるものだったのでは
ないかと思います。
一方、ウラジオストク市内は、９月の APEC 開催を機に、会場のルースキー島
とその連絡橋や金角湾横断橋、空港ターミナル、さらに高速道路、鉄道などが整備
されましたが、今後も天然ガスプラントの建設をはじめ様々な開発計画が予定され
ており、街中は活気に溢れているようでした。また、滞在期間中には、市役所や現
地の民間企業などと意見交換を行いましたが、経済、産業、観光、文化など、あら
ゆる面で日本との交流を望む多くの声を耳にし、日本に対する関心の高さを改めて
実感したところです。
展示会や意見交換で感じた日本に対する関心の高さが、今後、境港とウラジオス
トクとを結ぶ国際フェリー航路の貨物や旅客の利用に繋がり、航路の活性化が図ら
れることを願っています。

＜鳥取ブランド展inロシアの様子＞ （※）
「第 16 回極東食品展示会 DALAGRO&FOODPRODUCTS」へのブース出展（主催：とっとり国際ビジネスセンター）

環日本海圏国際フェリー
関連ニュース
『韓国江原道特産品アンテナショップ』
が
オープンしました。
９月 21 日（金）、夢みなとタワー１階にある物産観光センターみなとまち商店街
（境港市観光協会運営）の一角に、韓国江原道の特産品を販売するアンテナショップ
がオープンしました。
環日本海圏国際フェリー航路を利用した経済交流の促進を図りたいとの韓国江原
道特産品輸出協議会からの提案に、境港市観光協会と地元輸入業者（総合貿易商社
KS トレード CO．
，LTD）が賛同され実現したもので、オープン当日には、早速、商
品をお買い求めになるお客さんで賑わっていました。
今回のアンテナショップのオープンをきっかけとして、国際フェリー航路が交流
の手段として利用され、両地域の経済交流が益々活発になることを期待しています。

＜アンテナショップ店内の様子＞

＜オープン時のテープカット＞

貿易メモ 境港の国関係官署
境港では、外国船舶の入出港や貨物の輸出入、また人の出入国など、外国との交易に必要不可欠な諸手続
きを所管される、税関（Customs）・出入国管理（Immigration）
・検疫（Quarantine）などの国の関係官署
が揃っています。
それぞれの機関の連絡先は以下のとおりです。

機

関

名

主要業務

連 絡 先

財務省神戸税関境税関支署
法務省広島入国管理局境港出張所
厚生労働省広島検疫所境出張所

輸出入貨物の通関
出入国管理
検疫

0859-42-2228
0859-47-3600
0859-42-3517

農林水産省神戸植物防疫所広島支所境港出張所
〃
動物検疫所神戸支所

植物検疫
動物検疫

0859-42-2513
078-222-8990

国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局（境庁舎）
海上保安庁境海上保安部

船舶の検査・登録
海上の保安

0859-42-2169
0859-42-2531

「くん蒸倉庫」の処理能力が向上！
輸入した農産物からある種の害虫等が見つかった場合には、くん蒸（殺虫・殺菌）処理を行う必要があり
ます。これまで境港では、20 フィートコンテナ型のくん蒸倉庫２基で対応していたところです。
港湾管理者の境港管理組合では、近年の境港における農産物輸入量の増加を受け、くん蒸処理能力の向
上を目指し施設整備を進めていましたが、先ごろ、新たに 40 フィートコンテナ型のくん蒸倉庫を増設さ
れました。
これによって、既設倉庫と合わせて３基のコンテナ型くん蒸倉庫の同時使用が可能となり、一回の処理
に要する所要時間の短縮が図られるなど、処理能力の向上と合わせて利便性も向上しました。
また、境港のくん蒸倉庫は、一昨年から「臭化メチル」と「青酸ガス」の両種のくん蒸に対応するなど、農産
物の輸入に関しても安心して御利用いただける環境を整えています。

【くん蒸倉庫概要】

規

設置場所

格

20 フィートコンテナ型
40 フィートコンテナ型

境港市昭和町92番地
（境港外港昭和南地区）

床面積

内容積 級

13 ㎡

30 ㎥

13 ㎡
27 ㎡

＊詳細は、境港管理組合（℡0859-42-3705

30 ㎥
62 ㎥

別

特A

くん蒸の種類
青酸ガス・臭化メチル

設置年月
平成 9 年 2 月
平成 24 年11 月

境港市大正町215）
までお問い合わせください。

40フィート型

20フィート型

＜くん蒸倉庫内（40フィートコンテナ型）
＞

＜くん蒸倉庫平面図＞

＜くん蒸倉庫外観＞

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

（2013 年 1 月）

ハルピン

は定期航路の寄港地です

綏芬河

牡丹江
長春
延吉

琿春

ウラジオストク

トロイツァ
ポシェット

天津新港

【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】釜山から 1 日
【輸出】釜山まで 5 日

大連

煙台・威海

【輸入】釜山から 5 日
【輸出】釜山まで 1 日

ソウル

青島

東海

連雲港

〜定期航路情報〜

釜山
光陽

【輸入】釜山から 5 日
【輸出】釜山まで 1 日

境港

【韓国（中国）航路】週 1 便
・高麗海運株式会社

上海

【輸入】上海から 3 日
【輸出】上海まで 11 日

【輸入】釜山から 1 日
【輸出】釜山まで 3 日

定期船寄港日
福州

日

月

火

水

木

中国
韓国

金

韓国

土

韓国 韓国（中国）
環日本海 環日本海
（入港） （出港）

★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。

廈門

【中国航路】週 1 便
・神原汽船株式会社

【韓国航路】週 3 便
・高麗海運株式会社
・興亜海運株式会社
・長錦商船株式会社
【環日本海圏国際フェリー
航路】週 1 便
・DBSクルーズフェリー
株式会社

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問合せ先
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

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

