
平成２３年５月９日 

会員各位 

四国経済連合会 
   専務理事 三木 義久 

 
 
「東日本地域等との物流・流通に関する四国地方連絡調整ネットワーク」の 

設置について（お知らせ） 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、当会の事業活動にご支援、ご協力賜わり誠にありがとうございます。 
 さて、今回の東日本大震災により、四国と東日本地域等との物流・流通に関し、

様々な問題が生じていると思われます。そのため、国や４県、経済団体、物流業者

等で構成している「四国国際物流戦略チーム」(本部長：常盤四経連会長)では、こ

の度、「東日本地域等との物流・流通に関する特別部会」を設置し、物流・流通に関

する情報の共有化、課題への対応を図ることとしました。 
 この特別部会の参加機関からなる「東日本地域等との物流・流通に関する四国地 
方連絡調整ネットワーク」では、企業から東日本地域等との物流・流通に関するご

相談等を受け付け、参加機関が協働して対応することとしております。 
四経連事務局も、会員企業の皆様からのご相談の窓口となっておりますので、ご意 
見、ご相談等がございましたらご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

敬具 

 
  ○ご連絡は、電話・ＦＡＸ・Ｅメール等 いずれの方法でも結構です。 

連絡先：四国経済連合会 事務局長 宮 武   禎 （miyatake@yonkeiren.jp） 
                           調査役  植 松  秀光（uematsu@yonkeiren.jp） 
         ＴＥＬ：087-851-6032、ＦＡＸ：087-821-9384 

 ○「東日本地域等との物流・流通」とは、東日本との物流だけでなく、四国へ 
  の生産移管に伴う国際物流等を含む幅広い問題を対象とお考えください。 
 

参考資料 

 ・四国国際物流戦略チーム「東日本地域等との物流・流通に関する特別部会」 
  設置趣意ならびに構成員について （資料１） 
 ・「東日本地域等との物流・流通に関する四国地方連絡調整ネットワーク」設置に 

係る記者発表資料（資料２） 

四国国際物流戦略チームＨＰ http://www.pa.skr.mlit.go.jp/s_kokusai/main.htm 
東日本地域等への物流・流通に関する情報などの掲載を行ってまいります。また、

同ＨＰには四経連ＨＰからもリンクしております。 
   以 上 



 

 

四国国際物流戦略チーム 

東日本地域等との物流・流通に関する特別部会 

設置趣旨 

 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、東日本地域では

様々な社会的影響が想定される。 

製造業では、被災した工場の復旧・再開まで時間を要するとともに、

発電所の被災による電力供給量の減少により、電力需要が増加する夏場

等において、工場等の稼働が制約を受ける可能性がある。 

漁業では、東北の漁港や漁船・漁具が壊滅的な被害を受けており、当

面、東北から首都圏等への水産物の供給が大きく減少する可能性がある。 

また、東日本地域の復旧・復興のためには、セメント・木材等の資材

や建設機械等が大量に必要となることが想定される。 

 

このような社会的影響が想定される中、東日本地域の復旧・復興のた

め、さらには我が国の産業活動を支えるため、四国として、積極的に貢

献することが求められる。 

 

このため、四国と東日本地域等との工業製品や農林水産物等の物流・

流通が円滑に行われるよう、関係機関が連携し、刻々と変化する東日本

大震災による社会的影響について情報を共有するとともに、物流・流通

に関する課題への対応を図ることを目的とし、四国国際物流戦略チーム

幹事会に、「東日本地域等との物流・流通に関する特別部会」を設置す

る。 

  

資 料 １ 



 

 

四国国際物流戦略チーム 

東日本地域等との物流・流通に関する特別部会 

構成員 

 

（敬称略、順不同） 

 

四国経済連合会 専務理事 

四国商工会議所連合会 常任幹事 

四国トラック協会連合会 専務理事 

四国地方海運組合連合会 事務局長 

日本貨物鉄道株式会社 四国支店 企画課長 

徳島県 県土整備部 運輸総局長 

香川県 政策部長 

愛媛県 企画振興部長 

高知県 理事（交通運輸政策担当） 

財務省 四国財務局 総務部長 

農林水産省 中国四国農政局 生産経営流通部長 

経済産業省 四国経済産業局 総務企画部長 

            産業部長 

国土交通省 四国地方整備局 企画部長 

              港湾空港部長 

四国運輸局 総務部長 

          交通環境部長 

          自動車交通部長 

          海事振興部長 

第六管区海上保安本部 高松海上保安部長 

 

【事務局】 

四国経済連合会 

国土交通省 四国地方整備局 港湾空港部 

国土交通省 四国運輸局 交通環境部 

 

※必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めるものとする。 



   
 
 

平成 23 年４月 28 日 

四国地方整備局 

四 国 運 輸 局 

 

「四国国際物流戦略チーム 東日本地域等との物流・流通に関する特別部会（第１回）」

を開催し、 

『東日本地域等との物流・流通に関する四国地方連絡調整ネットワーク』 

を設置しました 

 

 

 本日、「四国国際物流戦略チーム 東日本地域等との物流・流通に関する特別部会（第

１回）」を別紙－１の通り開催しましたので、以下の通り概要を報告致します。 

 

 

１．「四国国際物流戦略チーム 東日本地域等との物流・流通に関する特別部会」の設

置について確認しました。（別紙－２） 

 

２．東日本大震災による社会的影響について報告がありました。 

 

３．四国と東日本地域等との工業製品や農林水産物等の物流・流通に関する四国内の企

業等からの相談等に対し、迅速かつ的確に対応を図るため、特別部会の参加機関か

らなる『東日本地域等との物流・流通に関する四国地方連絡調整ネットワーク』（別

紙－３）を設置することを決定しました。 

 

 

 

 

 

 プレス問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局 港湾空港部
沿岸域管理官 辻 誠治、港湾計画課 課長補佐 坂本 渉、ＴＥＬ087-811-8330（直通）

国土交通省 四国運輸局 交通環境部
消費者行政課 課長 常包 陽子、ＴＥＬ087-825-1174（直通）

四国経済連合会
事務局長 宮武 禎、ＴＥＬ087-851-6032（直通）

本施策は、四国圏広域地方計画「No.5 圏域の連携による発展に向けた地域力向上プロジェクト」の取組に該当します。

同時資料提供先 ・高松サンポート合同庁舎記者クラブ
・四国交通記者クラブ

資 料 ２ 



東日本地域等との物流・流通に関する四国地方連絡調整ネットワーク

四国と東日本地域等との工業製品や農林水産物等の物流・流通に関する四国内の企業等からの相四国と東日本地域等との工業製品や農林水産物等の物流 流通に関する四国内の企業等からの相
談等に対し、迅速かつ的確に対応を図るため、『四国国際物流戦略チーム 東日本地域等との物流・流
通に関する特別部会』参加機関からなる『東日本地域等との物流・流通に関する四国地方連絡調整ネッ
トワーク』を設置する。

四国内の企業等
（製造業、農林水産業、運輸業、建設業 等）（製造業、農林水産業、運輸業、建設業 等）

① ③

『四国国際物流戦略チーム 東日本地域等との物流・流通に関する特別部会』
参加機関

経済団体、運輸関係団体、地方公共団体（四国４県）、国の機関
②・④

①部会参加機関は、企業等からの相談等を随時受付。

②相談等を受けた部会参加機関は、所掌以外の内容については関係する部会参加機関と迅速に相談・調整。

③相談等を受けた部会参加機関は、相談・調整結果を、企業等に連絡。

④相談等を受けた部会参加機関は、相談・調整結果を部会参加機関に周知。

別
紙
－
３



住所 電話番号 FAX

香川県高松市丸の内２－５　ヨンデンビル本館４階 087-851-6032 087-821-9384

香川県高松市番町２－２－２（高松商工会議所内） 087-825-3511 087-825-3525

香川県高松市福岡町３－２－３ 087-851-6381 087-821-4974

香川県高松市錦町１－２１－３　開拓ビル内 087-821-6634 087-821-3778

香川県高松市香西南町３４７番２号 087-882-6931 087-882-2896

徳島県徳島市万代町１－１ 088-621-2586 088-621-2874

高知県高知市丸ノ内１－２－２０ 088-823-9734 088-823-9526

香川県高松市中野町２６番１号 087-831-2131 087-862-8780

岡山県北区下石井１－４－１　岡山第２合同庁舎 086-224-4511 086-232-7225

香川県高松市サンポート３－３３　高松サンポート合同庁舎７階 087-811-8523 087-811-8556

四国地方整備局　 企画部　企画課 香川県高松市サンポート３－３３　高松サンポート合同庁舎10階 087-811-8308 087-811-8408

　　　　　　　　　　　　 港湾空港部　港湾計画課 香川県高松市サンポート３－３３　高松サンポート合同庁舎８階 087-811-8330 087-811-8426

四国運輸局　 総務部　 香川県高松市松島町１－１７－３３ 087-835-6375 087-831-5286

交通環境部　消費者行政課 香川県高松市朝日新町１－３０ 087-825-1174 087-822-3412

自動車交通部　旅客課 香川県高松市松島町１－１７－３３ 087-835-6364 087-861-8773

自動車交通部　貨物課 香川県高松市松島町１－１７－３３ 087-835-6365 087-861-8773

海事振興部　旅客課 香川県高松市朝日新町１－３０ 087-825-1183 087-821-6319

海事振興部　貨物・港運課 香川県高松市朝日新町１－３０ 087-825-1184 087-821-6319

香川県高松市朝日新町１－３０ 087-821-7008 087-821-7008第六管区海上保安本部　高松海上保安部　航行安全課

高知県　産業振興推進部　運輸政策課

中国四国農政局　生産経営流通部　農産課

愛媛県松山市一番町４－４－２ 089-912-2250

四国経済産業局　産業部　産業振興課　

089-912-2249

香川県高松市番町４－１－１０ 087-832-3125 087-806-0234香川県　政策部　政策課

四国財務局　総務部　総務課

愛媛県  企画振興部　地域振興局　交通対策課

『東日本地域等との物流・流通に関する四国地方連絡調整ネットワーク』　窓口一覧

日本貨物鉄道株式会社　四国支店

徳島県 県土整備部 運輸総局 運輸政策課 みなと活力づくり室

機関名

四国経済連合会

四国商工会議所連合会

四国トラック協会連合会

四国地方海運組合連合会


