
 

 

 

平 成 3 0 年 1 1 月 1 3 日 

総合政策局国際政策課 

「日 ASEAN 交通連携」の 2018-19 年の行動計画が承認されました。 

～「第16回日 ASEAN交通大臣会合」結果概要～ 

※1：ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポー
ル、タイ及びベトナム 

※2：2003年に創設された、交通分野における我が国とASEANの協力枠組 

 

第16回日 ASEAN交通大臣会合 

１．日 程 ： 11月 9日（金） 

２．場 所 ： タイ・バンコク 

３．日本から 

の出席者 

： 藤田 耕三  国土交通審議官 

磯野 正義  国際交通特別交渉官 他 

４．概 要 ： 本会合合では、ASEAN における「交通の連結性」をさらに推進す

るため、我が国から、「道路交通安全」等の新規プロジェクトの実

施を含む日ASEAN交通連携の2018～2019年の行動計画を提案し、

別添の共同大臣声明のとおり、これらが承認されました。 
 

  

フォトセッションの模様 冒頭挨拶をする藤田国土交通審議官 
（写真中央） 

 

 

 

我が国とASEAN※1との間の交通分野における協力連携（日ASEAN交通連携※2）を進め

るため、タイ王国バンコクにおいて「第16回日 ASEAN 交通大臣会合」が下記のとおり

開催され、我が国から藤田国土交通審議官が共同議長として出席しました。 

また、併せてタイ運輸大臣との二国間会談を行いました。 



タイ運輸大臣との二国間会談  

１．日 程 ： 11月 9日（金） 

２．場 所 ： タイ・バンコク 

３．出席者 ： （日本側）藤田 耕三  国土交通審議官 他 

（タイ側）アーコム   タイ運輸大臣 他 

４．概 要 ： 二国間会談では、鉄道分野・港湾分野の協力等に関する協議を行

い、両国間におけるインフラ・交通分野での協力関係をさらに強化

していくことを確認しました。 
 

 

 

アーコム・タイ運輸大臣との会談 
（左：藤田国土交通審議官、右：アーコム運輸大臣） 

 

【問い合わせ先】 

 総合政策局 国際政策課 インフラシステム海外展開戦略室長 笠井、中村 

電 話：03-5253-8111（内線：25902、25904）直 通：03-5253-8319 

FAX  ：03-5253-1561 



（仮訳） 
第 16 回日 ASEAN 交通大臣会合 
2018 年 11 月 9 日  タイ・バンコク 

 
共同大臣声明 

 
 

１．第 16 回日 ASEAN 交通大臣会合は、2018 年 11 月 9 日、タイ・バンコクにて

開催された。同大臣会合では、アーコム・トゥームピッタヤーパイシット・タイ運輸

大臣及び藤田国土交通審議官が共同議長を務めた。同大臣会合に先立って、

2018 年 11 月 7 日に、第 17 回日 ASEAN 交通次官級会合が開催された。 

 

２．ASEAN の大臣らは、「クアラルンプール交通戦略計画 2016-2025」に基づい

て行う、航空、陸上交通、海上交通、持続可能な交通及び交通円滑化の各分野

における AESAN の様々な取組に対して、日本が、「日 ASEAN 交通連携」の下

のプロジェクト・活動を通じて、包括的かつ継続して協力していく意向を表明した

ことを歓迎した。 

 

３．大臣らは、2013 年 12 月の第 11 回日 ASEAN 交通大臣会合において採択さ

れた「パクセー・アクションプラン」の下、「日 ASEAN 交通連携ワークプラン

2017-2018」に基づき実施された 26 のプロジェクトの着実な進展を歓迎した。大

臣らは、本ワークプランの下での活動の成果として、「日ASEAN グリーン物流優

良事例集」、「日 ASEAN コールドチェーン物流ガイドライン」、「ASEAN 国際幹線

道路向け道路舗装技術資料」及び「航空保安のための日 ASEAN 地域行動計画

（RRMAS）」を承認した。 

 

４．大臣らは、ASEAN地域における連結性を更に高めていくため、「日ASEAN交

通連携ワークプラン 2018-2019」を承認した。大臣らは、新ワークプランが、新規

イニシアティブである「道路交通安全」及び「モバイル・ビッグデータの活用（※）」

別添 
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を含むことを確認した。新ワークプランに盛り込まれたプロジェクト・活動の一覧

表は、別表１の通りである。 

※日 ASEAN 交通情報プラットフォームプロジェクトの下で実施 
 

５．大臣らは、2018 年 1 月に札幌にて開催された、第 3 回日 ASEAN 航空協定交

渉会合における進捗について確認した。大臣らは、日本と ASEAN 各国との航空

関係を拡大するという観点から、より自由度が高くかつ相互に有益な日ＡＳＥＡＮ

航空協定の締結に向け、交渉会合において取り組むことに合意した。 

 

６．大臣らは、「パクセー・アクションプラン」の見直しの結果を承認した。大臣らは、

検証に基づき、「パクセー・アクションプラン」の 4 つの柱（交通円滑化、交通イン

フラ、質の高い、持続可能な交通及び人材育成）は存続するとともに、「日

ASEAN 港湾開発調査プロジェクト」と「ASEAN メガフロート普及推進プロジェク

ト」については当初の目的を達成し終了することを確認した。 

 

７．第 17 回日 ASEAN 交通大臣会合は、2019 年、ベトナムにて開催される。 
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第 16 回日 ASEAN 交通大臣会合出席大臣 

 

(a) アワン・アブドゥル・ムタリブ ブルネイ通信大臣 

(b) スン・チャントール カンボジア公共事業・運輸大臣 

(c) ブディ・カリヤ・スマディ インドネシア運輸大臣 

(d) 藤田耕三 日本国国土交通審議官 

(e) ブンチャン・シンタボン ラオス公共事業・運輸大臣 

(f) アンソニー・ローク マレーシア運輸大臣 

(g) タン・ズィン・マウン ミャンマー運輸通信大臣 

(h) アーサー・ツガデ フィリピン運輸大臣 

(i) コー・ブンワン シンガポール・インフラ統括大臣兼運輸大臣 

(j) アーコム・トゥームピッタヤーパイシット タイ運輸大臣 

(k) グエン・ヴァン・テー ベトナム交通運輸大臣 

(l) リム・ジョック・ホイ ASEAN 事務局長 
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別表１ 
日 ASEAN交通連携における活動一覧 

 

【交通円滑化】 
1. 物流人材育成 
2. グリーン物流計画 
3. 日ASEANコールドチェーン物流プロジェクト 
4. 日ASEAN次世代航空保安システムプロジェクト 
5. 自動車基準・認証制度等包括的な交通安全・環境施策に関する日ASEAN新

協力プログラム 
6. 都市公共交通政策フレームワーク 
 
【交通インフラ】 
7. 日ASEANクルーズ振興プログラム 
8. PPP推進協力 
 
【質の高い、持続可能な交通】 
9. 交通分野における安全と防災技術プロジェクト 
10. 日ASEAN港湾技術共同研究プロジェクト 
11. 日ASEAN船員政策フォーラムプロジェクト 
12. 港湾保安向上行動計画 
13. 日ASEAN航空セキュリティ向上プロジェクト 
14. ASEAN鉄道再生事業 
15. 日ASEAN空港調査プロジェクト（エコエアポート） 
16. 日ASEAN交通分野における新環境行動計画 
17. 日ASEAN・ITS推進 
18. マラッカ・シンガポール海峡共同水路測量調査 
19. VTS人材育成協力 
20. 航路指定による安全対策ガイドラインの策定 
21. ASEANにおける低環境負荷船普及促進プロジェクト 
22. 道路交通安全 
 
【人材育成】 
23. 交通政策行政官研修プログラム 
24. 日ASEAN交通情報プラットフォームプロジェクト 
 

 


