平成２７年４月１４日
内閣府沖縄総合事務局

沖縄国際物流セミナーの開催について
沖縄の自立型経済の構築に寄与するため、効率的・効果的な国際物流体系の実現に向け
た今後の戦略を検討する「沖縄国際物流戦略チーム」が平成 19 年 3 月に設立され、これま
でに約８年にわたり検討を続けてきました。
これまでの取り組みについて皆様にご報告するとともに、沖縄における国際物流の将来
の展望を考えることを目的として、沖縄国際物流セミナーを以下のとおり開催しますので
お知らせします。
記

【沖縄国際物流セミナー】
１

開催日時：平成 27 年 4 月 28 日（火）13 時 30 分～15 時 30 分

２

会

場：沖縄県立博物館・美術館

３

主

催：沖縄国際物流戦略チーム
（事務局：沖縄県商工会議所連合会・沖縄総合事務局開発建設部）

４

講堂（沖縄県那覇市おもろまち３－１－１）

プログラム
⑴ 開会挨拶
⑵ 国際物流についての行政報告
⑶

講演
講演①「国際コンテナ貨物の現在と将来」
ＡＰＬ（アメリカン プレジデント ラインズ リミテッド）
ヘッド オブ オペレーションズ 北東アジア地域
久保 功
講演②「沖縄の未来に向けて ～沖縄貨物ハブ～
（株）ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ 沖縄統括室 室長

」
高濱

剛司

氏

氏

講演③「国際ＲＯＲＯ航路を活用した海外物流の展開」
沖縄地方内航海運組合 理事長
山城 博美 氏
⑷

閉会挨拶

５

参加要綱
参加無料（定員 200 名）
参加ご希望の方は、別添の参加申し込み用紙に必要事項（氏名・連絡先・会社団体名・所属
役職）をご記入の上、4 月 23 日（木）までにＦＡＸまたは E-mail でお申し込みください。
※取材を希望される方は、4 月 23 日（木）17 時までにご連絡をお願い致します。

《連絡先》沖縄総合事務局 開発建設部 港湾計画課 大城・宮城 TEL098-866-1906
【問い合わせ先】
那覇商工会議所 企画業務部 玉城
TEL：098-868-3758
内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部
港湾計画課 花田
TEL：098-866-1906 FAX：098-861-9916

沖縄国際物流セミナー
～沖縄と世界をつなぐ

海と空の物流戦略のこれから～

ANA CARGO提供

参加
無料
沖縄の自立型経済の構築に寄与するために、効率的・効果的な物流体系の実現に向けた物流戦略を検討する
「沖縄国際物流戦略チーム」が平成19年３月に設立され、これまで約８年にわたり検討を続けてきました。
本セミナーは、これまでの取り組みについて皆様にご報告するとともに、沖縄における国際物流の将来の展
望を考えることを目的としています。

■プログラム

●開催日時 平成27年4月28日（火）
13:30～15:30（開場13:00）
●会
場
沖縄県立博物館・美術館 講堂

１．開会挨拶
２．国際物流についての行政報告

沖縄県那覇市おもろまち３－１－１

３．講演（13：45～15：30）
講演①「国際
講演①「国際コンテナ貨物の現在と将来」
テナ貨物の現在と将来
ＡＰＬ（ アメリカン プレジデント ラインズ リミテッド ）

●定

員 ２００名

ヘッド オブ オペレーションズ 北東アジア地域

久保

功 氏

講演②「沖縄の未来に向けて～沖縄貨物ハブ～」
(株)ＡＮＡ Cargo 沖縄統括室 室長

高濱

剛司 氏

講演③「国際RORO航路を活用した海外物流の展開」
沖縄地方内航海運組合 理事長

山城
４．閉会挨拶

博美 氏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【参加申し込み方法 】
・ E-mailまたはFAXにて、必要事項をご記入のうえお申し
込みください。
・ 申込者の個人情報は当セミナーの運営のみに使用し、
責任を持って管理いたします。

【申 し 込 み 先】
沖縄国際物流戦略チーム事務局
（沖縄総合事務局開発建設部 港湾計画課）
ＴＥＬ：０９８ー８６６－１９０６
F A X ：０９８－８６１－９９１６
E-mail：ooshiro730-satoru@ogb.cao.go.jp

※詳細情報、参加申し込みは裏面をご覧ください。

主催 ： 沖縄国際物流戦略チーム （事務局 沖縄県商工会議所連合会 ・ 内閣府沖縄総合事務局開発建設部）

沖縄国際物流セミナー
～沖縄と世界をつなぐ海と空の物流戦略のこれから～

講演者紹介
くぼ

いさお

久保 功 氏

ＡＰＬ（アメリカ ン プ レジデント ラインズ リミテッド）
ヘッド オブ オペレーションズ 北東アジア地域

やましろ

たかはま たけし

高濱 剛司 氏

【略歴】
1989年ＡＰＬ入社
以降、オペレーションズ ディレクター、
ＡＰＬサウジアラビア代表の職を歴任。
2014年2月より現職。
北東アジア（日本・韓国）のオペレーションの
責任者として、コスト縮減、オペレーションプ
ロセスの効率化、最適化に取り組む。

ひろみ

山城 博美 氏

（株）ＡＮ Ａ Cargo 沖縄統括室 室長

【略歴】
1988年全日本空輸(株)入社
大阪（伊丹空港）における旅客カウンター業務を皮
切りに、国際貨物ハンドリング部門における企画・
オペレーション品質管理、グループ運航（航空）会
社においては人事 総務業務に従事
社においては人事・総務業務に従事。
2012年秋より、国内外のオペレーション本部機能
における貨物部門統括部署を経て、今春より現職。
沖縄の更なる発展に寄与すべく、貨物ハブを始め
とする諸業務に従事。

沖縄地方内航海運組合 理事長
（琉球海運（株） 代表取締役社長）
【略歴】
1972年琉球海運(株)入社
以降、取締役東京支店長、常務取締役、
専務取締役、代表取締役専務を歴任。
2008年6月より現職。
2009年7月「海の日」海事関係功労者
国土交通大臣表彰受賞。

会場およびアクセス
沖縄県立博物館・美術館
沖縄県立博物館
美術館 ３階
階 講堂

りうぼう
楽市

Ｔギャラリア

県 立博
物 館前

県立博物館前

日本銀行
那覇支店

那覇新都心
センタービル

与儀 →

沖縄総合事務局

お もろま ち
駅前

ゆいレール

那覇空港 →

上之屋

330

お問い合わせ・お申し込み先

●参加ご希望の方は、下記の申し込み用紙にご記入の上、
ＦＡＸまたは、Ｅ－ｍａｉｌでお申し込み下さい。
（氏名・連絡先・会社団体名・所属・役職をご記入下さい）
●申込者の個人情報は、当セミナーの運営のみに使用し、
事務局で責任を持って管理いたします。
●申し込み締め切り 平成
平成27年4月23日（木）
年 月 日（木）
※定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。

沖縄国際物流セミナー参加申し込み用紙
ふりがな

サンエー
メインプレイス

上之屋

参加申し込み方法

ご氏名

コープ
あっぷるタウン

国道 号線

おもろまち
駅前広場

おもろまち駅

号線

58

古
←島

沖縄県立
博物館・美術館

国道

●沖縄都市モノレール（ゆいレール）
おもろまち駅下車 徒歩約10分
●バス
県立博物館前バス停下車
那覇メインプレイス東口バス停下車 徒歩5分
おもろまち駅前バス停下車 徒歩10分
●タクシー
那覇空港より 約30分

新
←港ふ頭

沖縄県那覇市おもろまち３－１－１
TEL：（０９８）９４１－８２００

沖縄国際物流戦略チーム事務局
沖縄国際物流戦略
事務局
〒９００－０００６
沖縄県那覇市おもろまち２－１－１
那覇第２地方合同庁舎２号館３階
沖縄総合事務局 開発建設部 港湾計画課内
担当 ： 大城 ・ 宮城（TEL:098-866-1906）
F A X の場合
場合 ： （
（０９８）８６１－９９１６
）
E-mailの場合 ： ooshiro730-satoru@ogb.cao.go.jp

FAX送付先：０９８－８６１－９９１６

ご連絡先（E-mailまたは、TEL、FAX）

E-mail：
TEL：
FAX：
ふりがな
E-mail：
TEL：
FAX：
ふりがな
E-mail：
TEL：
FAX：
ふりがな
E-mail：
TEL：
FAX：
※申し込みに際して頂いた個人情報は、当セミナー以外の目的で使用致しません。

会社・団体名

ご所属・ご役職

