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名古屋港管理組合議会 6月定例会 本会議質問 2013年 6月 11日 

山口清明 

質問通告 

① 第 15号議案 特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について  

及び第 16議案 職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

② 国際バルク戦略港湾について 

③ 港湾法の改正等を踏まえた名古屋港の防災について 

 

第 15号議案並びに第 16議案について 

専任副管理者の給与の基準は何か 

【山口議員】管理者は、新しい専任副管理者の推薦について 5月 14日の記者会見で「地

元との各種調整の重要性が増大してきていること、また、地方分権の観点からも地元の

人材を活用する必要があると判断」したと発言されました。ところが今議会に提案され

た第 15号議案「特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について」第 16号議案

「職員の退職手当に関する条例の一部改正について」には、地方分権の観点からこれで

いいのかと、確かめたい点がいくつかあります。 

 第一に、専任副管理者の給与を、110 万円から 92 万 1 千円以内へと大幅に減額する

ことについてです。特別職の給与を減らすことについては私も必要だと考えていますが、

そのうえでいくつかうかがいます。 

 専任副管理者の給与は、その業務と職責に見合う額として決めるのではなく、専任副

管理者の経歴によって変えるものなのでしょうか。この給与改定の理由は何ですか。 

今までの給与は職責に比して過大だったとの評価なのですか。今後も選任される人物

の経歴によって給与を変えていくのでしょうか。 

 いままでの 110 万円は同じ副管理者である副市長の給与と同額になるように算定さ

れていました。では今回の 92万 1千円という金額は、何を基準又は参考にして算定し

た金額ですか。 

  

関係団体との均衡も考慮し、愛知県の教育長、企業庁長と同等の給与水準 

【総務部長】次期専任副管理者は、設立母体間の協議により地元から推薦されました。

これに伴い、本組合の専任副管理者の給与は、今回設立母体である愛知県及び名古屋

市と本組合の三者で協議し、その職責と合わせ、関係団体の取扱いとの均衡も考慮し、

定めたものでございます。 

 具体的には、愛知県の教育長、企業庁長と同等の給与水準となるものでございま
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す。 

 

国から職員を受け入れるために退職金条例をかえるのか 

【山口議員】第二に、職員の退職手当に関する条例の一部改正はなぜ必要なのか、とい

う点です。専任副管理者の国からの受け入れをやめるかわりに、新たに部長クラスのポ

ストを新設し、国から職員を迎えいれるための条例改正（国家公務員が人事交流により

名古屋港管理組合の職員となり退職後引き続き国家公務員になったとき退職手当上の

勤続期間を通算できるようにする）だとの説明を聞きましたが、そういうポストづくり

が条例改正の前提と理解していいですか。 

わざわざ新たなポストをつくり国からの出向職員を受け入れるのは地方分権の観点

に逆行しませんか。 

しかも「行革」と称して現場の職員は大幅削減を進めながら、新たな管理職ポストを

設けるのは、当局提案の行財政計画とも矛盾するのではありませんか。 

ちなみに名古屋市では、今回提案されているような一般職の人事交流上の規定はあり

ません。国からの出向職員ゼロで何も問題なく運営されています。国からの職員を受け

入れると業務がいまよりも改善されスムーズにいくのですか。なぜいまこの新たな規定

を設けるのか。一般論ではない答弁を求めます。 

 

国策に精通した者を職員に迎えることが適切なので退職手当の規定を変える 

【総務部長】本組合で現在取組んでいる防災対策や港湾運営の民営化等の重要施策を推

進するに当たり、実務レベルでの国との緊密な連携が重要となっております。 

 そのために、国の最新の港湾政策に精通した者を、新たに部長級の職員として迎え

入れることが適切と考えております。 

 今回の条例改正は、新たに国の現役職員が本組合の職員となるに当たって、必要な

退職手当の規定を整備するものでございます。 

 また、このことが本組合の次期行財政改革計画の基本方針の 1つである「組織力の向

上」につながるものと考えております。 

 

国の出向受け入れの方がプラスになるのか（再質問） 

【山口議員】地方分権の観点といいながら、一方的に国から職員を受け入れるだけでは、

国への従属関係を深めるだけではないでしょうか。 

実務レベルとはいえ、国との緊密な連携のために新たな部長級ポストを設ける、とい

うが、専任副管よりも現役職員の出向受け入れの方が国との関係でよりプラスになると

いうことなのか。専任副管の職責とはいったい何なのか、と聞きたくなります。 

再度、専任副管の給与の決め方について、管理者の認識をうかがいたい。 

 地方分権の観点といいながら、この議案と先ほどの答弁では、国との関係をどう変え
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たいのかよくわかりません。単に県からの天下りポストを増やすための条例改正ではな

いか、との疑問も消えません。 

二つの議案についても、地方分権の観点からみてどうなのか、防災問題とあわせて、

これからの港湾運営、とくに国との関係について、管理者の認識をうかがいたい。 

 

他団体との均衡などを総合的に勘案（管理者） 

【管理者】専任副管理者の給与につきましては、今次の見直しを含め、職責のみならず、

他団体との均衡を総合的に勘案して、決めてまいりました。 

 

委員会で質疑します 

【山口議員】二つの条例については委員会でもう少し質疑したいと思います。 

 

 

その後、企画総務委員会で二つの条例案が審議された。 

＊15 号議案については、職責の重みは変わらない、というがほんとうに専任副管理者

の職責に見合った給与なのか？ 内部での昇格は検討しないのか？などの質疑を行

い、経歴に左右される給与ということでなく管理組合の組織のトップはどうあるべき

か、組織の問題としてきちんと検討しなさい、と意見を述べたうえで賛成した。 

＊16 号議案については、いま国との調整を担っている企画調整部のポストは減らさな

いのか？部長ポストが多すぎるのでは？国との人事交流と言いながら名管は出向を

受け入れるだけの一方通行ではないか？などの質疑を行い、最後に今回の人事で副管

の人件費は年間 300万円減るが部長ポスト増で 1000から 1200万円増となり、差引で

人件費が増大することを答弁させた。現場の職員を次々に削減する行政改革を行いな

がらのこの提案は認められないと発言し、反対した。賛成多数で可決されたが、わし

も反対だ、と言って立たなかった議員が一名いた。 

 

参考資料（特別職の報酬や給与月額の比較） 

   管理者 県知事（98万円） 名古屋市長（50万円） 

   専任副管理者 いままで（110万円） 今回の提案（92万 1千円） 

   副管理者＝副知事（111万 2千円） 副市長（110万円） 

   県教育長（92万 1千円）特別職 県職ＯＢが就任   

   県 部長級（54万 8千円（9級）         ＊部長局長は年齢などでちがう。 

市 局長級（63万 2千円（9級）          給与表の上限額（理論上の値） 

   管理組合 部長（51万 6700円 8級 9級もあり）  

地域手当 県給与の 6.5％ 市は給与の 10％ 副管の地域手当は市にあわせる 
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国際バルク戦略港湾について 

港湾法の改正で国際バルク戦略港湾の何が変わるのか 

【山口議員】港湾法の改正により、国際バルク戦略港湾が「ばら積み貨物の輸入拠点の

形成」として法律上も位置づけられました。かといって格段の予算措置がとられたわけ

ではありません。また国会審議でも、このバルク戦略港湾が穀物メジャーをはじめ多国

籍化した大企業の支援策に他ならず、新たな税金の浪費につながる大型開発だとの厳し

く指摘されています。そもそも戦略とよべる代物なのか、私には疑問です。 

今回の港湾法の改正で、国際バルク戦略港湾について何が変わるのか、法改正の狙い

は何か、管理組合に新たな役割が生じるのか、国庫補助など本港にとっての経済的メリ

ットはあるのか、など選定された港への影響についてまずうかがいます。 

 

大型船舶の活用等による企業間連携」の促進に資するもの 

【企画調整室長】国は、我が国産業の国際競争力強化に向けて、海上輸送の効率化に資

する、資源、エネルギー、食糧等のばら積み貨物（いわゆる国際バルク貨物）の輸入拠

点の形成を図るために港湾法の一部改正を行ないました。その内容は、一定の要件を

満たす港湾を「特定貨物輸入拠点港湾」として指定し、指定された港湾の管理者が作成

する計画に基づいた事業者の施設整備への支援や連携を促進する制度の創設等です。 

 これは、本港の国際バルク戦略港湾施策に掲げている「大型船舶の活用等による企業

間連携」の促進に資するものであり、今後ともしっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 

2360億円の港湾整備で輸入穀物の物流コストはどれだけ下がるのか 

【山口議員】次にあらためて、この国際バルク戦略港湾の費用対効果について質問しま

す。 

昨年の日本航海学会の講演会で、国際バルク戦略港湾政策の費用対効果を検証したあ

る研究が発表されました。 

研究者の問題意識は、「各国際戦略港湾の計画書では、大水深化にともなう港湾設備

の整備にかかるコストと、大型船の大量一括輸送によるコスト削減効果の比較による費

用対効果が不明」なので、国際バルク戦略港湾政策の効果について「港湾の大水深化に

よる船舶の大型化と、連携港湾を活用した場合の物流コスト（及びＣＯ2排出量）の削

減効果を検証する」点にありました。具体的には鉄鉱石のバルク戦略港湾である千葉県

木更津港を対象にした研究です。 

その結論だけ紹介します。 

木更津港のバルク戦略港湾化による鉄鉱石の輸入に関する物流コストの削減を試算
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しています。船舶の大型化で運行する船舶数を減らし、寄港回数や航続距離の減少で燃

料代も節約でき合計で年間約 1100万 USドルのコストが削減できる。さらに連携港湾を

活用し、木更津港と名古屋港の連携でプラス 240万 US ドル、合計で年間約 1340 万 US

ドルのコスト削減になる。この金額を 2010年の１ドル 88円の為替レートで計算すると、

船舶の大型化で約 9億 8千万円、連携港湾を活用した場合で約 11億 8千万円です。 

一方、バルク戦略港湾のための大水深化には木更津港で 1500 万㎥の浚渫が検討され

ているがその費用は約 600億円になる。その他に荷役設備の拡充・整備の費用も必要に

なるとしています。 

つまり年間 10億～12億円のコスト削減のために 600億円以上の費用をかけることに

なる。元を取るのに約 50 年かかります。結論として「今後の国際バルク戦略港湾政策

の推進に当たっては費用対効果についての議論が必要であることが明らかとなった」と

研究をまとめています。わかりやすい指摘です。 

さて名古屋港ではどうでしょうか。 

 名古屋港でのバルク戦略港湾の整備にかかる費用は、育成プログラムで木更津港とは

一桁違う 2360億円と試算されています。その結果、名古屋港が扱う穀物量が 160万ト

ンから 200万トンへ伸びる、と推計されています。 

 さて、それでは結果として輸入穀物の物流コストはどれだけ下がるのか。費用対効果

が判断できるよう具体的に示してください。 

 

年間で約 53億 4，000万円の削減効果がある 

【企画調整室長】国際バルク戦略港湾の選定に応募した際に作成した「名古屋港国際バ

ルク戦略港湾の選定に向けた計画書」におきまして、物流コストは、大型船舶の活用や

周辺港湾への連携輸送等により、現状と比較して、年間で約 53億 4，000万円の削減効

果があると試算しております。 

 また、同施策の推進により、穀物の安定的かつ安価な供給に貢献するとともに、県

民・市民の食の安全・安心の確保や国内における産業活動の維持・強化に寄与するも

のと考えており、同施策を推進しない場合は、物流コストの増加や穀物の供給不安、

背後産業の空洞化等の影響が懸念されます。 

 

物流コスト削減における船舶の最適な船のサイズは 

【山口議員】なお、この研究発表のやり取りでは、船舶の大型化にも限界があり、寄港

回数の減少は港での倉庫費用など保管費の増加も招く。陸上での保管費等を考慮すると、

コスト削減に最適な船の大きさというものを考えなければいけない、との指摘もありま

した。 

大型化イコール最高のコスト削減とは言い切れないのではありませんか。穀物バルク

の輸入コストの削減には最適な船型はどんなサイズなのか、よく検討する必要があると
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思いますがいかがでしょうか。 

 

ポストパナマックス船への対応を検討する 

【企画調整室長】大型船舶による一括大量輸送のスケールメリットを活かすことで、物

流コストにおける一定の削減効果があるものと考えております。 

 我が国へ輸入されるトウモロコシを主要な産地であるアメリカ中部の穀倉地帯から

海上輸送するにあたり、その大半がパナマ運河を経由して輸送されております。 

 現在、同運河の拡張工事が進められており、拡張後は、スケールメリットを活かす

ために、輸送船舶が大型化するものと考えております。 

 このため、現時点で、穀物輸送における受け入れ体制が整っていないポストパナマ

ックス船の対応を本港の国際バルク戦略港湾施策の 1 つとして位置付けているもので

す。 

 

元をとるのに 40年以上。見直しを（再質問） 

【山口議員】削減コストは年間 53億 4千万円との答弁でしたが、かかる費用は 2360億

円ですよ。元をとるのに名古屋港でも 40 年以上かかります。費用対効果からみてどう

思いますか。この戦略については費用対効果の観点から見直す必要がありませんか。 

バルクについては港湾管理者の役割も重くなります。港湾管理者は施設の建設や維持

管理ばかりでなく、財政上のバランスや産業政策にも十分な目配りができなければ務ま

りません。 

 国の港湾政策について、費用対効果の観点から見直しを迫るべきだと考えますが、こ

の点は専任副管理者に答弁を求めます。 

 

商品の価格や食の安全・安心の確保、雇用創出等の地域経済活性化にも資する 

【副管理者】ほぼ全量を海外に依存しているトウモロコシを大型船舶の活用等により、

安定的かつ安価に供給することを目的に、コーンスターチ用のトウモロコシの輸入で、

東海地区の港湾とともに全国シュアの 7 割を占める本港は、国際バルク戦略港湾に穀

物で選定されております。 

 この施策の実現に必要な全体事事業費は、約 2，360 億円で、そのうち公共事業は

851億円、民間事業は 1，509億円です。 

 一方で、物流コストの削減効果は、年間で約 53億 4，000万円と試算しております。 

 加えて、この施策の効果は、物流コストの削減のみならず、食品・医薬品等の穀物

を原材料とする多様な商品の価格に反映されるとともに、食の安全・安心の確保、雇

用創出等の地域経済活性化にも資するものと考えております。 

 いずれにしましても、事業の推進にあたっては、穀物産業の動向や経済情勢等を見

極めながら、しっかりと対応していきたいと考えております。 
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 ものづくり中部を背後圏に擁する本港は、これまで時代の要請や利用者のニーズ等、

港湾を取り巻く環境に的確に対応しながら、港の建設・管理・運営を行ってまいりま

した。 

 今後とも、本港の国際兢争力強化、ひいては、国際産業ハブ港の実現に向けて、世

界の貿易環境や社会経済情勢、また利用者や地域の要請等の本港を取り巻く環境を的

確に捉えながら、長期的かつ戦略的な視点に立って、更なる発展と利用の促進を図り、

地域産業と県民・市民の暮らしを支えていくことが名古屋港の使命と考えておりま

す。 

 引き続き、議員各位始め関係各位のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

食の安全・安心の確保なら食料の自給率こそ高めるべき（意見） 

【山口議員】公共事業 851億円、民間事業 1509億円とのことだが、民間事業者のかけ

る費用はコスト削減分から控除しなければいけなくなる。価格に反映されるのはコスト

削減分ではなくかかった費用ということになりはしないか、かえって心配が増えました。

食の安全・安心の確保とも言われたが、それなら全量を海外に依存していることこそ問

題です。穀物をはじめとした食料の自給率こそ高めるべきです。それに逆行するのがＴ

ＰＰ、輸入拡大一辺倒の政策がそもそもまちがっていると指摘しておきます。 

戦略港湾については、後日の特別委員会でも議論させていただきます。 

 

港湾法の改正等を踏まえた名古屋港の防災について 

防潮壁の海側の約 1,100事業所、約 3万 5千人への必要な対策を 

【山口議員】この間、南海トラフ巨大地震に関する報告があいつぎました。 

5 月 24 日、政府の地震調査委員会は南海トラフを震源とする巨大地震の発生確率に

ついて今後 30年以内にＭ８以上の地震が起こる確率を 60～70％と公表しました。Ｍ９

レベルの発生確率は算出せずとしています。 

そのＭ９レベルの巨大地震について、５月 28 日には国の有識者による検討会が南海

トラフ巨大地震対策についての最終報告書をまとめました。精度の高い地震予知は困難

として、減災対策に重点をおくべきとされました。 

 ５月 30 日の愛知県防災会議では南海トラフ巨大地震の被害想定が市町村別に発表さ

れました。多くが震度 7 と想定される名古屋港に関係する５市町の合計では死者数

5,440 人、建物の全壊・喪失は 8 万 5,800棟です。名古屋市では想定死者数 4600 人の

うち半数の 2300 人が浸水・津波によるとされました。被害想定の前提となる防波堤や

防潮壁の河川堤防の被害いかんで、犠牲者数は大きく変わってきます。水際対策、港湾

での防災・減災対策が多くの人命を左右するといっても過言ではありません。 

 さてそこで、提案と質問です。 
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名古屋港管理組合は、国、県、そして各市村それぞれの被害想定と地域防災計画の策

定を受けて、そこから自らの防災計画をたてるスタンスを基本としていますが、そうし

た受け身の姿勢でいいのでしょうか。港湾の防災上必要な課題は名古屋港管理組合から

県及び各自治体に提起すべきではありませんか。 

具体的には、臨港地区内の労働者等の実態を正確に把握し、その人数に見合う津波避

難施設の数を試算して、各自治体に示す必要があるのではないでしょうか。とくに物

流・運送関係の労働者の把握はそれぞれの自治体レベルではなかなか難しいのが実態で

す。名古屋港では防潮壁の海側で約 1,100の事業所があり、約 3万 5千人の港湾関係者

が働いています。業界のみなさんの協力も得ながら、管理組合が率先してまず正確な実

態を把握していただきたい。いかがですか。 

 

港湾労働者や地域住民の生命・財産をまもり、産業・経済活動への影響などに

ついて、県や関係市村に意見をいっている 

【防災・危機管理担当部長】本組合は「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害

予測調査」検討会に参画するなどし、港湾労働者も含め地域住民の生命・財産の防護の

重要性や本港の産業・経済活動に及ぼす影響の大きさを踏まえ、本港の防災・減災レ

ベルの設定の考え方や災害時における役割について、愛知県及び本港の所在市村に意

見を申し述べております。 

 また、本組合が事務局となっている「名古屋港所在市村防災連携会議」においては、

津波避難対策について重点課題として取り組んでおり、臨海部立地企業の防災対策の

把握に向けたアンケートを実施いたしました。この中において、中小企業の避難対策

の促進の必要性を所在市村と共有しており、今後も所在市村と連携しながら、津波避

難施設の指定に向けた取組に努めてまいります。 

 なお、所在市村と連携した取組の一環として、本組合所有の飛島ふ頭北及び南コン

テナターミナル管理棟については、平成 25年 5月 17日に一時避難場所として協定を結

んでおります。 

 

民有港湾施設の維持管理状況の把握はどうか 

【山口議員】先日成立した改正港湾法では、港湾の防災・減災に関してもいくつか新し

い事項が盛り込まれました。大規模な地震等により東京湾・大阪湾・伊勢湾の三大湾に

おいて、大量の漂流物や護岸の被災等により船舶の入出港が困難となり、湾内の港湾機

能が長期間麻痺する恐れがあるとし、必要な対策を国や港湾管理者等が行うようにされ

ました。 

 この改正にもとづく名古屋港及び伊勢湾の防災課題について質問します。 

 法改正では、港湾施設の適切な維持管理を推進するため、港湾管理者が港湾施設を管

理する民間事業者に対し、その施設の維持管理状況について報告を求めるとともに、必
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要な勧告又は命令ができることとなりました。 

 そこでうかがいます。港湾管理者が新たに維持管理状況をチェックすべきとされた民

有港湾施設とは名古屋港では具体的にはどこになるのか、港湾管理者として何をチェッ

クするのでしょうか。 

国会審議では、立ち入り調査ができる範囲が護岸だけでは不十分で、コンビナートな

ど背後地の例えば液状化対策まで点検できるようにすべきではないか、との質問に対し、

国土交通大臣も前向きな答弁をしています。この点も踏まえて管理組合としてどんな問

題意識をもっているのか、お答え下さい。 

 

船舶の交通に影響を及ぼす恐れの大きい航路沿いの岸壁や護岸を想定 

【防災・危機管理担当部長】民間事業者が管理する港湾施設については、地震や津波に

より被災した場合、船舶の交通に影響を及ぼす恐れの大きい航路沿いの岸壁や護岸が

想定されます。その対象となる港湾施設や点検方法につきましては、現在、国におい

て検討中であります。 

 

浮屋根式の巨大石油タンクはまだ基準に適合しないものがある 

【山口議員】具体的な問題として一つうかがいます。巨大地震により被害が予想される

ものに浮屋根式の巨大石油タンクがあります。タンク容量１万キロリットル以上の巨大

タンクで必要な改修が済んでおらず基準に適合していないものが港区内だけでもの空

見地区と潮見地区にあわせてまだ３つ残っています。伊勢湾全体ではいくつ残っている

のかはわかりませんが、港湾管理者としても危険物タンクの維持管理状況をチェックす

べきではありませんか。 

 また国は、非常災害時に重要な航路においては所有者の承諾なしに漂流物の除去を行

うとし、また船舶の退避場所として航路外に必要な泊地を整備できるとしました。しか

し新たな浚渫が必要となればその費用や環境への影響も十分に考慮しなければなりま

せん。 

 

消防など関係部局と連携しながら対応する必要性がある 

【防災・危機管理担当部長】対象となる施設の背後地や巨大石油タンクに関しましては、

消防など関係部局と連携しながら対応する必要性があると考えております。 

 本組合といたしましては、法律の趣旨を踏まえ、港湾施設の適切な維持管理に努めて

まいりたいと考えております。 

 

広域的な協議会の範囲などの構想は 

【山口議員】さらに災害時の港湾機能維持のために広域的な協議会の設置が法改正で盛

り込まれました。伊勢湾の安全を考えた時、四日市のコンビナート群の安全確保は他人
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ごとではありません。南海トラフの巨大地震と津波による港湾被害への対策は、伊勢

湾・三河湾の全体で広域的に検討する必要があります。陸上の防災対策が国から県、県

から市町村へと細かく具体化されていきますが、港湾の備えは逆に広域的に取り組むこ

とが重要になってきます。 

この広域的な協議会について、どんな課題を地域的にはどの範囲で設定し、設置する

必要があるとお考えでしょうか。  

 

国や関係機関と調整を図りながら連携してまいりたい 

【防災・危機管理担当部長】この地域の生活と産業を守るため、大規模災害時における

港湾相互の連携のあり方について検討することは、大変重要な課題であると認識して

おります。 

 今回の港湾法の改正を受け、港湾広域防災協議会につきましては三大湾を対象に災害

時における港湾機能の維持に関し湾内の港湾相互の連携について協議を行うものであ

り、その連携内容や、連携する港湾の考え方も含め、今後、設置に関しましては国や関

係機関と調整を図りながら連携してまいりたいと考えております。 

 

名古屋港の防災危険度マップの作成を（再質問） 

【山口議員】防災上必要な課題については愛知県及び本港の所在市村に意見を言い、連

携して対策を進めているとの答弁でした。みなさんの努力には敬意を表します。でも、

もう一歩すすめてほしい。 

 みなさんの努力、問題意識、努力と改善成果の「見える化」を進めましょう。 

 名古屋港及び伊勢湾の防災上の課題、対策が必要な港湾施設や危険はどこにあるのか、

避難施設の配置状況などを地図におとして誰にでもわかるようにしませんか。港湾の防

災上の課題について、関係自治体はじめ議会や県民市民の間でわかりやすく現状認識を

共有するために、ハザードマップに準じた「名古屋港及び伊勢湾の防災危険度マップ」

の作成を提案したい。いかがですか。 

 

わかりやすい形での情報提供に努めたい 

【防災・危機管理担当部長】本港における被害想定につきましては、有識者で構成され

ている「名古屋港管理組合防災計画検討会」において、港湾施設や貨物の取扱状況など

を勘案して検討を進めているところでございます。 

 今後は、愛知県が公表予定の被害想定と整合を図りつつ、本港の防災・減災対策を

関係者と連携を図りながら推進するためにも、議員ご提案の「名古屋港の防災危険度マ

ップ」も含めて検討し、所在市村や港湾関係者などへ被害想定や今後の対策について、

わかりやすい形での情報提供に努めてまいります。 
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視覚に訴えるわかりやすい形での情報提供を（意見） 

【山口議員】前向きの答弁をいただきました。管理組合としても港のどこが危ないのか、

どこに逃げればいいのか、県や市村の地域防災計画にとり入れてほしい課題は何か、な

ど視覚に訴えるわかりやすい形での情報提供をよろしくお願します。 

 

国からの指示待ち、指針待ちの姿勢をあらため、もっと発言を 

【山口議員】民有港湾施設の維持管理は「国において検討中」との答弁でした。広域的

な協議会についても「国や関係機関と調整を図りながら連携してまいりたい」との答弁

です。この姿勢が問題です。 

 国からの指示や指針を待つ受け身の姿勢をあらためるべきです。実は昨日、国土交通

省の担当者と交渉する機会があり、私は「航路閉塞を防ぐためには民有港湾施設の液状

化対策やコンビナ―トの危険性についても、港湾管理者がチェックできるように国の指

針に盛り込んでほしい」、「広域的な協議体については南海トラフ巨大地震を考えると伊

勢湾だけでなく三河湾も一体で考える必要があるのではないか」と述べてきました。管

理者からも国に対して指針が出る前に問題提起していただきたい。専任副管も地方分権

の観点から新たに選任したこの機会に、国からの指示待ち、指針待ちの姿勢をあらため

ていただきたい。地方分権の観点から国にもっとモノを言うべきと考えますが管理者の

認識をうかがいたい。 

 

国との緊密な連携・協力は欠かすことができない（管理者） 

【管理者】名古屋港は日本一の港であり、この地域がものづくり産業の中枢として引き

続き強く発展するためには、これからの港湾運営に当たりましても、地域の特性・実

情にあわせて独自に発展できる仕組みへと変えていくことが不可欠と考えておりま

す。 

 一方で、本港は大規模港湾でもあり、南海トラフの地震対策、防災対策などには、

国との緊密な連携・協力は欠かすことができません。 

 今後は、地方分権と国との連携、双方のバランスを上手く取りつつ、本港の国際競争

力の強化はもとより、防災、物流、産業、都市機能の面でも、本港を核とした地域づく

りを考えていくことが重要であり、今回の人事もその一環の中での対応であります。 

 

自治体港湾としての自覚をもった取り組みを（意見） 

【山口議員】国との連携・協力は否定しませんが、自治体港湾としての自覚をもって、

しっかり取り組んでいただきたい。戦略港湾の問題でも防災対策の問題でも、先手、先

手で国に働きかける姿勢を忘れずに港湾運営にあたることを強く要望します。 


