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堺泉北臨海地区内企業への津波対策について説明会開催
大阪府港湾局総務企画課危機管理グループ

　今後３０年以内の発生確率が※60％程度と言われている東南海・南海地震による津波の対策について説明会を行いました。
東南海・南海地震及び津波の特徴、津波からの避難対策、昨年、実施させて頂いた船舶津波対応に関するアンケートの結果及
び船舶津波対策マニュアル（案）の内容について説明しました。（※H22.1.文部科学省地震調査研究推進本部公表）
　現在、津波発生時の船舶対応は、大阪港海難防止対策委員会の津波対策分科会で対策が示されています。その内容は、
阪神港（大阪区・堺泉北区）及び阪南港の在港船舶が迅速かつ的確に対応できるように、陸揚げ固縛、係留強化、港外退避等
の船舶の措置要領等となっており、暫定版として定められています。このような中で、今後の船舶津波対策マニュアルの策定に
向けた取り組みの一環として、堺泉北港各バースの船舶と係留桟橋の利用実態の確認や、船舶の津波に対する安全性の検証
を進め、同マニュアル作成の方向性を考える上で参考とするため、アンケートを行いました。その結果を基礎資料として、津波に対
して船舶の取るべき措置、避難経路や安全水域、津波情報の入手手段として、迅速化を目的とする携帯メールによる津波注意
報・警報の一斉送信の提案などを盛込んだ船舶津波対策マニュアル（案）を作成しました。今後、船舶関係者の方 と々調整後、
大阪府津波対策分科会に諮問する予定です。
　これからも、官民一体となり被害抑止に向けた取り組みを皆様のご協力の下、推進していきたいと考えております。

【日時】
平成２２年５月１８日（火）　午後２時００分～３時３０分

【参加者】
堺泉北臨海特別防災地区事業所２４名

【場所】
コスモ石油株式会社 堺製油所（２Ｆ会議室）

【題目】
（１）東南海・南海地震に伴う津波対策について（大阪府港湾局総務企画課危機管理グループ）
（２）津波対策に関するアンケート結果について（同上）
（３）石油コンビナート等災害防止法に係る東南海・南海地震対応について（大阪府政策企画部保安対策課指導グループ）

【内容】
（１）東南海・南海地震
 ①地震発生のメカニズム
 ②東南海・南海地震の特徴
 ③津波発生のメカニズム
 ④津波の特徴　
 ⑤大阪湾への津波の想定到達時間
 ⑥大阪湾の津波の想定高さ
（２）津波避難対策
 ①津波対策の基本方針
 ②津波対策（ハード及びソフト対策）
 ③堺泉北臨海地区における津波対策
（３）アンケート調査結果について
（４）船舶津波対策マニュアル（案）について
（５）堺泉北臨海地区津波避難計画について



堺市産業振興局商工労働部港湾事務所

大阪府港湾局振興担当部開発調整担当課

堺市で「社団法人日本港湾協会」総会が開催される！

　社団法人日本港湾協会第８２回総会が、５月２５日（火）に堺市の
リーガロイヤルホテル堺で開催されました。
　日本港湾協会は、昭和２年に設立され港湾の発展に資する取組
みを通じて、我が国の貿易の促進及び経済基盤の強化に功績を
残されており、会員数は全国で1,000名を超えています。
　当日は、北は北海道から南は沖縄県まで７５０人の方々が堺市に
お越しになりました。
　総会は、日本港湾協会の栢原英郎会長のご挨拶に始まり、竹山
堺市長の歓迎の言葉などに続き、永年港湾にご尽力された方々の
表彰も行われました。
　堺市からは、堺港湾振興会の堀畑会長が港湾功労者賞を受賞
され、また、ＮＰＯ法人「堺市旧港周辺を考える会」様は、港湾海岸
防災功労者賞を受賞されました。
　翌日は、「グリーンベイ大阪湾が日本を変える」をテーマにパネル
ディスカッションが行われ、４００名以上の方々が熱心に聴き入ってお
られました。
　このように、日本港湾協会総会が盛大に開催されましたのは、大
阪府港湾局をはじめ、国土交通省の方々や関係する皆様方のご
協力によるものと感謝申し上げるとともに、紙面をお借りしましてお礼
を申し上げます。

　泉大津フェニックスに全面アスファルト舗装の多目的広場が登場
してから今年で4年目を迎えました。これまで、数多くの自動車関連イ
ベントや各種ロケ等の会場として利用され、堺泉北港におけるにぎ
わいづくり、また泉大津フェニックスの知名度向上に大いに貢献して
きました。
　今後とも、皆様のさらなるご利用をお待ちしています。

■施設概要
　イベントスペース　約60,000㎡（約300m×約200m）
　駐車場　　　　  約15,000㎡（約550台収容可能）
■利用料金
　利用内容により異なりますので、下記までお問合せください。
■問合せ先
　各種イベント会場としてのご利用は、
　堺泉北埠頭株式会社（電話 072-222-0391）、
　その他（各種ロケ等）のご利用は、
　大阪府港湾局開発調整担当課（電話 0725-21-7232）まで。

泉大津フェニックス多目的広場を利用しませんか？

ロケ（ウェブ動画撮影）のようす

認定書交付後の記念撮影

自動車関連イベント（試乗会）のようす



アドプト・シーサイド・プログラム第８・９弾
＝貝塚市脇浜海岸、泉佐野港臨港道路＝

大阪府港湾局振興担当部施設運営担当課

大阪府港湾局振興担当部施設運営担当課

堺泉北港泉北地区における港湾事業者の皆さんとの協働美化について

アドプト・シーサイド･りんくう往来北

アドプト・シーサイド･脇浜

　大阪府港湾局では、海守ＯＳＡＫＡの皆さんがアドプト・シーサイド・プログラムに取組んでいただけるということで、平成22年
3月25日（木）に貝塚市脇浜海岸で「アドプト・シーサイド･脇浜」を、泉佐野港臨港道路で「アドプト・シーサイド・りんくう往来北」
の認定書を交付しました。

　大阪府港湾局では、港湾地域の環境悪化が著しい状
況にある堺泉北港泉北（泉大津）地区の４埠頭の環境改
善のための取組みのひとつとして、行政と港湾事業者の
皆さんとの協働による定期的な美化活動を、各埠頭の港
湾事業者でつくる協議会（泉北４区懇話会、泉北港港運
協議会、泉北６区協議会、汐見埠頭協議会）及び泉大津
市港湾振興室と協力して実施していますが、平成２２年
度においても継続して実施することとしています。
　平成２２年度第２四半期の予定は右記のとおりですの
で、協議会への加入、未加入を問わず協力いただける事
業者は是非ともご参加いただきますようお願いします。
　また、環境悪化の一因として、港湾を一時的にしか利
用しない港湾関係車両運転手によるポイ捨てゴミもあるか
と思われますことから、各事業者におかれましては、関係
車両運転手へのポイ捨て防止の周知･啓発についてもご
協力お願いします。

　今回の認定で、港湾局全体では９箇所目の認定となりますが、海守は、日本財団と海上保安庁が中心となって設立さ
れた全国組織のボランティア団体で、「自分達の海は自分たちで守る」という考えのもと様々な活動を行っています。

　海守ＯＳＡＫＡは、貝塚市近木川において岸
和田土木事務所の「アドプト・シーサイド・近木」
の認定に受けており、近木川とその河口部の
脇浜海岸で美化活動を行っていただくことにな
りました。
　また、泉佐野市では、初のアドプト・シーサイド
の認定であり、港湾局としては、海守ＯＳＡＫＡ
の環境維持活動に大いに期待しています。

認定書交付後の記念撮影認定書交付後の記念撮影認定書交付後の記念撮影

地区（埠頭）

泉北５区

（小松）

泉北６区

（助松）

泉北７区

（汐見）

泉北４区

（松の浜）

泉北６区

（助松）

泉北５区

（小松）

日　　時

7月23日（金）
12:30～14:30
（雨天中止）

7月27日（火）
15:00～17:00
（雨天中止）

8月21日（土）
9:00～11:00
（雨天中止）

8月24日（火）
15:00～17:00
（雨天翌日順延）

9月27日（月）
15:00～17:00
（雨天中止）

9月28日（火）
12:30～14:30
（雨天中止）

集 　 　 合 　 　 場 　 　 所

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社

泉 大 津 交 通 管 理 基 地 前

助松埠頭港湾労働者福祉会館駐車場

汐見港湾労働者福祉センター駐車場

集合しません。各企業の皆さんは、隣接す

る道 路 の 清 掃をお 願 いします 。

助松埠頭港湾労働者福祉会館駐車場

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社
泉 大 津 交 通 管 理 基 地 前

実施月

7月

8月

9月

平成22年度　第２四半期　恊働美化実施予定表



海の月間実施計画決まる 大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課

　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13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

泉大津フェスタ第2部 （Eボート大会）

岸和田ドラゴンボートレース(観覧のみ)

岸和田港まつり花火大会

第４７回中学生「海の絵画展」

第３２回「海の写真コンクール」

実施日時

7月1８日㈰

7月19日㈪

7月31日㈯※荒天中止

7月28日㈬～9月26日㈰

7月28日㈬～9月26日㈰

実施場所

きららタウン前海域

岸和田カンカンベイサイドモールマリーナ沖

阪南1区岸壁

なにわの海の時空館

なにわの海の時空館

問合せ先

泉大津フェスタ運営連絡会

岸和田ドラゴンボート協会事務局

岸和田港振興協会

㈳近畿海事広報協会

㈳近畿海事広報協会

0725-33-1131

072-438-0566

072-423-9618

06-6573-6387

06-6573-6387

「第５０回親と子の写生会」で大阪府港湾協会賞贈呈 大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課

　平成22年5月15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50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、たくさんの親子が参加され、数多くの作品から24点が特別賞として選ばれました。
　また、5月28日（金）～6月2日（水）の期間、泉大津CITYアルザアナトリウム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。
　大阪府港湾協会賞は、白木歩佳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。

泉大津フェスタ２０１０(第１部)が開催されました

　関西国際空港の開港により誕生した、泉大津市なぎさ町の「きららタウン泉大津」
を“人と人のふれあいの場”として広く市民にＰＲするために、泉大津フェスタ2010
（第1部）が5月23日（日）に開催され、本振興会も協力いたしました。
　早朝から天候が悪く、雨風が吹き開催が危ぶまれましたが、メインステージでの催し
物を縮小しての開催となり、模擬店や展示コーナーは予定どおり行なわれました。
　模擬店は３１団体が参加し、各種ゲームや飲食など趣向を凝らしており、人気のあ
る店では、早朝より子どもたちを中心に行列となり、展示コーナーでは子どもに人気が

ある消防車やパトカーを展示していました。雨の影響で客足が悪く、例年の半分以下の約5,000人が参加しました。
　また、海上イベントとして、堺海上保安署の協力を得て、船舶火災等に活躍している巡視船「かいりゅう」による放水展示が行
われ、会場からは大きな拍手がおこりました。
　泉大津フェスタ2010（第2部）は、「海の日」の前日の7月18日（日）に第10回Ｅボート交流大会が予定されており、本振興会も協
力を行なう予定です。
　本振興会は今後も、各団体と連携をして、市民が海や港に親しむ機会をつくり、海への理解を一層深めていただくとともに、堺
泉北港の振興を通じて各企業の発展に努めてまいりますので、皆様のご協力をお願いします。

泉大津港湾振興会

7,448 7,429

2,432



●府営港湾全体
　大阪府が管理する８港のうち、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２１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43,554隻で、合計45,815隻となっています。 
　取扱貨物量は、外貿が約2,481万トン、内貿が約3,997万トンで、合計約6,478万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2,096隻、内航船が27,823隻で、合計29,919隻です。 
　取扱貨物量は外貿が約2,432万トン、内貿が約3,756万トンで、合計約6,188万トンです。
　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、金属くず、鋼材で、輸入が鋼材、木製品、製材です。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、非金属鉱物で、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12万人、上陸が約13万人で、合計約25万人が利用しています。

平成２１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）

堺泉北港  取扱品種上位ランキング（外貿）

順 位

１

２

３

４

５

品種名

石油製品

化学薬品

完成自動車

金属くず

鋼　材

貨物量（千トン）

 ７９１

５６０

５４１

３９８

１２９

品種名

原　  油

LNG(液化天然ガス)

石油製品

LPG(液化石油ガス)

鋼    材

貨物量（千トン）

 １０,９２４

 ６,６９７

 １,３２３

 ９５７

 ４５２

輸　　出 輸　　入

堺泉北港  取扱品種上位ランキング（内貿）
移　　出 移　　入

貨物量（千トン）
５,５６２
５,１５７
２,９５１
１,６７４
１,６３７

品種名
完成自動車
重    油
石油製品
鋼　材
化学薬品

貨物量（千トン）
５,３８５
３,４９３
２,６３４
２,１５６
１,０１０

品種名
完成自動車
原　油
鋼　材
石油製品
砂利・砂

大阪府港湾局振興担当部施設運営担当課

順 位

１
２
３
４
５
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内貿貨物
合計

内航船（総トン数）
外航船（総トン数）
合計

内航船（隻数）
外航船（隻数）
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内航船（隻数）
外航船（隻数）
合計

府営港湾全体　海上出入貨物年次表

堺泉北港　海上出入貨物年次表

取扱貨物量（堺泉北港）

海上出入貨物入港船舶（府営港湾全体）

入港船舶（堺泉北港）

8,768

9,270

8,236

4,350

4,535

3,610

4,418

4,735

4,626

8,517

7,622

3,693

3,305

4,824

4,317

総トン数（万トン）

57,515

57,478

54,604

45,815

59,231

2,762

2,540

2,389

2,261

2,726

54,753

54,938

52,215

43,554

隻数

56,505 平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年 8,155 8,208
7,809

8,123

6,479

2,817 3,001
2,481

4,992 5,122

3,997

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

2,795 2,819

5,360 5,389

8,186

7,842

8,203

7,328

7,512

3,521

3,300

3,450

3,107

3,163

4,666

4,542

4,753

4,221

総トン数（万トン）

4,349

38,652

37,361

38,986

2,623

2,351

2,591

36,029

35,010

36,820

29,919

2,231

2,096

34,589

27,823

隻数

36,395 平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年
7,305 7,4487,448 7,4297,429

7,794

6,189

2,748 2,773 2,765

4,557 4,675 4,664

2,959
2,4322,432

4,835
3,757

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

7,448 7,429

2,432



●阪南港
   入港船舶数は、外航船が165隻、内航船が7,474隻で、合計7,639隻です。
   取扱貨物量は、外貿が約49万トン、内貿が約143万トンで、合計約192万トンです。
   主要品種は、外貿が木材チップ、原木、金属くずで、内貿が砂利・砂、石油製品、非金属鉱物です。

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

１
２
３

順　位
輸　　　出 輸　　　入

品種名
金属くず
鋼材
砂利・砂

貨物量（千トン） 品種名
木材チップ
原木
鋼材

貨物量（千トン）
188

 152
 38

阪南港  取扱品種上位ランキング（内貿） 

１
２
３

順　位
移　　　出 移　　　入

品種名
原木

再利用資材
鋼材

貨物量（千トン） 品種名
砂利・砂
石油製品
非金属鉱物

貨物量（千トン）
652
202
150

泉州港 客船乗降人員（人） 

●深日港
　入港船舶数は6隻、総トン数は約114トン、全て係留船でした。関西国際空港の二期工事の終了に伴い、利用船舶も減
少しました。
●尾崎港・泉州港・泉佐野港
　尾崎港
　　入港船舶数は3,249隻、総トン数は約2万6千トン、取扱貨物量は123トンで水産品を扱っています。
　泉州港
　　入港船舶数は4,986隻、全て内航船です。客船がほとんどで、4,798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。取扱貨物量は移入が97万トンで、航空機燃料である石油製品を扱っています。

●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16隻、総トン数は約6,825トンです。取扱貨物量は370トンです。

航　路

関空 ～ 神戸

乗込

163,729

上陸

170,236

合　計

333,965

合　計

285,795

乗込

140,199

上陸

145,596

平成２０年 平成21年

※関空～洲本航路は平成19年４月より休航になりました。
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合計 阪南港　海上出入貨物年次表

取扱貨物量（阪南港）入港船舶（阪南港）

389
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320

235

87

69
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総トン数（万トン）
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8,021

7,588

135
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189

8,558

7,882

7,399

159
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7,371
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158
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7,213

7,474

隻数

平成17年
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平成20年

平成21年

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
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■輸出中古自動車 回復傾向続く
　財務省貿易統計によると、堺泉北港の中古車輸出
台数は世界的な不況の影響を受け、2008年10月から
2009年2月にかけて大幅な落ち込みを見せていたが、
2009年3月以降は回復傾向に転じており、全国平均
よりも高い水準で回復を続けている。
　2009年の輸出台数は67,916台と前年（99,805
台）と比較して約30％減少したが、2009年10月以降は
前年同月の実績を上回る月が続いている。
　今年に入ってからも、ＰＣＣ船（自動車専用船）の初
入港が４件相次ぐなど、好調が続いている。
　国別の取り扱いでは、ロシア向けが世界的な不況と
現地の関税引上の影響を受け、90％以上の減少と
なったほか、英国向け、シンガポール向けなどが大幅に
減少している。
　一方、最大の輸出先であるニュージーランド向けの
2009年の取扱実績（21,919台）は前年比（19,733
台）約11％増となり、今年もすでに6,705台（2010年1
月～3月）が輸出されるなど好調が持続している。
　また、2009年には助松埠頭と汐見沖地区にアフリカ
向け、バングラデシュ向け等の検査施設が港湾運送
事業者によって整備され、ケニア向けが前年比約
111％増（08年：1,698台、09年：3,590台）、バングラデ
シュ向けが前年比約128％増（08年：1,593台、09年：
3,626台）となるなど、検査施設の整備効果が現れて
いる。

２００９年中古自動車・合板取扱状況について

全国

堺



■輸入合板 取扱量減少も、全国1位を維持
　2009年分の財務省貿易統計によると、堺泉北港における合板の輸入量は、堺税関支署通関分・岸和田出張所通関分を合わ
せ、458,638立方メートルと前年（577,915立方メートル）と比較して約20％の減少となったものの、全国シェアは引き続き1位を維持
した。
　全国の輸入量も2,942,974立方メートルと300万立方メートルを割り込む（前年比約20％減）など、減少傾向が続いている。

○全国の輸入合板の取扱量及び取扱い上位港は下記のとおり

大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課

○輸出先の変化

08年の輸出先（2008年1月～12月） 09年の輸出先（2009年1月～12月）

合板輸入量の推移
名古屋 ： 402,004立方メートル　　　
  （前年同期比約21％減）
横　浜 ：  285,515立方メートル
  （前年同期比約10％減）
千　葉 ： 233,950立方メートル
  （前年同期比約20％減）
博　多 ： 206,224立方メートル
 （前年同期比約25％減）

その他
40%

シンガポール
5% キプロス

7%

マレーシア
7%

N.Z.
20%

ロシア
21%

その他
34%

ケニア
5%

バングラデシュ
5%

キプロス
5%

マレーシア
11%

N.Z.
31%



大阪府営港湾国際化セミナー開催

　平成２２年２月１５日（月）、堺国際ビジネス推進協議会、大阪
府、堺市との共催により、リーガロイヤルホテル堺において、府営
港湾関連企業や府営港湾進出団体の方を対象に、国際化セミ
ナーを開催しました。
　本セミナーでは、テレビ等で世界経済や日本経済のコメンテー
ターとしてご活躍中の大阪経済大学客員教授・経済評論家の
岡田晃氏をお招きし、「中国をはじめアジア諸国の経済戦略と今
後の見通し～日本経済回復への道～」というテーマでご講演い
ただき、約７０名が参加しました。

【講演の要旨】

〔最悪期を脱した金融危機と世界経済〕
　米国の極度の金融危機は薄れつつある。理由は、２００９年２月から３月にかけて、①米政府が大手金融機関の資
産査定を開始。②公的資金投入により金融機関の資本が増強された。③不良資産買取機関が設置された――の３
つが相次いで打ち出された。これらは金融安定化のために必要な対策で、金融危機が改善に向かって動き出したこ
とを意味する。
　その結果、米国景気は２００９年春頃に底入れその後は回復、日欧も緩やかに回復しつつあるので、世界経済が緩
やかに回復する傾向にある。しかし、不良債権を抱えたままで走っているため回復は弱い。

〔世界経済を支える中国経済〕
　中国経済は高度成長が続いており、株価はリーマンショック前の水準を上回り、名目ＧＤＰの金額は今年日本を抜
いて世界２位となる見込みである。
　経済が好調な理由としては、中国の成長力に期待した投資マネーが中国の株式や不動産に投資したこと、金融危
機で大量供給されたドルが余剰となり中国に投資されたこと、ドルが事実上ゼロ金利となったため金利の高い中国に
投資資金が流入したことなどが挙げられる。
　今後の中国経済の見通しとして、｢世界の工場｣の顔に加え、国内市場の急速な拡大により｢世界の市場｣という
役割を果たすことになるだろう。そして、今年中に人民元の切り上げが行われる可能性が高いと考える。中国政府は
人民元の上昇を抑えるため、連日、大量のドル買い・元売り介入を実施しているが、それによって人民元が国内市場
に供給されて過剰流動性を拡大させており、バブルのおそれが指摘されている。これは限界に来ている。

〔日本企業の強さに自信と誇りを〕
　景気回復はアジア向け輸出が牽引している。輸出の伸び率が去年１１月にプラスに転じたが、対中国の伸び率が
先導したおかげ。
　一方では、中国は競争相手として手ごわい存在であることに変わりがない。中国は脅威であるとともにチャンスでも
あるという捉え方をしていくべきではないか。
　今は、苦しい時代だが企業としてやれることも増えている。厳しい時代と言って後ろ向きになるのではなく、このよう
な状況だからこそ次の時代の準備をする期間と捉えるべき。
　日本企業で当たり前のことが、外国の企業では行われていないことが多くある。日本企業の強さを忘れ、実態以上
に自信をなくし過ぎているように私には思える。足元を見つめ直し、自身の強さをもう一度見直し、自信を持って取り組
んでいただきたい。

大阪府港湾協会

東京会場

大阪会場

中尾港湾局長 寺西 伸二氏 富坂 聰氏



大阪府営港湾ポートセミナー開催

　大阪府港湾局では、大阪府港湾協会及び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との共催により、
東京・大阪の２箇所にて大阪府営港湾ポートセミナーを開催しました。
　府営港湾の知名度向上とともに、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・荷主
企業等、多数の方にお集まりいただき、府営港湾の紹介やPRを行いました。
　また、セミナー後は、主催者と参加者の情報交換や商談会を兼ねた交流会を開催しました。

　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の共催で、港湾関連企業及び団体等の貿易担当者や新入
社員を対象に貿易実務能力の向上に役立てていただくため、下記のとおり貿易実務セミナーを開催いたしました。長時間の講義
にもかかわらず、皆様熱心に講師の話に聞き入っておられました。受講終了後のアンケートでは、大変勉強になったとの意見を多
くいただき、皆様の貿易実務能力の向上に役立てていただけたものと考えております。

大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課

貿易実務セミナー開催 大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課

 東　京 

開催日 平成２２年１月２７日（水）
開催場所 経団連会館「経団連ホール北・南」
参加人数 １２７名
内容 開会の挨拶・・・大阪府港湾局長 中尾 恵昭
 府営港湾のご紹介・・・大阪府港湾局次長 井上 博睦
 講演「変貌する大阪湾ベイエリア・関西」・・・㈱海事プレス社 理事 関西支局長 寺西 伸二 氏

 大　阪

開催日 平成２２年３月２５日（木）
開催場所 ヒルトン大阪「金閣・金山」
参加人数 １７８名
内容 開会の挨拶・・・大阪府港湾局長 中尾 恵昭
 府営港湾のご紹介・・・大阪府港湾局振興担当部長 中田 憲正
 事業紹介「大王海運株式会社の定期船事業について」・・・大王海運㈱定期船事業部営業部大阪営業所長 高橋 敏喜 氏
 講演「中国経済の実態 その強さと弱点」・・・ジャーナリスト 富坂 聰 氏

東京会場東京会場

大阪大阪会場会場

東京会場

大阪会場

中尾港湾局長中尾港湾局長 寺西 伸二氏寺西 伸二氏 富坂 聰氏富坂 聰氏中尾港湾局長 寺西 伸二氏 富坂 聰氏

■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　
■開催時間 １３：００～１７：００
 平成２２年２月９日㈫ 貿易実務「入門編」 参加者：４１名
 平成２２年２月１０日㈬ 貿易実務「基礎演習編」 参加者：４１名
 平成２２年２月２４日㈬ 貿易実務「応用実務編」 参加者：３1名
■講師 中矢 一虎 氏　国際法務㈱代表　大阪市立大学商学部講師



大阪府営港湾新人研修会実施

　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こられた方などを対象に、府営港湾について
理解を深めていただくとともに、日常の業務に役立てていただくため、大阪府営港湾新人研修会を開催しました。
　当日は、港湾局の担当者から府営港湾の現況や事業を紹介するとともに、港湾局の「はまでら」で船上から堺泉北港・阪南港
を見学しました。受講者の皆様には、当研修会で得られた知識を今後少しでも仕事に活かしていただければ幸いです。

実施日 平成２２年５月１２日（水）　　
参加者 ３７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
●講義の部 １３：００～１４：１５
　（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）
　「港湾局事業の概要」
　　大阪府港湾局計画調整課計画グループ  副主査 北尾 栄治
　「府営港湾のご紹介」
　　大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課 総括主査 山口 元伸
　「港湾・海岸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
●船上案内の部 １４：３０～１６：３０
　「船上見学案内」 大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課 主事 上田 真一
　～見学コース～
　泉大津旧港から乗船～助松埠頭～堺・泉北臨海工業地帯～堺７－３区～堺２区（堺浜）～阪南２区沖～泉大津フェニック　
　ス沖～汐見埠頭～泉大津旧港で下船

大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課

ＷＥＬＣＯＭＥ！世界からのお客様 大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課

●２０１０年１月１８日（月）　大阪府港湾局長表敬訪問
　中通国際海運有限公司（ＣＣＬ）
　楊　向東　ＣＣＬ総経理
　姜　永傑　ＣＣＬ副総経理
　王　国英　ＣＣＬ副総経理
　徐　徳強　ＣＣＬ運航部経理
　徐　　進　ＣＣＬ日本駐在代表

　堺泉北港の外航定期コンテナ航路の船社であるＣＣＬの総経理(日本語で社
長)をはじめ５人が大阪府港湾局を訪問しました。
　現在の上海航路に加え、新たな航路開設を行う場合の条件整備などについて
意見交換を行いました。
　意見交換後は、センタービルの展望室において堺泉北港や阪南港など府営港
湾の全景を見学しました。

講義の部講義の部講義の部

船上見学の部船上見学の部船上見学の部



　大阪府港湾局では、府営港湾の公共埠頭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
初入港の歓迎セレモニーや初入港記念盾の贈呈を行っています。

ようこそ大阪府港湾局へ 大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課

ようこそ大阪府営港湾へ ～初入港のご紹介～ 大阪府港湾局振興担当部経営振興担当課

２０１０年５月２５日（火）　茨城県港湾協会
　茨城県港湾協会の方 ２々８名が、大阪府港湾局を訪問されました。
　堺泉北港の概要、フェニックス計画の進捗状況等についてプレゼンテーションを行った後、大阪府港湾局の「はまでら」に乗船
いただき、助松埠頭、堺７－３区や堺浜などを海上から見学いただきました。

ＣＣＬ ＳＨＩＤＡＯ （7,464総トン）
平成22年4月29日（木） 堺泉北港助松埠頭　コンテナ船

ＯＣＥＡＮ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥＲ （38,524総トン）
平成22年3月30日（火）
堺泉北港助松埠頭
自動車専用船

ＡＳＩＡＮ ＬＥＧＥＮＤ （36,102総トン）
平成22年3月29日（月）
堺泉北港助松埠頭
自動車専用船

ＳＩＬＶＥＲＳＴＯＮＥ ＥＸＰＲＥＳＳ （25,050総トン）
平成22年3月11日（木）
堺泉北港助松埠頭
自動車専用船

ＰＯＳＩＴＩＶＥ ＰＡＳＳＩＯＮ （25,050総トン）
平成22年2月13日（土） 堺泉北港助松埠頭 自動車専用船

講義の部

船上見学の部
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府営港湾の整備促進のために、関係国家機関等に対し要望活動を行いました。
実施日：平成２１年１２月２２日（火）、２４日（木）、平成２２年１月１２日（火）、2月１8日（木）

協 会 だ より

●在阪国家機関等に対する要望活動

●運営委員会
＜平成２１年度 第３回＞
日時 ： 平成２２年３月２４日(水)　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２１年度事業報告について
  （2） 平成２２年度事業について　　

＜平成２２年度 第１回＞
日時 ： 平成２２年６月１５日(火)　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２１年度事業報告並びに収支決算報告
  （2）平成２２年度事業計画（案）並びに収支予算（案）　　　

阪九フェリー　泉大津～新門司便のダイヤが改正されました

便名

毎日 17:30　→　05:40 17:30　→　06:00

上り便
新門司発　→　泉大津着

下り便
泉大津発　→　新門司着

泉大津航路 北九州（新門司） ⇔ 大阪（泉大津）

要望先

近畿地方整備局長

近畿地方整備局　大和川河川事務所長

近畿運輸局長

第五管区海上保安本部長

大阪海上保安監部長

大阪海上保安監部　堺海上保安署長

大阪府知事

要望事項

大和川へのゴミの不法投棄取締り強化及び河川敷のゴミの除去清掃

大和川へのゴミの不法投棄取締り強化及び河川敷のゴミの除去清掃

長距離フェリー航路への支援

堺泉北港の海上保安施設の整備促進

巡視船による体験航海行事の継続

堺泉北港の海上保安施設の整備促進

巡視船による体験航海行事の継続

堺泉北港の海上保安施設の整備促進

府営港湾の整備、維持管理等に関する事項

要望先と要望事項については下表のとおり

中古車オートオークションを

毎週水曜日午前11時から

開催中!!
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■新規会員紹介

IAA大阪 トラック・重機も豊富な近畿の国際的オートオークション会場

中古車オートオークションを中古車オートオークションを

毎週水曜日午前11時から毎週水曜日午前11時から

開催中!!開催中!!

株式会社 アイ・エー・エー
〒595-8555 大阪府泉大津市夕凪町1番2 TEL.0725-33-1212 FAX.0725-33-1666 http://www.i-aa.co.jp

中古車オートオークションを

毎週水曜日午前11時から

開催中!!

八興運輸株式会社

　この度は、大阪府港湾協会の会員に加えていただき、誠にありがたく御礼申し上げます。

さて当社は創業以来、海運事業、港湾運送事業、さらには陸運事業へとその業容を拡充し海陸一貫輸送体制の

確立に鋭意取り組んでまいりました。「地域社会から祝福され永続発展する企業創り」の理念を基に、地域・時

代に応じた物流システムの提案によりささやかなりとも貢献したいと念願しています。今後とも一層のご支援とご

鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

本社所在地 宮崎県日向市船場町１番１

 ＴＥＬ.０９８２-５２-２１８５ ＦＡＸ.０９８２-５２-２１８６

大阪営業所 大阪府泉大津市小津島町４番地 西日本花き㈱内４Ｆ

 ＴＥＬ.０７２５-９０-５３８５ ＦＡＸ.０７２５-９０-５４８５

宮崎営業所 宮崎県宮崎市港１丁目１６番地

 ＴＥＬ.０９８５-２５-４１１４ ＦＡＸ.０９８５-２５-４１１０

設　　　立 昭和２８年３月   

資　本　金 ９，９３６万円   

事 業 内 容 一般区域貨物自動車運送業

 自動車運送取扱業

 内港運送業


