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ご意見・ご感想や広告掲載に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

住所 ： 〒595-0055 泉大津市なぎさ町６-１ 堺泉北港ポートサービスセンタービル10階
TEL.0725-21-7203   FAX.0725-21-7259  E-mail :o-kyoukai@circus.ocn.ne.jp
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大阪府営港湾セミナーin大阪 開催
大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ

　大阪府港湾局では、大阪府港湾協会、堺泉北港港湾振興連絡協議会及び
阪南港港湾振興連絡協議会と共に、大阪において大阪府営港湾セミナーを開催
しました。
　今回のセミナーでは、府営港湾の知名度向上と、より一層の利用促進を図るた
め、船会社、代理店、物流関係企業、港湾運送事業者や荷主企業等を対象に、
府営港湾のＰＲや防災対策の紹介を行いました。また、消費税増税後の日本経済
の見通し及び課題等について、エリーパワー株式会社取締役常務執行役員の辛
坊正記氏からご講演をいただきました。

開  催  日　　平成２６年２月７日(金) 
開催場所　　ホテル大阪ベイタワー「ベイタワーホール」
参加人数　　１９１名
内　　容
　○開会の挨拶　　　　　　　　　　　大阪府港湾局長 井上 博睦
　○「大阪府営港湾の概要について」 大阪府港湾局 次長 河野 敬太郎
　○「府営港湾の防災対策について」 大阪府港湾局 総務企画課 危機管理グループ 主査 原田 雄造
　○講演「日本経済の現状と課題」 　　 エリーパワー株式会社 取締役常務執行役員 辛坊 正記 氏

主催 ： 大阪府港湾局、大阪府港湾協会、堺泉北港港湾振興連絡協議会、阪南港港湾振興連絡協議会
協力 ： 大王海運株式会社、八興運輸株式会社、阪九フェリー株式会社、堺泉北埠頭株式会社

社団法人から事業協同組合へ 大阪府タグ事業協同組合

　弊組合は、中小企業等協同組合法に基づく法人として、昨年4月から事業活動
を開始し、2年目を迎えました。
　前身は、社団法人大阪府タグ事業協会（公益法人）で、昭和46年から堺泉北
港をはじめ大阪府営港湾の発展とともに歩んでまいりました。このたびの国の抜本
的な公益法人制度改革に伴い、従来の組織形態では事業活動を継続できない
ため、同協会の構成員であったひき船事業者8社により、大阪府知事の認可を得
て発足いたしました。
　民間事業者で構成されますことから、業務の安全確保に十分努めつつ、より民
間の視点に立ってサービスの向上を図ってまいります。
　また堺泉北港は、ＬＮＧ・ＬＰＧ・原油等の輸入拠点として、近畿のエネルギー供
給の大半を支えるとともに、隣接の阪南港とともに国民生活に不可欠な物資の海
上輸送を担っています。このようなことから、万が一、船舶の海上火災が発生した
場合の初期消火活動や30年以内の発生確率が70％といわれる南海トラフ地震が
起きた場合の大阪湾港湾機能継続（ＢＣＰ）計画への協力等、大阪府営港湾の円滑な機能保持への貢献に努めてまいります。
　大阪府港湾協会会員の皆様方におかれましては、前協会同様、弊組合へのご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。

会場内の様子

井上港湾局長

会場内の様子

井上港湾局長
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国際コンテナ貨物拡大助成事業補助金申請随時受付中

■補助事業の仕組み
補助対象事業者
補 助 対 象 期 間
交 付 の 決 定
補 助 事 業 者
補助申請受付期間

国際コンテナ貨物拡大助成事業

堺泉北港港湾振興連絡協議会

　堺泉北港港湾振興連絡協議会では、国際コンテナ貨物拡大助成事業補助金の申請を受付けております。
　この事業は、平成23年度から継続して実施している補助制度で、堺泉北港内航フィーダーコンテナ航路、もしくはコンテナ航路を新規
で利用する国際コンテナ貨物の荷主に対して補助するものです。
　補助事業の概要は下記のとおりです。

堺泉北港→（輸出）上海・青島コンテナ航路の運航スケジュールや料金の詳細は…
山九株式会社泉北支店 業務グループ 船舶代理店係
ＴＥＬ.０７２５－２２－９０３９  ＷＥＢ：http://www.sankyu.co.jp/index.html

堺泉北港⇔神戸港内航コンテナフィーダー航路の運航スケジュールや料金の詳細は…
オリエント オーバーシーズ コンテナ ライン リミテッド 日本支社 大阪支店 アジア部
 ＴＥＬ.０６－６２６６－6032 ＷＥＢ：http://www.oocl.com/japan/jpn/

補助金、申請手続き等の詳細は…
堺泉北港港湾振興連絡協議会事務局（大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ内） まで
ＴＥＬ.０７２５－２１－７２０３ ＷＥＢ：http://www.osakaprefports.jp/

■補助金＝ １本／3,000円 但し、補助の合計が50万円を超えるときは50万円を上限とする

■補助金の対象となる事業
①海上モーダルシフト（陸上輸送から海上輸送への転換）

②陸上輸送距離短縮（利用港を国内他港から堺泉北港に変更）

国内他港 外国

阪神港堺泉北港 外国

転換

国内他港 外国
輸送距離短縮

堺泉北港 上海・青島航路を利用

内航フィーダ航路

補助対象区間3,000円／コンテナ

補助対象区間3,000円／コンテナ

　国際海上輸送(輸出)に供するコンテナ貨物の
陸上輸送において、堺泉北港に寄港する外航コン
テナ航路を利用することによって陸上輸送距離を
短縮しようとする事業

　コンテナ貨物の国際海上輸送にあたって、
堺泉北港に寄港する内航フィーダー航路を
利用する海上輸送事業

コンテナ

＝ 
＝
＝ 
＝
＝

法人たる荷主企業（他者から依頼を受けてコンテナ貨物を輸送することを業とする者は除く）
毎年4月1日以降で、事業開始日から翌年2月28日まで
協議会が申請内容を審査（予算の範囲内で事業計画書のコンテナ個数の多いものから順に決定）
毎月、［船荷証券］など堺泉北港での揚げ積みを確認できる書類を添付、翌月10日までに報告
平成27年1月30日まで



第4回 関空一周ヨットレース開催
　平成２６年５月４日（日）に第４回関空一周ヨットレースを開催しました。
　このレースは、４年前より泉州、泉南地域の振興と活性化のために行われており、地元、新関西国際空港㈱や大阪府漁業協
同組合など多くの組織の方々のご協力のもとに運営されております。
　泉南の山並み、関西国際空港へ離発着する飛行機を見上げながら、関西国際空港を一周する日本国内唯一のユニークな
ヨットレースで、このユニークさが、多くのヨットマンの賛同を得て、三重県、和歌山県、山口県、広島県、岡山県、兵庫県、愛媛県、
香川県、徳島県から多くの方に参加して頂き、大いに盛り上がりました。
　レース当日は、風薫る快晴のもと、北北東の風、４ｍ／秒の軽風が吹く中、午前８時５分に９１隻のヨットが、淡輪ヨットハーバー
沖のスタートラインから第１マークのあるりんくうタウン沖へ向けてスタートしました。
　岬町から泉佐野のりんくうタウンまで、泉南の海岸線沿いにヨットが走り、第１マークを回り、関空連絡橋の下をくぐり抜けヨット
が帆走する様は、ダイナミックでスリリングな光景でした。トップのヨットが、午前１１時４３分０５秒に淡輪ヨットハーバー沖のフィニッ
シュラインを横切りゴールすると、次 と々後続艇がフィニッシュしました。
　第１回関空一周ヨットレースでは、６９隻が参加、今年は９１隻の参加となり、来年の第５回のレースには、１００隻を超えるヨット
が集まることを期待しております。
　また、淡輪ヨットハーバーでは、５月２５日(日)に一般公募によるヨット・モーターボート体験試乗会を開催し、泉州地域、大阪府内
から１３８名の応募の中、多くの老若男女の方がヨットでのセーリング、ボーティングを楽しみ、大阪湾の素晴らしさを満喫されてい
ました。
　そして、８月２日(土)、３日(日)には、マリンフェスティバルを予定しており、８月２日の前夜祭には、地元岬町の皆様をご招待して、
小規模ではありますが午後５時より、野外コンサートと花火大会を開催いたします。（※ご来場の際は、駐車場がございませんの
で、公共交通機関をご利用願います。）
　お蔭様で、今年で淡輪ヨットハーバー(一般財団法人大阪府マリーナ協会)は、３０周年を迎えます。今後も地元泉州地域に愛
されるヨットハーバーを目指してまいります。

関空一周ヨットレース実行委員会

体験試乗会体験試乗会



海岸局「さかいポートラジオ」のご紹介 ～「港の今」を発信します～
大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ

●「さかいポートラジオ」とは？
　船舶は、海上の天候や潮流の影響や、荷役の段取り等のため、入港が予定通りにいかないことがしばしば起こります。またさま
ざまな船舶の入出港が重なり、混雑する時間帯もあります。そのため、港湾関係者にとって船舶動静の現状把握は必要不可欠
であり、この情報提供の業務を行っているのが「ポートラジオ」です。全国に32局あるポートラジオの内、堺泉北港及び阪南港、関
空（泉州港）を利用する船舶を通信対象としているのが「さかいポートラジオ」です。

●業務内容
　さかいポートラジオは、国際ＶＨＦ（呼出・応答CH16）を使い船舶との港務通信を
行っています。移動時間・岸壁名・水先人乗船時間・タグ名などの手配状況、海上保
安庁港内交通管制室との連絡の上での信号状況などを提供します。内航船との通
信では日本語を、外航船との通信では英語を使用します。
　近年、内航船へのＡＩＳ搭載が進んだことから、外航船が内航船を直接呼び出す機
会が増えており、船側の要請で、その中継を行うこともあります。
　平成21年7月にさかいポートラジオとして開局した当初は、外航船および内航定期
船との通信がメインでしたが、今では500ＧＴ以上の船舶ほぼ全てと通信を行っています。また近頃は、500ＧＴ未満の船舶との
通信も非常に増えており、情報集約に力を入れています。特に船が動く時間帯に付近の泊地・岸壁に出入りする他船情報の提
供には力を入れています。

●大阪湾内の各ポートラジオ局について
　情報収集・情報発信に使用するVHF無線機器は、大阪湾内の各ポートラジオ局と
共有しています。大阪湾内には、大阪港事務所にて運用されているさかいポートラジ
オ・おおさかポートラジオ、神戸港事務所にて運用されているこうべポートラジオ・あまがさ
きポートラジオがあります。　
　受信機は、大阪府咲洲庁舎（大阪港事務所）屋上に、送信機は、神戸港ポートアイ
ランドの神戸キメックセンタービル（神戸港事務所）屋上にそれぞれ設置されています。故障時などの緊急時には、両事務所ごと
の単独運用が可能となっています。また、さかいポートラジオの通信煩忙時には神戸港事務所オペレーターが代わって通信を行う
こともあります。

●情報収集のために
　必要な情報を収集するために、前述のＶＨＦ無線機器、ＡＩＳやレーダーなどを用いるだけではなく、さかいポートラジオがある大阪
府咲洲庁舎44階からは、大阪港から岸和田方面まで広く遠望できることから、目視による確認も行っています。また港内の状況
把握については、堺（大浜埠頭上屋）と泉大津（きららセンタービル）に設置した監視カメラにより確認をしています。
　発信する情報は、多様化・増加の傾向にある中、近年では従来では想定していなかったようなシチュエーション（火災など緊急
時）の通信を行うようになり、そのような場面に対応するべく社内教育や訓練に取り組んでおります。また出港予定などが当初の
時間から早まったり、遅れたりした場合、その変更情報をつかむことが難しく、業務上の課題となっています。

●今後も「さかいポートラジオ」をよろしくお願いします
　さかいポートラジオでは、時代の流れに即した情報を提供するために、船舶の皆さまとの意見交換を行う機会を定期的に設け
ております。また外航・内航船を問わず、『船側の視点』を知る機会を得るために、船社や代理店の方 を々通じて訪船などを実施
しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
　また、大阪府咲洲庁舎44階の東洋信号通信社にお越しいただければ、業務風景を直接ご覧いただけます。
　皆様のお越しをお待ちしております。

お問い合わせ先 ： 株式会社東洋信号通信社　（大阪市住之江区南港北１丁目14番16号） TEL:０６-６６１５-７０７１

業務風景業務風景

大阪府咲州庁舎
（旧WTC）

神戸キメックセンタービル

高速通信回線

送信受信

さかい
おおさか

こうべ
あまがさき

大阪湾内ポートラジオ局運用イメージ図

※

※AIS・・・「船舶自動識別装置」
　　　　船名、呼出符号、位置、針路、目的地などの情報を船側から発信する機械



第11回共生の森植樹祭の開催
　大阪府では、港湾局と環境農林水産部みどり・都市環境室、循環型社会推進室が一体となって、堺第７-３区（堺市西区築
港新町）において森づくりを進めており、府民の方、企業、ＮＰＯ法人などが力を合わせ、これまでに多くの苗木を植えてきました。
　平成２６年３月１日㈯に第１１回共生の森植樹祭を開催し、府民の方、企業団体の方５１６名が参加され、植栽規模５，０００㎡、
１，１１０本の苗木を植えました。１１回の植樹祭で植栽した面積は約６万㎡、苗木の本数は約２万２千本となりました。
　今後は、苗木が大きく育つよう植樹１～３年目の苗木を中心に、苗木のまわりの雑草を刈り、苗木に日が当たるよう草刈活動
を行うことが重要となります。
　今年の夏頃には、草刈イベントを実施する予定ですので、皆様の参加をお待ちしています。
〔企業による森づくり連絡調整会事務局（港湾局計画グループ0725-21-7353）〕

住友ゴム工業㈱による植樹活動、雑草防止作業の実施 （写真①～⑥）
　植樹祭が開催された３月１日、共生の森で活動をされている住友ゴム工業㈱によるＮ山の区画（約１,０００㎡）での植樹活動も
行われました。住友ゴム工業㈱の社員やＯＢ、家族の方 １々２３名がどんぐり苗２,７２０本を植えられました。
　植樹活動終了後、苗木の生長を守るため、雑草防止のシート貼り作業も行われました。

堺第7-3区共生の森づくり活動報告 大阪府港湾局計画調整課計画グループ

植樹作業

参加者全員で記念撮影

②植樹風景 ③どんぐりの苗木

④防草シート貼り ⑤みなさんで記念撮影 ⑥ＣＳＲ推進室長による表彰

うどんの振る舞いです 植樹後の様子

①社長のご挨拶

植樹作業

参加者全員で記念撮影

②植樹風景 ③どんぐりの苗木

④防草シート貼り ⑥ＣＳＲ推進室長による表彰

うどんの振る舞いです 植樹後の様子

①社長のご挨拶

⑤みなさんで記念撮影



海の月間実施計画決まる 大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ

　海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日として、平成８年から｢海の日｣が祝日となり、平成１
３年６月の｢国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律｣の成立により、平成１５年から｢海の日｣は７月
の第３月曜日となり、三連休化されました。
　これを契機として、国土交通省をはじめとした政府関係機関で構成する「海の日」広報推進連絡会議にお
いて、７月を｢海の月間｣と定め、国民各層に｢海の日｣の意義を広めるなど、海事思想の普及のための活動を
実施しています。
　この期間を中心に、全国各地で各種行事が実施されますが、ここにご紹介するのは、大阪府営港湾周辺
で開催される、当日参加が可能なイベントです。海の月間の趣旨をご理解いただき、皆様お誘い併せの上、是
非ご参加ください。

イベント名

第62回岸和田港まつり花火大会

第51回全国中学生「海の絵画コンクール」

第３6回「海の写真コンクール」

実施日時

7月26日㈯※荒天中止

7月11日㈮～8月10日㈰

①7月11日㈮～8月10日㈰

②10月15日㈬～11月30日㈰

実施場所

阪南1区岸壁

海遊館エントランスビル

①海遊館エントランスビル

②住之江・びわこボートレース場
　及び梅田・京都やわたボートピア

問合せ先

岸和田港振興協会 072-423-9618

公益社団法人 近畿海事広報協会 06-6573-6387

公益社団法人 近畿海事広報協会 06-6573-6387

「第５4回親と子の写生会」で
　　　　　大阪府港湾協会賞贈呈 大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ

　平成２６年５月１７日（土）泉大津市内の幼稚園から中学校の先生で構成された、泉大津美育研究会及び泉大津市文化連
盟主催のもと、「第５４回親と子の写生会～わたしたちのまち　泉大津の港をかこう！～」が開催されました。

　当日は、天気にも恵まれ、たくさんの親子が参加されました。参加者
は、思い思いに泉大津の港を写生し、１６６点もの作品が集まり、その
数多くの作品から２３点が特別賞として選ばれました。
　受賞された作品はどれも表現力がとても豊かで、心を打たれるよう
な作品ばかりでした。
　また、６月６日（金）～６月１１日（水）の期間、泉大津ＣＩＴＹアルザア
トリウム２階において展覧会が開催され、特別賞受賞作品をはじめ、
参加者の作品が展示されました。
　大阪府港湾協会賞としては、旭小学校1年生　髙瀬　悠真さん
の作品が選ばれ、賞状とトロフィーが贈呈されました。
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堺泉北港地元港湾振興会合同研修会開催

ビジネスＥメールライティング

ビジネス英会話

平成２６年１月２３日(木)

平成２６年１月２４日(金)

受講者：１８名

受講者：１５名

ビジネス英語講座開催 堺泉北港港湾振興連絡協議会・阪南港港湾振興連絡協議会

　堺泉北港港湾振興連絡協議会と阪南港港湾振興連絡協議会では、港湾関
連企業及び団体を対象に、平成２６年１月２３日㈭及び２４日㈮の２日間にわたり、
ビジネス英語講座を開催しました。
　１日目の「ビジネスＥメールライティング」では、受講者が実際にＥメールを書き、
メッセージを的確に伝えるための表現方法を学びました。続いて２日目の「ビジネス
英会話」では、英語での電話応対、来客応対から、会議で簡単な意見交換をす
るスキルを学びました。
　なお、本講座では、グループワークや個別指導を適宜行う等、受講者が短時間
で効率的にスキルを伸ばすことができるよう、講師から様々な配慮がなされました。

　◇講　　師 ： 株式会社イー・グローブ 代表取締役社長 島村 東世子 氏
　◇会　　場 ： 堺泉北港ポートサービスセンタービル２階 きららホール
　◇開催時間 ： １０:００～１６:００

　堺泉北港の背後市である堺、泉大津、高石の三港湾振興会
の合同研修会を、平成２６年１月３０日（木）に、ベイサイドパーク迎
賓館で開催いたしました。
　今回の研修会は、大阪学院大学企業情報学部 教授 國定
浩一様に「どうなる今年の経済」についてご講演いただきました。
　内容は、国の相互に補強し合う関係にある「三本の矢」を一
体的に推進することにより、マクロ経済の姿及び実現について、
具体的にかつわかりやすく解説していただき、これからの見通し
について説明をしていただきました。
　また、熱狂的な阪神ファンであることから、阪神タイガースのロゴ
をあしらったスーツやネクタイの「お披露目」など話題豊富な先生
の講演に参加者（８３名）は、國定ワールドに引き込まれました。
　今回で、１６回目となる三港湾振興会合同研修会を今後とも、
会員・企業の皆様方に情報を提供するため、有意義な研修会を
実施してまいります。

高石港湾振興会
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　１日目の「ビジネスＥメールライティング」では、受講者が実際にＥメールを書き、
メッセージを的確に伝えるための表現方法を学びました。続いて２日目の「ビジネス
英会話」では、英語での電話応対、来客応対から、会議で簡単な意見交換をす
るスキルを学びました。
　なお、本講座では、グループワークや個別指導を適宜行う等、受講者が短時間
で効率的にスキルを伸ばすことができるよう、講師から様々な配慮がなされました。

　◇講　　師 ： 株式会社イー・グローブ 代表取締役社長 島村 東世子 氏
　◇会　　場 ： 堺泉北港ポートサービスセンタービル２階 きららホール
　◇開催時間 ： １０:００～１６:００

　堺泉北港の背後市である堺、泉大津、高石の三港湾振興会
の合同研修会を、平成２６年１月３０日（木）に、ベイサイドパーク迎
賓館で開催いたしました。
　今回の研修会は、大阪学院大学企業情報学部 教授 國定
浩一様に「どうなる今年の経済」についてご講演いただきました。
　内容は、国の相互に補強し合う関係にある「三本の矢」を一
体的に推進することにより、マクロ経済の姿及び実現について、
具体的にかつわかりやすく解説していただき、これからの見通し
について説明をしていただきました。
　また、熱狂的な阪神ファンであることから、阪神タイガースのロゴ
をあしらったスーツやネクタイの「お披露目」など話題豊富な先生
の講演に参加者（８３名）は、國定ワールドに引き込まれました。
　今回で、１６回目となる三港湾振興会合同研修会を今後とも、
会員・企業の皆様方に情報を提供するため、有意義な研修会を
実施してまいります。

高石港湾振興会



●府営港湾全体
　大阪府が管理する８港湾のうち、港湾統計の対象である堺泉北・阪南・深日・尾崎・泉州・泉佐野港の６港湾の港勢（平成２５
年１月～１２月）をとりまとめました。
　入港船舶数は、外航船が2,261隻、内航船が46,460隻で、合計48,721隻となっています。 
　取扱貨物量は、外貿が約3,007万トン、内貿が約4,532万トンで、合計約7,539万トンとなっています。

●堺泉北港
◎全  体
　入港船舶数は、外航船が2,192隻、内航船が30,094隻で、合計32,286隻です。 
　取扱貨物量は外貿が約2,980万トン、内貿が約4,199万トンで、合計約7,179万トンです。
　主要品種は、原油、完成自動車（フェリー含む）、LNG（液化天然ガス）、石油製品、鋼材となっています。
◎公  共 
　主要品種は、外貿の輸出では完成自動車、鋼材、金属くずで、輸入が鋼材、木製品、砂利・砂です。内貿の移出では、完成自
動車（フェリー含む）、その他輸送用車両、鋼材で、移入は、完成自動車（フェリー含む）、砂利・砂、鋼材です。
　泉大津～新門司間のフェリーの乗降人員は、乗込が約8万6千人、上陸が約9万6千人で、合計約18万2千人が利用しています。

堺泉北港(全体）  取扱品種上位ランキング（外貿）

順 位
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堺泉北港(全体）    取扱品種上位ランキング（内貿）
移　　出 移　　入
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●入港船舶（府営港湾全体） ●海上出入貨物（府営港湾全体）

●入港船舶（堺泉北港） ●海上出入貨物（堺泉北港）
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平成25年 大阪府営港湾の港勢（堺泉北・阪南・深日・尾崎・泉州・泉佐野港）
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●阪南港
　　入港船舶数は、外航船が69隻、内航船が6,750隻で、合計6,819隻です。
　　取扱貨物量は、外貿が約26万トン、内貿が約205万トンで、合計約231万トンです。
　　主要品種は、外貿が木材チップ、原木、非金属鉱物で、内貿が砂利・砂、廃土砂、石油製品です。

阪南港  取扱品種上位ランキング（外貿）                         　　　　　　　　　　 

１
２ (1)
３

順　位
輸　　　出 輸　　　入
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阪南港  取扱品種上位ランキング（内貿） 
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泉州港 客船乗降人員（人） 

●深日港
　　入港船舶数は54隻、総トン数は23,790トン、取扱貨物量は29,410トンでした。
●尾崎港・泉州港・泉佐野港
　尾崎港
　　入港船舶数は3,015隻、総トン数は24,120トン、取扱貨物量は104トン（水産品）でした。
　泉州港
　　入港船舶数は6,525隻、全て内航船です。客船がほとんどで、6,269隻と全体の96％を占めています。
　　乗降人員は下表のとおりです。取扱貨物量は126万トン（石油製品）でした。

　泉佐野港
　　平成１０年から淡路島（津名）との間に就航していたフェリーは、平成１９年２月より休航になりました。
　　入港船舶数は22隻、総トン数は2,614トン、取扱貨物量は0トンでした。

航　路

関空 ～ 神戸

乗込

176,660

上陸

189,878

合　計

366,538

合　計

379,807

乗込

185,560

上陸

194,247

平成２4年 平成25年

※関空～洲本航路は平成19年４月より休航になりました。

●入港船舶（阪南港） ●海上出入貨物（阪南港）

大阪府港湾局経営振興課施設運営グループ
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●平成25年港別入港船舶及び海上出入貨物状況

平成25年 大阪府営港湾の港勢（堺泉北・阪南・深日・尾崎・泉州・泉佐野港）



大阪府営港湾国際経済セミナー開催
　平成２６年３月１１日㈫、堺国際ビジネス推進協議会との共催により、府営港湾関連企業や府営港湾進出団体の方を対象とし
た｢大阪府営港湾国際経済セミナー２０１４｣を開催しました。
　本セミナーでは、ベトナムに焦点をあて、現在の経済・物流事情や投資環境について独立行政法人 日本貿易振興機構 海外
調査部　主任調査研究員　守部　裕行氏より説明していただいた後、進出までの道のりや現地の状況について、実際にベト
ナムに進出しておられるフジ矢株式会社　代表取締役　野﨑　恭伸氏より講演を行っていただきました。
　参加者の方々からは、データの説明と現状の説明がいずれもリアルで面白かったなどの御感想をいただきました。

大阪府港湾協会では昨年度より、港湾人材育成セミナーを開催しております。
このセミナーでは、港湾に関する専門知識を習得していただくことを目的に協会の会員を対象に実施しています。

●「実務者に必要な国内物流と国際物流の知識」
　日　時　平成２５年２月１３日（木）・１４日（金）　
　　　　　９:３０～１６:３０
　会　場　堺泉北港ポートサービスセンタービル２階
　　　　　（２０１、２０２会議室）
　講　師　港湾職業能力開発短期大学校神戸校　
　　　　　塙　淨子　氏
　参加者　７名（１日目）、６名（２日目）

●「サプライチェーンの設計と管理・運用技法」
　日　時　平成２６年６月４日（水）・５日（木）　
　　　　　９：３０～１６：３０
　会　場　堺泉北港ポートサービスセンタービル２階
　　　　　（２０１、２０２会議室）
　講　師　港湾職業能力開発短期大学校神戸校　
　　　　　藤井　正明　氏
　参加者　５名（両日とも）

大阪府港湾協会

大阪府港湾協会港湾人材育成セミナー開催

会場の様子 守部 裕行 氏 野﨑 恭伸 氏会場の様子 守部 裕行 氏 野﨑 恭伸 氏

開 催 日
開催場所
参加人数
内 容

平成２６年３月１１日（火）
ホテル・アゴーラ リージェンシー堺
４８名
主催者挨拶　　　　　　　　　  大阪府港湾協会会長 金盛 弥
講演「ベトナムの最新経済事情」　 独立行政法人 日本貿易振興機構 海外調査部 主任調査研究員 守部 裕行 氏
「フジ矢のベトナム進出について」　フジ矢株式会社 代表取締役 野﨑 恭伸 氏

サプライチェーンの設計と管理・運用技法

塙　淨子　氏

藤井　正明　氏
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大阪府港湾協会では昨年度より、港湾人材育成セミナーを開催しております。
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　会　場　堺泉北港ポートサービスセンタービル２階
　　　　　（２０１、２０２会議室）
　講　師　港湾職業能力開発短期大学校神戸校　
　　　　　塙　淨子　氏
　参加者　７名（１日目）、６名（２日目）
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大阪府営港湾新人研修会開催

ようこそ大阪府営港湾へ ～初入港のご紹介～
　大阪府港湾局では、府営港湾に初めて入港する船舶に対し、大阪府港湾協会や地元市港湾振興会と協力して、初入港記
念楯及び地元市からの記念品の贈呈を行っています。

堺泉北港港湾振興連絡協議会・阪南港港湾振興連絡協議会

大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ

ＧＬＯＶＩＳ ＳＵＭＭＩＴ (64,456総トン）
処女航海の初寄港先が堺泉北港となりました
平成２６年５月１５日㈭
堺泉北港助松埠頭助松第９号岸壁
貨物船（自動車運搬船）

CHOI BYEONG GYU船長 渡部港湾局次長CHOI BYEONG GYU船長 渡部港湾局次長

　府営港湾を利用されている企業や各種団体の新入職員や他
地域から転入して来られた方々を対象に、大阪府営港湾新人研
修会を開催しました。
　研修会では、府営港湾について理解を深めていただき、日常の
業務に役立てていただくことを目的として、大阪府港湾局の職員が
府営港湾の現況や事業、危機管理体制、災害対策の取り組みや
災害発生時の対応について説明しました。また、今回、㈱東洋信
号通信社から船舶が入出港する際に必要な情報を無線で提供す
る港務通信（ポートラジオ）についての説明をしていただきました。
　参加された方からは、「講義の内容がよく理解できた」「港湾に
ついて詳しく知ることができた」などのご意見をいただきました。今後
も充実した研修会を開催して参ります。

実施日 平成２６年５月２９日㈭
場　所 堺泉北港ポートサービスセンタービル２Ｆ きららホール
参加者 ２６名
主　催 堺泉北港港湾振興連絡協議会（大阪府、堺市、高石市、泉大津市）

阪南港港湾振興連絡協議会（大阪府、岸和田市、貝塚市、忠岡町）
内　容 「港湾局事業の概要について」 大阪府港湾局計画調整課計画グループ　総括主査 明松 康弘

大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ　主査 長谷 幸男
「港湾の危機管理体制について」 大阪府港湾局総務企画課危機管理グループ　主査 小澤 慎治
「港湾・海岸部の防災対策について」 大阪府港湾局総務企画課危機管理グループ　主査 片岡 健児
「港務通信の概要」 株式会社東洋信号通信社　大阪港グループリーダー 釘田 禎之氏



大阪府営港湾新人研修会開催
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堺泉北港港湾振興連絡協議会・阪南港港湾振興連絡協議会

大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ
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災害発生時の対応について説明しました。また、今回、㈱東洋信
号通信社から船舶が入出港する際に必要な情報を無線で提供す
る港務通信（ポートラジオ）についての説明をしていただきました。
　参加された方からは、「講義の内容がよく理解できた」「港湾に
ついて詳しく知ることができた」などのご意見をいただきました。今後
も充実した研修会を開催して参ります。
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場　所 堺泉北港ポートサービスセンタービル２Ｆ きららホール
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阪南港港湾振興連絡協議会（大阪府、岸和田市、貝塚市、忠岡町）
内　容 「港湾局事業の概要について」 大阪府港湾局計画調整課計画グループ　総括主査 明松 康弘
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「港湾の危機管理体制について」 大阪府港湾局総務企画課危機管理グループ　主査 小澤 慎治
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新規会員ご紹介

～マリーナ カフェ「ケセラセラ」
　　　　海から町からお待ちしています～

〒595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町6番1号 きららセンタービル12階
電話0725-20-1010　http://heiwa-auto.co.jp

5-11, Ebisujima-cho, Sakai-ku, Sakai-city, Osaka 〒590-0985

PHONE : 072（222）3130　FAX : 072（221）1113   http://www.south-point.jp

助松埠頭ストックヤード

SOUTH POINT, INC.

旧堺港、堺駅よりスグ

平和オート株式会社
日本の中古車を世界２０数カ国（ニュージーランド・オーストラリア・マレーシア・キプロス・アフリカ・・・）に
月間約2,500台を輸出しております。
次代のスタンダードとなっていく新しい取組みを行い、中古車輸出の市場と
事業としての可能性を拡げ続けていきます。



＜平成２５年度　第３回＞
日時： 平成２６年３月１９日㈬ 午前１０時～
場所： 堺泉北港ポートサービスセンタービル ２階 ２０１・２０２号室
議事： （1）平成２５年度事業報告について
 （2）平成２６年度事業について

＜平成２6年度 第１回＞
日時： 平成２６年６月１８日㈬ 午前１０時～
場所： 堺泉北港ポートサービスセンタービル ２階 ２０１・２０２号室
議事： （1）平成２５年度事業報告並びに収支決算報告
 （2）平成２６年度事業計画(案)並びに収支予算（案）

運営委員会



会 員 名 簿
㈱アイ・エー・エー

朝日海運㈱

㈱アテックス

イースタン・カーライナー㈱ 泉北営業所

泉大津港湾振興会

泉大津市

泉大津商工会議所

泉大津埠頭㈱

泉大津マリン㈱

泉佐野市

泉佐野商工会議所

和泉石灰建材㈱

一心港運㈱

岩谷液化ガスターミナル㈱

岩出建設㈱

宇部興産㈱ 堺工場

㈱エヌティーシー

大阪運輸㈱

大阪運輸倉庫㈱

大阪ガス㈱ 泉北製造所

大阪金澤運輸㈱

大阪機船㈱ 南海支店

一般財団法人大阪港湾福利厚生協会

大阪国際石油精製㈱ 大阪製油所

大阪船主会

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ 岸和田製造所

大阪府

大阪府漁業協同組合連合会

一般社団法人大阪府清港会

大阪府タグ事業協同組合

公益財団法人大阪府都市整備推進センター

一般財団法人大阪府マリーナ協会

大阪府ヨットセーリング連盟

一般社団法人大阪木材コンビナート協会

大阪湾広域臨海環境整備センター

大豊運輸倉庫㈱

㈱ＯＥ

㈱オーナミ 関西事業部 

奥田数㈱

奥本製粉㈱

貝塚港湾振興会

貝塚市

貝塚商工会議所

覚野石油㈱

梶野産業㈱

要薬品㈱

兼杉興業㈱

㈱上組 大阪支店 堺出張所

㈱カワサキ

河田石材㈱

関西港湾サービス㈱

関西電力㈱ 火力事業本部

関西木材㈱

岸和田港湾荷役㈱

岸和田市

岸和田商工会議所

岸和田港振興協会

共立梱包㈱

近畿港運㈱ 

㈱クボタ

㈱栗本鐵工所 堺工場

ＫＨネオケム㈱堺物流センター

㈲ケイ・オー・シー

ケイヒン海運㈱

原子燃料工業㈱ 熊取事業所

㈱合通

鴻池運輸㈱

コスモ石油㈱ 堺製油所

コーナン商事㈱

㈱サウスポイント

㈱さかい

堺ＬＮＧ㈱

堺港湾振興会

堺市

堺商工会議所

堺泉北港湾砂利石材協同組合

堺泉北船舶安全協議会

堺泉北埠頭㈱

㈱堺ポートサービス

栄運輸工業㈱

阪口倉庫㈱

阪本薬品工業㈱ 泉北工場

櫻井工業㈱ 製材所

㈱さくらコーポレーション 大阪支店

山九㈱ 泉北支店

産業振興㈱ 関西スクラップセンター

三興倉庫㈱

三洋海事㈱

サンワールド㈱

汐見埠頭協議会

新関西国際空港㈱

新関西製鐵㈱

伸共運輸㈱

新日鐵住金㈱ 和歌山製鐵所〔堺地区〕

新洋海運㈱

㈱スバルロジスティクス 関西納整センター

㈱住友倉庫

センコー㈱ 南大阪支店

セントラル硝子㈱ 松阪工場 堺製造所

泉南市

一般社団法人全日検 大阪支部

泉北港港運協議会

大一機工㈱

第一警備保障㈱

㈱大運

大王海運㈱

㈱大都

㈱大日警 大阪営業所

大利運輸㈱

高石ケミカル㈱

高石港湾振興会

高石市

高石商工会議所

㈱武丸海運

田尻町

忠岡町

㈱辰巳商会

田中土建㈱ 大阪南合材センター

チヨダウーテ㈱

㈱土田組

ＤＩＣ㈱ 堺工場

東亜建設工業㈱ 大阪支店

東西海運㈱

東燃ゼネラル石油㈱ 堺工場

東洋建設㈱ 大阪本店

内海曳船㈱ 堺事業所

内外輸送㈱ 大阪支店

中谷運輸㈱

㈱ナガオカ

西日本花き㈱

㈱日新 大阪支店

日新製綱㈱ 堺製造所

日鐵住金建材㈱ 大阪製造所

日鉄住金物流㈱ 関西支店

日東タグ㈱ 阪神本部

日東物流㈱ 大阪支店

日本栄船㈱

日本海事興業㈱ 神戸・大阪営業所

一般社団法人日本貨物検数協会 堺泉北現業所

日本酢ビ・ポバール㈱

日本スチール㈱

日本通運㈱ 堺支店

日本トランスシティ㈱ 大阪支店

舶用商事㈱

畑野工業㈱

八興運輸㈱

㈱Ｐａｌｔａｃ

阪九フェリー㈱ 泉大津支店

阪南港運㈱

阪南港サービス㈱

阪南市

阪南倉庫㈱

阪和流通センター大阪㈱

日立造船㈱堺工場 

広道商店

藤原運輸㈱

㈱不動テトラ 大阪本店

平和オート㈱

㈱ベスト・プロパティ

豊国石油㈱

ＰＯＳＣＯ-ＪＷＰＣ㈱

㈱北海鉄工所

北港運輸㈱ 南大阪支店 泉南センター

ホテル・アゴーラ　リージェンシー堺

㈱本家さぬきや ホテルサンルート関空

㈱眞壁組

間口運輸㈱

㈱松菱

丸一鋼管㈱ 堺工場

丸全昭和運輸㈱ 関西支店

丸紅エネックス㈱ 堺ターミナル

岬町

三井化学㈱ 大阪工場

三井金属鉱業㈱ パーライト事業部 大阪工場

港通船運輸㈱

南大阪埠頭㈱

㈱ヤマモト鉃工所

郵船港運㈱

㈱横河ブリッジ

㈱吉田組 大阪支店

ライオン㈱ 大阪工場

≪特別会員≫

牧野　文雄

金盛　弥

近畿地方整備局長

近畿運輸局長

大阪海上保安監部長

大阪税関長

平成２６年７月

特別会員　２名　４団体

通常会員　１８1団体



大阪府港湾協会
〒595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町6番1号 大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ内
 TEL.0725-21-7203

大阪府営港湾振興webサイト
FRIEND & SHIP　http://www.osakaprefports.jp/

印刷発行／平成26年7月

第54回「親と子の写生会」
～わたしたちのまち　泉大津の港をかこう！～
大阪府港湾協会賞　髙瀬　悠真（小1）




