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2004/9 インドネシアのジャカルタで開催された第3回日中韓
三国経済貿易大臣会議にて、三国の経済貿易担当

大臣が、流通・物流分野で協力する必要性について

共通認識を持つ。協力のひとつとして、「流通・物流

政策白書」を作成することに合意。

2005/1 中国商務部が主体となり、「日中韓流通・物流政策

白書」の構成などに関する素案を作成。

2005/4 経済産業省と中国商務部との定期協議において、

事務レベルでの調整会合を開催することに合意。

2005/5 名称を「日中韓流通・物流政策白書」から、「日中韓

の流通及び物流に関する共同報告書」に変更。

2005/8 日中にて、構成、内容について意見交換（国土交通

省も協力）。

2005/9 北京にて、日中韓の事務レベルでの報告書作成に

関する意見交換。

2006/3 2005年11月より報告書の作成に取り掛かり、2006

年3月に作成。

【日本】
経済産業大臣 二階俊博
国土交通大臣 北側一雄

【中国】
商務部長 薄熙来

【韓国】
産業資源部長 丁 世均

第1章 我が国を取り巻く概要

第2章 流通システムの現状

第3章 物流システムの現状

第4章 流通・物流業における課題

第5章 今後の流通・物流政策

第6章 今後の流通・物流政策の具体例

付録A ： データ集

付録B ： 総合物流施策大綱
（2005－2009）

次回の発表は2007年の予定。2006年度は、2005年度版作成の経験をもとに、報告書構成の見直しなどについて協議する予定。
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