
「物流効率化シンポジウム in 九州」
開 催 概 要

■開催の背景及び趣旨

物流は、我が国の産業競争力の強化、豊かな国民生活の実現や地方創生を支えるイ

、 。ンフラとなっており 企業活動や国民生活において重要な役割を担っているものです

一方で、労働力不足が顕在化しつつあり、少子高齢化に伴う労働力人口の減少によ

って、中長期的には人材の確保が困難になっていく可能性も指摘されています。

そうした中で、我が国の物流機能を維持させるにあたっては、限られた労働力の下

で流通業務を行うことを可能とし、物流業務の生産性を向上させることが不可欠とな

っていますが、その際、個々の物流事業者の取組みだけでは限界があることから、物

流事業者同士が連携することはもとより、荷主や地方公共団体等の多様な関係者と連

携し、適切な役割分担により流通業務の省力化の取組みを促進していくことが求めら

れているものです。

そのような状況下、平成２８年１０月に「改正物流総合効率化法」が施行され、輸

送の合理化を支援する仕組みが構築されたところであり、これらを積極的に活用し流

通業務の総合化及び効率化を図ることにより、省力化の進展のみならず労働環境が改

善されることで人材の確保の面においても大きな効果も期待できるところとなってい

ます。

さらに、昨年７月には、これからの物流に対する新たなニーズに応え、我が国の経

済成長と国民生活を持続的に支える「強い物流」の実現に向け、その施策の方向性と

取組みを示した「総合物流施策大綱(2017年度～2020年度)」が閣議決定されると

ともに、本年1月31日には大綱を踏まえた「総合物流施策推進プログラム」が策定

され、積載効率の向上をはじめ具体的な数値目標が設定されるなど、物流の効率化・

省力化に向けた気運が高まっているところです。

■開催の目的

今回企画しているシンポジウムは、物流事業を取り巻く環境が大きく変化している

この機を捉え、官民が連携して行う物流の効率化・省力化の取組みを広く周知するた

め、物流総合効率化法の認定を受けた事業者や、物流の効率化等を通じて地域の産業

振興を図ろうとされている方々にパネリストとしてご参加いただき、これまで物流事

業者の立場から論ずることの多かった物流の効率化等について、生産者や荷主、消費

者の立場からの意見や考え方も踏まえた上で、現状の課題を共有し、意見を交換を行

っていただくものです。

これにより、物流総合効率化法が目指す「部分最適から全体最適なサプライチェー

ン」の実施など物流全体の効率性・生産性の向上に資することを目的として開催する

ものです。



１３：００ 開会

１３：０５ 主催者挨拶

１３：１０ 九州運輸局物流効率化政策推進本部からの報告

九州運輸局長（物流効率化政策推進本部長） 加賀 至

１３：２０ 基調講演

・総合物流施策大綱（２０１７年度～２０２０年度）の実現に向けて

国土交通省 総合政策局 物流政策課長 英 浩道

１４：２０ 物流効率化取組事例の紹介

・物流事業者による効率化・省力化に関する取組事例の紹介等

阪九フェリー㈱ 貨物営業部長 河本 順司

１４：４０ 休憩

１４：５５ パネルディスカッション

・コーディネーター 九州経済調査協会 調査研究部長 岡野 秀之

・パネリスト 九州産交運輸㈱ 代表取締役社長 荒川 泰治

阪九フェリー㈱ 貨物営業部長 河本 順司

日本貨物鉄道㈱ 九州支社長 姫野 健士

日本通運㈱ 九州営業部長 幸田 明男

佐賀県農業協同組合 園芸部（部長職） 納富 敏明

日本酒類販売㈱ 執行役員本部長 佐藤 稔

・アドバイザー 国土交通省九州運輸局 交通政策部長 本田 和久

１６：２５ 閉会挨拶

１６：３０ 閉会

主催 ・（公財）九州運輸振興センター
・九州トラック協会
・九州運輸局（物流効率化政策推進本部）

開催日時 平成３０年 ３月 ７日（水）
１３：００～１６：３０（受付開始：１２：３０）

開催場所 ハイアットリージェンシー福岡
福岡市博多区博多駅東2-14-1

物流事業者、荷主企業、経済団体、一般消費者等
１５０人

開催日時

開催場所

対象者及び募集定員

シンポジウム開催概要

第Ⅰ部

第Ⅱ部

物流効率化シンポジウム
in 九州

主催 参加費無料

申込み方法は裏面
をご覧ください

総合物流施策大綱を踏まえた九州の物流・経済の展望



  

 物流効率化シンポジウム 参加申込書  

 

日 時 ： 平成３０年３月７日（水） １３：００～１６：３０ 

九州運輸局 交通政策部 環境・物流課 行 

F A X : 092-472-2316 

社名・ 

団体名等 

 

 

 

区分 （いずれかを○で囲んでください） 

物流事業者   荷主企業   経済団体   一般消費者  その他 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

 

所属部署 

・役職等 

  

氏名 

 

  

  

  

参加申込方法 

・参加費は無料です。 

・シンポジウムへの参加につきましては事前登録が必要となりますので、別紙「参加申込書」に必要事項 

を記入のうえ、２月２８日（水）までにＦＡＸ（０９２－４７２－２３１６）にてお申し込みをお願いします。 

・申込多数により定員を超えた場合は、ご参加いただけない場合もありますので、予めご了承をお願いし 

ます。 

 

【会場までのアクセス】 

 JR 博多駅筑紫口より徒歩７分 

           

ハイアット・リージェンシー福岡 



総合物流施策大綱（2017年度～2020年度） の概要

民 間 + 各省庁等の連携に よ る施策の推進

物 流 の 生 産 性 向 上

◆ 物流は、我が国の産業競争力の強化、豊かな国民生活の実現と地方創生を支える、社会インフラであり、途切れさせてはならない。

◆ 現行大綱策定後、第４次産業革命や通販事業の拡大など社会状況が大きく変化し、今後も更なる少子高齢化等が進展。

◆ 社会状況の変化や新たな課題に対応できる「強い物流」を構築するために、物流の生産性向上に向けた、６つの視点からの取組を推進。

(1) サービスと対価との関係の明確化
コストの「見える化」：運送（運賃）と運送以外（料金）の区分の
推進 等

(1) モーダルコネクトの強化等による輸送効率向上
空港、港湾等と高速道路のアクセス強化、高速道路と物流施設の
直結の促進等

(1) 災害等のリスクに備える
①災害に強い物流システムの構築（ラストマイルも含めた支援物資
輸送の実現、コンビニ等の流通チャネルを活用した物資の供給等）、
②インフラの機能確保等のための老朽化対策（予防保全を前提とし
たメンテナンスの計画的な実施等）、③セキュリティ対応等（海賊対
策、マ・シ海峡等の船舶交通安全対策）、④大規模イベント時等に
おける対応

(1) 物流現場の多様な
人材の確保や高度化
する物流システムの
マネジメントを行う人材
の育成等
①国内の物流現場の
多様な人材の確保に
資する働き方改革等の
実施、②我が国企業の
海外展開に資するよう
現地人材の育成、③高
度化する物流システ
ム・マネジメントを設計・
管理する人材の育成

(2) 地球環境問題に備える
①省エネ法の活用によるサプライチェーン全体における環境負荷
低減、②船舶に係るSOx規制強化に対応するためのＬＮＧバンカリ
ング拠点の整備等 等

(2) 道路・海上・航空・鉄道の機能強化
①道路輸送の機能強化（ピンポイント渋滞対策の強化、人・物の平
常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するための基幹とな
る道路ネットワークの構築等）②海上輸送の機能強化（国際コンテ
ナ戦略港湾での大水深コンテナターミナルの整備、AIの活用によ
るコンテナターミナル運営の生産性向上等） 等

(3) 物流施設の機能強化
物効法の枠組みを活用した効果的な立地への物流施設の誘導等

(4) 物流を考慮した地域づくり
①地域における荷さばきルールの策定促進等、②自動運転サービス
を含む、道の駅等の小さな拠点を核とした新たな輸送システムの構築

(2) 透明性を高めるための環境整備を進める
契約の書面化、多重下請構造の是正を通じた取引の透明化 等

(3) 付加価値を生む業務への集中・誰もが活躍できる物流
への転換
①トラック予約受付システム等の活用による荷待ち時間の短縮、
②宅配便の再配達の削減、③中継輸送方式の導入等による働
きやすい環境整備 等

(2) 物流に対する理解
を深めるための啓発
活動
国民が、物流の一利用
者として適切な選択が
可能となるよう、物流の
社会的な役割、物流の
抱える課題等について
理解を深めるための啓
発活動等

(1) IoT、BD、AI 等の活用によ
るサプライチェーン全体最適
化の促進等
気象データのAI解析による需
要予測の製・配・販での共有、
RFIDの活用によるサプライ
チェーン全体の最適化と在庫
日数や輸送コストの削減 等

(2) 隊列走行及び自動運転に
よる運送の効率化
世界に先駆けた自動運転の社
会実装。特に、後続車無人の
隊列走行については、社会実
装を目指し、必要な技術開発、
社会的受容性や事業面を検討

(5) 船舶のIoT化・自動運航船
IoT等の活用による陸上からのリア
ルタイムでの船舶の機器監視等

(3) ドローンの活用
荷物配送を本格化させるための
取組を実施

(4)物流施設の自動化・機械化
ロボット機器の導入を通じて、庫
内作業の省人化、現場作業の
負担軽減

［５］新技術（IoT、BD、AI等）
の活用による“物流革命”

物流分野での新技術を
活用した新規産業の創出

＋

＜革命的に変化する＞

(1) 連携・協働による物流の効率化
①事業者間の連携による物流量変動（ムラ）の緩和、②荷物情
報をあらかじめ受け取ることによる荷受け作業の効率化等、③共
同物流による積載率の向上・モーダルシフト

(2) 連携・協働を円滑化するための環境整備
①事業者間のデータの標準化等、②パレット使用の標準化、
③RFID利用の拡大

(3) アジアを中心としたサプライチェーンのシームレス化 ・高
付加価値化
①越境通行の促進、NACCSの海外での活用等、②我が国物流
システムの国際標準化、③農水産品の物流効率化・輸出促進
に資する物流面での取組 等

［１］サプライチェーン全体の効率化・価値創造に
資するとともにそれ自体が高い付加価値を
生み出す物流への変革 ～競争から共創へ～

＜繋がる＞

＜見える＞

［２］物流の透明化・効率化とそれを通じた働き方
改革の実現

＜支える＞

［３］ストック効果発現等のインフラの機能強化による
効率的な物流の実現

～ハードインフラ・ソフトインフラ一体となった社会インフラとしての機能向上～

＜備える＞

［４］災害等のリスク・地球環境問題に対応する
サステイナブルな物流の構築

＜育てる＞

［６］人材の確保・育成
＋

物流への理解を深め
るための国民への啓

発活動等



総合物流施策推進プログラム 構成

(1) モーダルコネクトの強化等による輸送効率向上

(1) 災害等のリスクに備える

(2) 地球環境問題に備える

(2) 道路・海上・航空・鉄道の機能強化
(3) 物流施設の機能強化
(4) 物流を考慮した地域づくり

(2) 透明性を高めるための環境整備を進める

(1) 連携・協働による物流の効率化
(2) 連携・協働を円滑化するための環境整備
(3) アジアを中心としたサプライチェーンのシームレス
化 ・高付加価値化

［１］サプライチェーン全体の効率化・価値創造に
資するとともにそれ自体が高い付加価値を生み
出す物流への変革～競争から共創へ～

＜繋がる＞ ＜支える＞

［３］ストック効果発現等のインフラの機能強化による
効率的な物流の実現 ～ハードインフラ・ソフトイン
フラ一体となった社会インフラとしての機能向上～

＜備える＞

［４］災害等のリスク・地球環境問題に対応する
サステイナブルな物流の構築

(2) 隊列走行及び自動運転による
運送の効率化

(5) 船舶のIoT化・自動運航船

(3) ドローンの活用

(4)物流施設の自動化・機械化

［５］新技術（IoT、BD、AI等）
の活用による“物流革命”

物流分野での新技術を
活用した新規産業の創出

＋

＜革命的に変化する＞

(1) IoT、BD、AI 等の活用による

サプライチェーン全体最適化
の促進等

(1) サービスと対価との関係の明確化

(3) 付加価値を生む業務への集中・誰もが活躍
できる物流への転換

＜見える＞

［２］物流の透明化・効率化とそれを通じた
働き方改革の実現

(1) 物流現場の多様な人材
の確保や高度化する
物流システムのマネジメ
ントを行う人材の育成等

(2) 物流に対する理解を
深めるための啓発活動

＜育てる＞

［６］人材の確保・育成
＋

物流への理解を深めるため
の国民への啓発活動等

総合物流施策推進プログラム（概要）

物流事業の労働生産性を将来的に全産業平均並みに引き上げることを目指して、2020年度までに２割程度向上

【総合物流施策推進プログラムについて】
■ 総合物流施策大綱(2017年度～2020年度)(平成29年７月28日閣議決定)に基づき、今後推進すべき具体的な物流施策をとりまとめた施策集
■ 総合物流施策推進会議（関係局長等により構成）により決定

【プログラムの内容】
■ 大綱に基づいて今後推進すべき具体的施策

■ 各視点・各施策の目標・指標、目標の達成に向けて各年度に実施すべき施策をまとめた工程表

■ 必要に応じてプログラムを見直すなど、PDCA方式により進捗管理を適切に実施

■ 総合物流施策大綱に基づき、関係省庁の連携により９９施策を強力に推進（うち６８施策は新規追加・拡充施策）

国土交通省 経済産業省 環境省 農林水産省 警察庁 公正取引委員会 総務省 財務省 厚生労働省関係省庁



総合物流施策推進プログラム 新規・拡充施策例①

［１］サプライチェーン全体の効率化・価値創造に資するとともにそれ
自体が高い付加価値を生み出す物流への変革（＝繋がる）
～競争から共創へ～

○在庫、多頻度輸送等の見直しに
より、波動を抑制し、稼働率を向上

○サプライチェーン全体の効率化
のためのRFID利用の拡大

○我が国物流システムの国際標準化

［２］物流の透明化・効率化とそれを通じた働き方改革の実現
（＝見える）

○荷役等の運送以外の
役務の対価の収受対策

○荷待ち時間・荷役時間の短縮
による稼働率向上

【スワップボディコンテナ車両】

【トラック予約受付システム】

○宅配便の再配達削減による
宅配事業の効率化

【宅配ボックスの設置促進】 【啓発活動(COOL CHOICE)】

○農林水産物・食品の輸出促進
に資する物流面での取組

【世界初の保冷宅配便サービス
に関する国際規格（PAS1018）】

○トラックの積載効率： 39.9％（2016） → 50%

○コンビニの取扱商品への電子タグを貼付数
０個(2016) → 推計1,000億個／年(2025) ※コンビニの全ての取扱商品への貼付

○日本の小口保冷輸送サービスをベースとした国際規格の認証取得社数
―社(2016) → 30社

○農林水産物・食品の輸出額： 7,502 億円(2016) → １兆円(2019)

○トラック運送事業における契約内容の書面化率
約50%(2017） → 60%

○宅配便の再配達率：16%程度(2017) → 13%程度
○物流総合効率化法による認定件数（輸送網の集約）：8件(2016) → 150件

施策例

上記施策に係る指標

施策例

○パレット化等による機械荷役
への転換促進

【新型航空保冷コンテナの開発】

【標準運送約款の改正（イメージ）】

荷主 物流事業者

上記施策に係る指標

○契約書面化の推進

契約書面化の推進

契約対象の明確化



上記施策に係る指標

施策例施策例

上記施策に係る指標

総合物流施策推進プログラム 新規・拡充施策例②

［３］ストック効果発現等のインフラの機能強化による効率的な
物流の実現（＝支える）～ハードインフラ・ソフトインフラ一体
となった社会インフラとしての機能向上～

○モーダルコネクトの強化

○平常時・災害時を問わない安定的な
輸送を確保するための基幹となる道
路ネットワークの構築

○ダブル連結トラックの早期導入
・幹線物流での普及

［４］災害等のリスク・地球環境問題に対応するサステイナブルな物流
の構築（＝備える）

○ラストマイルを含む円滑な
支援物資輸送体制の構築

○コンビニ等の指定公共機関と
しての指定による緊急物資等
の円滑な輸送・供給

○道路・港湾等の防災・減災
・老朽化対策

○運航情報等一括情報検索
システム等によるモーダル
シフトの促進

○三大都市圏環状道路整備率：74％(2016) → 80%

○国際海上コンテナ車（40ft背高）の特車通行許可必要台数の削減
約30万台(2016) → 概ね半減(2026)

○国際コンテナ戦略港湾へ寄港する基幹航路の便数
①北米基幹航路：デイリー寄港(2016) → デイリー寄港の維持・拡大(2018)

②欧州基幹航路：週２便(2016) → 週３便(2018)

○大企業及び中堅企業の物流事業者におけるBCPの策定割合
大企業 63.0% 中堅企業 44.4％ (2015)

→ 大企業 ほぼ100% 中堅企業 50%

○海運によるモーダルシフト貨物の輸送量：340億ﾄﾝｷﾛ(2015) → 367億ﾄﾝｷﾛ
○鉄道によるモーダルシフト貨物の輸送量：197億ﾄﾝｷﾛ(2016) → 221億ﾄﾝｷﾛ

○AI、IoT、自働化技術の組み
合わせによる、世界最高水準
の生産性を有し労働環境の
良いコンテナターミナル
（「AIターミナル」)の実現

【災害リスクに備える】

【地球環境問題に備える】
【ダブル連結トラック】

○大規模建築物に係る物流の円滑化 ○LNGバンカリング拠点の形成促進

【モーダルシフト船の運航情報等一括情報検索システム】

【コンビニ等の指定公共機関としての意義】

【LNGバンカリング拠点（イメージ）】

【プッシュ型支援による物資輸送の流れ】

避 難 所

避 難 所

避 難 所

避 難 所

支援物資供給元

支援物資供給元

支援物資供給元

＜ 被 災 地 ＞

国 被災都道府県・市町村

貨物駅
港湾
航空貨物上屋

物流結節点

国土交通省

政府非常（緊急）災害対策本部の要請を受け、
関係情報を収集し、物資拠点、輸送手段を確保

調達担当省庁

物流結節点

貨物駅
港湾
航空貨物上屋

広域物資輸送拠点

地域内輸送拠点

地域内輸送拠点

国 被災都道府県・市町村

物流
結節点

物流
結節点

広域物資
輸送拠点

避難所

避難所

避難所

避難所

地域内輸送拠点

地域内輸送拠点

支援物資供給元

支援物資供給元

支援物資供給元

ＡＩの活用による荷繰りを最小化
したコンテナ蔵置計画の提案 等

【荷さばきスペース等の確保】

【三大都市圏環状道路の整備】



上記施策に係る指標

施策例施策例

上記施策に係る目標

総合物流施策推進プログラム 新規・拡充施策例③

［５］新技術（IoT、BD、AI等）の活用による“物流革命”

○隊列走行及び自動運転による運送の飛躍的な効率化

○小型無人機（ドローン）の物流事業への活用

○IoT技術を活用した船舶の開発・普及

［６］人材の確保・育成、物流への理解を深めるための国民へ
の啓発活動等

○物流に関する資格の取得促進
等による高度物流人材の育成

○教育等の機会を通じた物流への理解の増進

【現場見学】【教科書への掲載（例：東京書籍）】

○物流に関する高度な資格の取得者数：
4,247人（2013-2016） → 4,700人（2017-2020）

○トラック運転に従事する女性労働者数：約2万人(2016) → 約4万人
○海運業（外航及び内航）における船員採用者数の水準

毎年度 1事業者あたり年間平均2.61人

○2020年に高速道路（新東名）での後続無人隊列走行を実現
○2018年に山間部などニーズの見込まれる地域でドローンを使用した
荷物配送を実現

2020年代には人口密度の高い都市でも安全な荷物配送を本格化
○先進船舶の導入隻数：0隻(2016) → 250隻(2025)

○荷役の自動化・機械化

【ロジスティクス経営士(JILS)】

○我が国企業の海外展開
に資する現地人材の育成

【ASEAN地域における人材育成支援事業】

○船員の安定的・効果的な
確保・育成

【ＡＩで最適化されたロボットによる自動積付】

○中継輸送の普及・拡大

【乗船実習の様子（銀河丸）】

【自動運航船のイメージ】
提供: (一財)日本船舶技術研究協会



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

物流効率化シンポジウム in 九州(平成30年3月7日開催)
報告資料

運輸と観光で九州の元気を創ります

九州運輸局

平成 30 年 2 月 28 日



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局九州経済の位置づけ（ポテンシャル）

・九州の経済規模は「１割経済」といわれ、地域総生産額（名目）は全国の９％程度、人口は約１０％程
度となっている。
・一方で、九州はＩＣの生産、鋼船・自動車の生産等多様な産業の製造拠点、農業・漁業等の産出拠
点となっており、そうした産業の生産量・生産額は全国比を超えたものとなっている。

全国に対する九州経済の産業分野別シェア

出典：総務省・平成28年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数

ブロック別人口構成比

1

全国の約１割

全国の
１．５～３割



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局九州の主要産業（半導体関連産業・自動車産業）

・九州の半導体関連産業は、製造出荷額が約１．４兆円に及ぶ九州のリーディング産業のひとつであ
り、集積回路にあっては国内の約３割のシェアを誇る生産拠点となっている。
・九州の自動車産業は、完成車の生産増加に伴い部品の製造・加工等を担う自動車関連企業が九州
北部を中心に進み、国内でも有数の生産拠点に発展している。

九州のＩＣ生産金額と全国シェアの推移 九州の自動車生産台数と全国シェアの推移

出典：九州経済産業局・九州経済の現状2017冬 出典：九州経済産業局・九州経済の現状2017冬

全国シェア ２９．７％ 全国シェア １４．７％

2

単位：十億円



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局九州の主要産業（農業）

・九州の農業産出額（平成２７年度）は約１．８兆円であり、全国シェアは１９．８％を占めている。
・ブロック別農業産出額構成比では関東に次いで高いシェアとなっている。

ブロック別農業産出額構成比 九州の農業産出額・全国シェアの推移

出典：農林水産省・平成27年生産農業所得統計（確報）出典：農林水産省・平成27年生産農業所得統計（確報）

全国シェア １９．８％

3



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局九州の産業集積及びインフラ整備の状況

4

九州の主要産業集積状況 九州のインフラ整備状況
平成２９年１月現在

出典：九州経済調査協会 出典：九州経済産業局



国土交通省
九州運輸局九州における海上輸送網の整備状況

・長距離フェリー航路＊は全国に８社１１航路が開設され、そのうち５社８航路が九州に発着しており、
車両航送台数は新造船効果やモーダルシフトが進んだことを受けて前年度比５．５％増（１１７万５千
台）となっている。また、内航ＲＯＲＯ船による定期航路は５社８航路が九州に発着している。
・モーダルシフトの受け皿となる海上輸送網の充実が、九州の強みとなっている。

九州に発着する長距離フェリー航路一覧表

5

航路名 就航船 運航回数

① 阪九フェリー㈱  新門司～神戸 2隻 1往復/日

② 阪九フェリー㈱  新門司～泉大津 2隻 1往復/日

③ ㈱名門大洋フェリー  大阪～門司 4隻 2往復/日

④ オーシャントランス㈱  北九州～徳島～東京 4隻 1往復/日

⑤ ㈱フェリーさんふらわあ  大阪～別府 2隻 1往復/日

⑥ ㈱フェリーさんふらわあ  大分～神戸 2隻 1往復/日

⑦ 宮崎カーフェリー㈱  宮崎～神戸 2隻 1往復/日

⑧ ㈱フェリーさんふらわあ  大阪～志布志 2隻 1往復/日

8航路 20隻

事業者名

5社

＊長距離フェリー航路とは、陸上輸送のバイパス的な旅客
フェリー（本土～奄美大島～沖縄航路を除く）で、片道の
航路距離が300㎞以上の航路をいう。

九州に発着する内航ＲＯＲＯ船航路一覧表

航路名 就航船 運航回数

日本通運㈱・商船三井フェリー  東京～博多～岩国～松山 2隻 3往復/週

日本通運㈱・商船三井フェリー  東京～大分～博多～宇野 2隻 3往復/週

商船三井フェリー㈱  東京～御前崎～苅田～大分 2隻 4往復/週

川崎近海汽船㈱  大分～清水 1隻 3往復/週

川崎近海汽船㈱  油津～細島～東京 1隻 2往復/週

川崎近海汽船㈱  常陸那珂～北九州 1隻 2往復/週

マルエーフェリー㈱  東京～(名古屋)～志布志～那覇 2隻 3往復/週

鹿児島荷役海陸運輸㈱  大阪～鹿児島～那覇 1隻 1往復/週

8航路 12隻

事業者名

5社

平成30年3月1日現在



国土交通省
九州運輸局

■鹿児島線（１１駅）

・北九州貨物ターミナル駅 ・大牟田駅

・東小倉駅 ・熊本駅

・浜小倉駅 ・八代駅

・黒崎駅 ・川内駅

・福岡貨物ターミナル駅 ・鹿児島貨物ターミナル駅

・鳥栖貨物ターミナル駅

■佐世保線（１駅）

・有田駅

■長崎線（２駅）

・鍋島駅 ・長崎駅

■日豊線（５駅）

・西大分駅 ・南延岡駅

・鶴崎駅 ・佐土原駅・

・延岡駅

■オフレールステーション（ＯＲＳ （５駅））

・大牟田ＯＲＳ ・佐土原ＯＲＳ

・有田ＯＲＳ ・都城ＯＲＳ

・長崎ＯＲＳ

九州における鉄道コンテナ輸送網の整備状況

・ＪＲ貨物は、九州内に貨物駅１９カ所及びオフレールステーション（ＯＲＳ）５箇所を配置している。
・鉄道コンテナ輸送は、環境負荷の少ない大量輸送機関としてモーダルシフトの推進に大きな役割を
果たしている。

九州の貨物駅及びＯＲＳ一覧表

6



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局トラック輸送における労働力の現状

・トラックドライバーの労働力不足が顕在化し、その後も不足感は強まる傾向。
・ トラックドライバーは全産業平均以上のペースで高齢化が進んでおり、高齢層の退職等を契機として
今後さらに労働力不足が深刻化する恐れ。

7
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出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より国土交通省物流政策課作成

トラックドライバーの平均年齢

全産業平均以上の
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国土交通省
九州運輸局

・九州の事業者は、全国の事業者数の概ね１割を占める。なお、従業員又は車両規模別の構成比は全国の傾向と
大きく変わらない。
・規制緩和以降、事業者数は大幅に増加しており、平成２年度の事業者数の約１．７倍まで増加している。
・輸送品目の特徴としては、農水産品の輸送が多く、九州産の野菜は、大消費地である関東や関西地方にそれぞ
れ出荷量の約２割程度が出荷されている。

九州のトラック運送事業の現況

九州のトラック事業者の規模別構成比（平成28年3月末現在）

トラック運送事業者数の推移

九州の運輸業の従業者数 29万人（労働力調査）

48.5% 23.4% 19.5% 5.8% 2.3% 0.4%

従業員
規模別

１～１０人 11～２０人 ２１～５０人 ５１～１００人 １０１～３００人 ３０１人～

59.8% 18.7% 8.5% 7.0% 4.3% 1.7%

車両
規模別

１～１０両 11～２０両 ２１～３０両 ３１～５０両 ５１～１００両 １０１両～

Ｈ２ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

40,072 46,683 55,427 62,056 62,988 62,176

3,778 4,271 5,371 5,956 6,449 6,567

全　国

九　　州

年　度

出典：九州の青果物の出荷状況（九州農政局「統計でみる 九州の農業・農村」） 8



国土交通省
九州運輸局

納品先

荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

納品
先

特定流通
業務施設

輸送網の集約 輸配送の共同化

納
品
先

低積載率による個別納品

納
品
先

計画

高積載率な一括納品

工場

工場

モーダルシフト

納品先

長距離トラック輸送

納品先

計画

工場

工場
鉄道・船舶を活用した大量輸送

計画

21

◇ 国土交通省では、物流政策の基礎となる物流総合効率化法を、物流分野の労働力不足への対
応を強力に推進し、流通業務の省力化を図るため、平成２８年１０月１日に法改正を行い、２以上の

者の連携を前提に、多様な取組みへと対象を拡大。

物流総合効率化法に基づく
総合効率化計画の認定

１．補助制度による支援

○モーダルシフト等推進事業
・計画策定経費補助
・モーダルシフト等運行経費補助

２．税制上の特例による支援

○輸送連携型倉庫の建物整備
・所得･法人税を５年間にわたり割増償却10％
・固定資産・都市計画税を5年間にわたり軽減
（倉庫：1/2 付属設備：3/4）

○旅客鉄道による貨物輸送
・貨物用車両、貨物搬送装置の固定資産税を
５年間にわたり、それぞれ2/3、3/5に軽減）

物流総合効率化法に基づく効率化のイメージ

物流総合効率化法に基づく輸送の効率化等に向けた支援

総合効率化計画 ７件を認定
・輸送網の集約 １件
・モーダルシフト ５件
・輸配送の共同化 １件

（全国の認定件数 ６８件） 9

モーダルシフトの認定事例として、長崎から東京までの農産物のトラック輸送にお
ける幹線部分（福岡～東京間）を鉄道輸送に転換した場合、ＣＯ２排出量の削減
率：７３％、ドライバー運転時間削減率：８７％と大きな効果がでているもの

モーダルシフトの認定事例として、長崎から東京までの農産物のトラック輸送にお
ける幹線部分（福岡～東京間）を鉄道輸送に転換した場合、ＣＯ２排出量の削減
率：７３％、ドライバー運転時間削減率：８７％と大きな効果がでているもの



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局災害時のリスクに対応する物流の構築

○首都直下・南海トラフ巨大地震等を想定し、応援県との地域を越えた連携体制も含んだ、支援物資拠点の
開設・運営の基本的な考え方・役割分担や対応手順を示すマニュアルを作成。

③ 広域物資拠点開設・運営のマニュアル（ハンドブックの作成）

○支援物資の広域的な受入拠点（広域物資拠点）としての活用を想定する民間物流施設
（民間物資拠点）の選定。これまで137施設（全国で1,400施設）リストアップ。

○都道府県と物流事業者団体との間の輸送・保管・職員派遣に関する協力協定の締結
･支援物資の保管や輸送に関する協定 【震災前】 輸送：７、保管：３ →【H２９.１２末】 輸送：７、保管：７
・都道府県災害対策本部等への物流専門家の派遣に関する協定 【震災前】 ６ →【H29.１２末】 １０

（選定基準例）
・主要幹線道路や交通結節点の周辺に立地する等アクセス性の高い箇所

･施設自体が比較的大規模かつ地震に強い施設であるととともに、荷役機械が常備され
ており、支援物資の保管仕分けなどが効率的に実施可能

①民間物資拠点のリストアップ

②自治体と民間団体における協力協定の締結促進

＜民間物資拠点のリストアップ状況＞
（H29.3.31現在）

北海道 207 近畿 151 

東北 126 中国 50

北陸信越 85 四国 35 

関東 397 九州 137 

中部 204 沖縄 8 

総計 1,400
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・大規模災害発生時において、必要な緊急支援物資を迅速・確実に被災者に届けるため、円滑な支援
物資輸送体制の確立に向けた取組みを実施。

・国（地方運輸局）が主催し、地方自治体・ 民間物流事業者等が参画する協議会を開催し、民間物資
拠点のリストアップ、官民の協力協定の早期締結並びに拡充について働きかけを実施。

・官民の連携・協力関係の強化や、円滑な広域物資輸送拠点の開設・運営を行うためのマニュアルを
作成する等、災害発生時においても迅速・的確に対応できる体制の構築を促進。


