
2014年 3月 26日 名港議会 山口議員の一般質問 

（予算議会でしたが、質問者は山口議員一人でした） 

 

弥富ふ頭で発生した火災について 

周辺への影響はどうだったのか 

【山口議員】トップバッターかと思ったら、ラストバッターでもあるようですが。1人だけ

の質問というのは若干寂しい気がしますが、気を取り直して、通告に従い順次伺います。 

 第 1に、弥富ふ頭で発生した火災についてです。 

 11 月定例会では、8 月の鍋田ふ頭でのコンテナ破裂事故について取り上げました。今回

再び名古屋港で起きた火災事故について質問することになったのは、本当に残念です。 

 昨年 11 月 13 日、名古屋港弥富ふ頭に隣接する輸出用金属スクラップ置き場で火災が発

生しました。ここは名古屋港管理組合所有地であり、由良海運に貸し付けているところで

す。 

 当日管理組合からいただいた報告では、「人的被害及び周辺への影響については、使用者

である由良海運から特にないとの報告を受けております。火災発生の原因については、消

防の現場検証の結果を待っている状況であり、今後においても情報収集に努めてまいりま

す」とありました。しかし、その後何の報告もありません。 

 そこで、質問します。周辺への影響は本当になかったんですか。隣接するモータープー

ルに置かれた約 2,000 台の輸出用自動車に灰が降り注いで、予定どおり輸出できるかどう

か、清掃に追われる大変な事態だったと聞きました。火災の周辺への影響について答えて

ください。 

 

すすなどで輸出用自動車が汚れ、水洗浄して輸出した 

【港営部長】火災発生時には確認できませんでしたが、鎮火後、近隣事業者などからの報

告があり、煙とともに飛散したすすなどにより管理する輸出用自動車が汚れたため、水洗

浄を行ったとのこと。当該自動車は予定どおり輸出され、支障はありませんでした。 

 

火災の原因や検証結果の報告がない 

【山口議員】火災の原因は特定できましたか。検証結果についても、その後の情報収集に

ついても何ら報告がありません。火災の原因及び土地使用者の責任について答弁してくだ

さい。 

 実は弥富ふ頭でのスクラップ火災は今回が初めてではありません。今回の事故現場のす



ぐ隣、大藤運輸が使用している金属スクラップ置き場で 2007 年（平成 19 年）5 月 16 日、

そして 2010 年（平成 22 年）1 月 8 日と同様の火災が起きました。いずれも原因不明です。

7年間に 3度も原因不明の火災が発生しているんです。 

 また、2 月 23 日の中日新聞に「ミックスメタル。全国の港湾や船舶で山積みされた状態

で出荷する火災が、2010 年以降毎年 10 件以上起きている。三河港でも昨年 11 月、火災が

2件続いた。県の三河港務所は、現地での立入検査の強化を進めている」と、いう記事があ

りました。名古屋港の対応は十分でしょうか。 

 

出火原因は特定できない。土地使用者に消防法上の責任はない 

【港営部長】所轄の海部南部消防組合に確認したところ、出火原因は特定できませんでし

た。また、火災発生についての土地使用者に対する消防法上の責任はないとのことです。 

 

違法な又貸し状態ではなかったのか 

【山口議員】報道では、火災が起きたのは金属回収会社「ヤマショー」の金属スクラップ

置き場だとされています。そもそも土地をした相手は由良海運のはずですが、これは違法

な又貸し状態だったんではありませんか。由良海運に使用許可した目的、条件、そして無

許可での操業や違法物の搬入の有無、なかったのかどうか答えてください。 

 

目的外の操業などはなく、転貸にはあたらない 

【港営部長】当該管理地は、由良海運に対して珪砂・石材置き場及び鉄くず品、廃プラス

チック類置き場として使用許可しており、現地を確認している限りでは目的外の操業や違

法物の搬入をしていたという事実は認められません。 

 また、管理地を使用しているのが由良海運であり、ヤマショーはそこに貨物を持ち込ん

でいる荷主ですので、転貸ではありません。 

 

金属スクラップ置き場は、港内に何カ所あるのか 

【山口議員】同様の金属スクラップ置き場は、名古屋港内にはどこに何カ所ありますか。

貸し付けた相手は誰か、又貸し状態になっていないかお答えください。 

 

36カ所、うち頭弥富ふ頭には 7カ所 

【港営部長】組合管理地にある金属スクラップ置き場は、36 カ所です。由良海運は大藤運



輸を初め 20社に貸し付けなどを行っており、転貸はありません。なお、弥富ふ頭には 7カ

所の金属スクラップ置き場があります。 

 

スクラップ置き場の使用基準や安全基準はどうなっているか 

【山口議員】スクラップ置き場の管理体制はどうなっているのか。発火の可能性のあるバ

ッテリーやリチウム電池、油類が紛れ込んでいないのか点検する必要があると思いますが、

スクラップ置き場の使用基準や安全基準についてもお答えください。 

 このまま原因不明の火災を繰り返すようだと、弥富ふ頭は安心して使えません。 

 

消防法などでの明確な法的定めがない 

【港営部長】海部南部消防組合に確認したところ、スクラップ置き場の管理体制、使用基

準、安全基準について、消防法などでの明確な法的定めがないとのことでした。 

 

抜本的な対策を 

【山口議員】抜本的な対策について答弁を求めます。 

 

弥富市及び海部南部消防と連携を密にし、現地の立入検査も 

【港営部長】今回の火災を受けて、管理地内でスクラップを扱っている企業に対しさらな

る火災予防の注意喚起を行いました。一方、海部南部消防組合は、金属スクラップ卸売業

者などの指導基準を新たに定めました。この基準では、荷受け時の分別方法、集積の面積

や高さ、設備や教育などの防火体制について定めています。 

 本組合と弥富市及び海部南部消防組合は連携を密に図っていくことを確認し、本年 2 月

25日、3者で現地の立入検査を実施しました。検査の結果、おおむね良好でありましたが、

一部において集積の基準を超えるものや分別の不徹底などが見受けられたため、是正する

ように指導しました。 

 今後も、関係市村、関係消防機関との協力関係を一層深め、安全・安心な港づくりに鋭

意取り組みます。 

 

管理組合としてとるべき具体的な再発防止策を（再質問） 

【山口議員】たまたま車が予定どおり輸出できたのは、火災の発生時刻と船の入港予定、

輸出の船に積み込む時間とに時間差があったから今回は大きな影響はなかった。もしも火



災の発生時刻が、日時が船の入港時と重なったりしたら本当に大変な事態だったんですよ。

支障がありませんという答弁で済ませてもらっては困ります。 

 そして、違法なものをスクラップ置き場には何も入れてなかったと、そういう適正に使

っていたところで原因不明の火災が続出しているということなんですね。 

 原因は不明のままですが、現地の立入検査を行った。その中で、海部南部消防組合では

新たな指導基準を定めたという答弁でした。これは消防の努力には敬意を表したいと思う

んですが、スクラップ置き場は臨港地区全域にあります、名古屋市内にもたくさんありま

す。管理組合として、臨港地域全体への責任ある対応をとるように求めたい。 

 そこで、再質問します。 

 海部南部消防の新たな指導基準も参考にして、臨港地区のスクラップヤードの管理基準、

これしっかり設けるべきではありませんか。注意喚起だけでは解決にならない。管理組合

としてとるべき具体的な再発防止策を示していただきたい。 

 

防火対策が記載された利用計画書を提出させ、関係消防機関に相談

するなどの対応を検討 

【港営部長】管理地の使用者に毎年火災防止の協力依頼を行ってきたが、今回のことを踏

まえて、金属スクラップ置き場の使用者には、安全を確認するために防火対策が記載され

た利用計画書を提出させ、関係消防機関に相談するなどの対応を検討する。 

 

よく連携をとっていただいて再発防止に努めていただきたい（意見） 

【山口議員】海部南部消防組合の新たな指導基準、読ませていただきましたが、かなりし

っかりした、そして厳しい指導基準だと思います。私は、名古屋市の消防局にもこのよう

な指導基準必要ではないかと問題提起をさせていただきました。 

 幸い名古屋市内のスクラップ置き場はね、規模が弥富等に比べるとまだ小さく、これま

でのところ大きなトラブルは起きていませんが、これは名古屋港における静脈産業の発展

ということを考えても、そしてスクラップ置き場周辺の土地の有効活用という観点でも、

これ以上原因不明の火災を発生させてもらっては困る。 

 利用計画書を企業に提出させるとの答弁でしたが、本当に消防を初めとした関係機関と

よく連携をとっていただいて再発防止に努めていただきたい。これ以上同じ質問をさせな

いでいただきたいと思います。 

 

 



 

 

防災対策について 
【山口議員】南海トラフを震源とする巨大地震及び津波について、名古屋市は新たな被害

想定を公表しました。しかしながら、愛知県の被害想定はいまだ公表されておらず、名古

屋港のさらなる防災対策の強化については、この県の被害想定と地域防災計画の改訂待ち

になっています。2 月には 6 回目となる名古屋港地震・津波対策検討会議が開かれました。

そこへの提出資料も踏まえて、以下数点質問いたします。 

 

老朽化・陳腐化した物流施設の避難施設、避難誘導を 

【山口議員】第 1 に、避難施設、避難誘導についてです。国土強靭化基本法及び南海トラ

フ地震対策特別措置法の成立を受けて、国は新たに避難施設の整備について、避難機能を

備えた物流施設の整備に対する民間事業者への支援制度、これはわかりやすいと思います

けど、それと老朽化・陳腐化した物流施設の再編・高度化に対する補助制度、この二つを

設けるとしました。この新制度の補助対象になる老朽化・陳腐化した物流施設は一体名古

屋港には幾つあるのか、この制度を名古屋港ではどのように具体化するのかお答えくださ

い。 

 

中部地方整備局からの情報収集に努める 

【企画調整室長】物流施設の再編・高度化に対する補助制度は、コンテナ取扱量の多い名

古屋港を含む 18の港湾を対象として、臨港地区に立地する 2社以上の民間企業の老朽化・

陳腐化した物流施設を再編整備することにより、防災機能の向上及び物流の効率化を図る

ことなどが要件となっています。具体的には、物流施設におけるランプウェイや敷地内道

路、緑地などの施設に対して、国が直接民間事業者に 3分の 1の補助を行うもの。 

 補助制度は平成 26年度からの新制度であり、現時点では対象施設の詳細は明確になって

おらず、また、対象となる施設は特定されてない。中部地方整備局からの情報収集に努め、

当該補助制度の利用について関係者への情報提供に協力していきます。 

 

名古屋港堤外地の従業者の津波避難対策は 

【山口議員】飛島村では、昨年 3 月に津波避難計画をつくり、さらに現在一時避難施設を

増設中です。東海市では、昨年 9 月に津波避難計画の概要を示し、市民意見を募集しまし

た。名古屋市ではまだまとまった形での津波避難行動計画はありませんが、港区では津波



避難ビルが地域住民の何パーセント収容できるのか、収容率として数値を示して整備を進

めています。ちなみに現在は 64パーセント、一番厳しい大手学区は 9パーセントです。 

 検討会議には、名古屋港堤外地の従業者数として、ガーデンふ頭などの内港地区に 3,400

人、金城地区では 3,700 人、飛島、鍋田、弥富など西部地区には 9,200 人、南部地区、知

多市、東海市の方面には 1 万 8,800 人、合計 3 万 5,000 人が 1,100 の事業所で働いている

という数値が示されました。 

 それでは、各地区に津波からの一時避難施設は一体幾つあり、収容可能人数は何人にな

っているのか、収容率では何パーセントか、現状及び今後の整備目標についてお答えくだ

さい。 

 

一時避難施設は鍋田ふ頭 1棟 674人、飛島ふ頭 5棟 2，600人の収容

可能 

【防災・危機管理担当部長】一昨年に名古屋港所在市村防災連携会議でアンケートを実施。

この結果、多くの企業が津波避難場所を自社内に確保するなど、企業みずからが従業員の

避難対策に取り組んでいる。西部地区は、自社内に津波避難場所を確保できていない企業

の割合が高いことや、立地企業の従業員でないコンテナトレーラーが多く通行することか

ら、各市村と連携しながら津波避難施設の指定に向けた取り組みに努めており、現在は、

堤外地の一時避難施設として鍋田ふ頭で 1棟 674人、飛島ふ頭で 5棟 2，600人が収容可能

となっている。 

 現時点は津波浸水想定区域が決定していないため、避難対象地域の避難対象者数が明確

になっていません。今後、避難対象者全員を収容できるよう、民間企業や各市村と連携し

て津波避難施設の拡充などに継続して取り組みます。 

  

コンテナトレーラーとドライバーへの被害想定と対策は 

【山口議員】従業者数にはコンテナトレーラー等の運転手さんは入っているんでしょうか。

依然としてドライバーの避難誘導対策が立ちおくれていませんか。コンテナを積んだトレ

ーラーを放棄して逃げろと避難誘導するのが原則だと思いますが、放置されたコンテナト

レーラーが路上にあふれます。コンテナトレーラーとそのドライバーについて、どんな被

害想定と対策を立てているのかお答えください。 

 

トレーラーをとめて最寄りの津波避難施設に退避する必要がある 

【防災・危機管理担当部長】巨大地震が発生した場合、道路やコンテナヤードでは液状化



現象が起こり、トレーラーの走行に支障を来すことが想定されることから、原則はトレー

ラーをとめて最寄りの津波避難施設に退避する必要があると考える。トレーラーのドライ

バーへの周知は、各市村と連携を図りながら防災マップを作成するなど、情報提供に努め

ます。 

 

耐震強化岸壁の整備はいつまでに 

【山口議員】第 2に、耐震強化岸壁の整備です。今の港湾計画では、耐震強化岸壁を 14バ

ース整備するとしています。うち 4 埠頭 7 バースは既に供用済み、あと 4 埠頭 7 バースの

整備が残されていますが、そのうち飛島ふ頭南側や北浜ふ頭はまだ岸壁そのものの整備が

いつになるのか、これめどが立ってないんじゃありませんか。ガーデンふ頭と稲永ふ頭に

ついては既存岸壁を改良する、こういう港湾計画ですが、新年度予算には影も形もありま

せん。耐震強化岸壁をいつまでに整備するのか、これさえも県の地域防災計画と整合を図

らなければ実施しないんでしょうか。 

 

特に緊急性を有する施設は計画変更して早期整備を目指す 

【企画調整室長】名古屋港港湾計画に位置づけている災害時の物資の緊急輸送や、国際海

上コンテナ物流機能を維持するための耐震強化岸壁の整備は、これまでも鋭意取り組んで

きた。今後は、愛知県地域防災計画との整合も図りながら、耐震強化岸壁の配置や必要バ

ース数などを港湾計画において再整理します。 

 なお、特に緊急性を有する施設は、平成 26年度内を目途に計画の一部変更を行い、早期

整備を目指します。 

 

基幹的広域防災拠点を整備すべきだ 

【山口議員】第 3 に、基幹的広域防災拠点の整備です。金城ふ頭と空見ふ頭の間の海面を

埋め立てて整備する計画のようですが、これはいつまでに整備するのか。東京湾や大阪湾

では既に供用されています。基幹的広域防災拠点、名古屋港が遅過ぎませんか。これ整備

主体は国だと思いますが、埋め立てには時間がかかります。空見ふ頭なども活用して、暫

定的にでも基幹的広域防災拠点、港に整備すべきではありませんか。答弁を求めます。 

 

金城地区を候補地として整備計画の検討を進めている 

【企画調整室長】中部圏の基幹的広域防災拠点は、東海・東南海・南海地震対策中部圏戦

略会議で、司令塔機能の三の丸地区、静岡県庁と高次支援機能を担う名古屋港、県営名古



屋空港、富士山静岡空港の合計 5 カ所とされ、金城地区を候補地として整備計画の検討を

進めている。 

 国の南海トラフ巨大地震などの防災対策に関する計画に中部圏戦略会議の議論が反映さ

れた後、速やかに港湾計画に位置づけたい。しかし整備には期間を要するため、既存のオ

ープンスペースの活用などによる当面の運用方針について関係者と協議している。 

 基幹的広域防災拠点は大規模な災害時に広域的な支援を円滑に実施するための重要な拠

点ですので、早期運用に向けしっかり取り組みます。 

県や市の地域防災計画を踏まえないと具体化できないものは何か

（再質問） 

【山口議員】耐震強化岸壁については、愛知県がこれから改訂する地域防災計画も踏まえ

て、配置計画を再整備する、その中でも緊急性を有するものは早期に整備するという答弁

がありましたが、特に緊急性を要する場所はどこかが問題です。 

 港湾でのさまざまな防災対策が県の地域防災計画の改訂を待っているという状態ですが、

その中で基幹的広域防災拠点だけは、金城地区を候補地として整備計画の検討が進められ

ているという答弁でした。ここだけは県の計画に先んじて国レベルで具体化が進んでいる

ということだと思います。 

 そこで確認したいと思います。名古屋港の防災に関 L で、県や市の地域防災計画を踏ま

えないと具体化できないものは何でしょうか。金城地区への基幹的広域防災拠点の整備は、

愛知県や名古屋市の地域防災計画の改訂を待たずにここは進められるものというふうに理

解してよろしいのか、室長さんの答弁を求めます。 

 

港湾計画を見直すことで事業は推進できる 

【企画調整室長】現在、地域防災計画は県において見直し、検討が進められており、同計

画の中で地域の被害想定や想定地震などが定められることとなっている。 

 耐震強化岸壁は、同計画における被害想定を受け、必要量や配置を港湾計画に位置づけ、

その実施に当たっては、同計画に定められた想定地震に対応した施設を早期に整備する。 

 一方、基幹的広域防災拠点は、国の定める防災計画に関する計画に基づき、県が地域防

災計画を、また本組合が港湾計画を、それぞれの立場や役割を踏まえて整理するものであ

り、地域防災計画及び港湾計画の改訂時期の若干の相違はあっても、港湾計画を見直すこ

とで事業は推進できると考える。 

 

金城ふ頭にこそ耐震強化岸壁を早期に整備すべきだ（再質問） 



【山口議員】臨海部の基幹的広域防災拠点には耐震強化岸壁が不可欠です。ところが、現

在の港湾計画には、この金城ふ頭地区に耐震強化岸壁を設ける計画がありません。基幹的

広域防災拠点の整備予定地であると思うんですが、違いますか。これはどういうふうに考

えたらいいのか、専任の副管理者に答弁を求めたいというふうに思います。 

 

金城地区に耐震強化岸壁を計画し早期の整備を目指す（副管理者） 

【専任副管理者】国が整備を行う基幹的広域防災拠点は、南海トラフ巨大地震発災直後に

広域支援活動を効率的に実施するため、各地域の防災拠点と一体的に機能する必要がある。

このうち港湾の基幹的広域防災拠点に求められます最も重要な役割は、船舶で輸送された

大量の緊急支援物資を荷さばき、保管するとともに、広範囲にわたる被災地へ必要な物資

を迅速に配送することです。そのためには、被災後も使用可能な耐震強化岸壁と、大量の

物資や機材及び支援部隊のためのオープンスペースが必要となる。 

 しかし、現在その対象となる金城地区には耐震強化岸壁の計画がないため、基幹的広域

防災拠点が国の防災対策に関する計画に反映されました後、平成 26年度を目途に耐震強化

岸壁を港湾計画に位置づけ、早期の整備を目指します。 

  

名古屋港から必要な防災対策を県や市に提起を（意見） 

【山口議員】耐震強化岸壁について専任副管理者から、金城ふ頭地区、念頭に置いて耐震

強化岸壁を早期に整備すると、この点では明快な答弁をいただいたというふうに思います。 

 耐震強化岸壁に限らずですね、県や市の被害想定、地域防災計画の改訂待ちにならずに、

名古屋港からこそ必要な、こういうものが必要だ、こういう避難誘導計画立てたんだけど

どうだろうという形でですね、名古屋港からこそ必要な防災対策を県や市に提起していた

だきたい。それぐらいの積極的な姿勢で防災対策にはぜひ臨んでいただきたい、これも要

望しておきたいというふうに思います。 

 

 

 

 

 

国際戦略港湾政策について 

 コンテナでの名古屋港と三河港の機能分担は 

【山口議員】名古屋港の国際競争力に関して、コンテナとバルクに関する国の国際戦略港



湾戦略との関係で伺っていきます。まず、国際コンテナ戦略港湾政策との関係です。 

 国は、日本経済の国際競争力の強化を目的に、現在釜山港などで欧米向けの基幹航路に

積みかえられている国内のコンテナ貨物を東京湾、京浜港と大阪湾、阪神港の二つの国際

戦略港湾に集中し、基幹航路の我が国への寄港回数を維持する。そのために、いわゆる選

択と集中路線を一層進化させて、東西二つの港湾に国家予算を重点的に投資するとしてい

ます。 

 そうした中、愛知県では、コンテナ貨物を取り扱う港として、名古屋港と三河港があり

ます。コンテナの取扱量は、名古屋港 266万個、三河港 4万個、比率で 66対 1です。ちな

みに完成自動車の取扱台数は 153万対 98万、3対 2、総取扱貨物量では 2億 300万トン対 2，

200万トン、9対 1、圧倒的な差があります。 

 ところが、港に関する公共事業費を単純に比較すると、もちろん単純な比較ですのでこ

の中には防災に関する事業なども含まれていますが、名古屋港への県の負担金は 21 億円、

三河港は 18億円、ほぼ同額となっています。 

 選択と集中というなら、ほかの県にポートセールスへ行く前に、県内のコンテナ貨物ぐ

らいは名古屋港に集中すべきではないかと単純に疑問を持ちます。名古屋港と三河港の機

能分担についてはどのようにお考えなのか、答弁を求めます。 

 

国際競争力を発揮できるよう両港がそれぞれの役割を果たす 

【企画調整室長】本港は、基幹航路を初めとする多様な航路サービスを有し、我が国を代

表する国際総合港湾として、中部地区に立地するものづくり産業の国際競争力を物流面で

支える重要な役割を担っていれう。 

 一方、三河港は、中国、韓国、ロシアのコンテナ航路が就航し、その多くは三河港臨海

部及びその周辺地域の貨物であり、三河港周辺地域産業の国際競争力を支える港として重

要な役割を果たしていると愛知県から聞く。 

 国の基本方針では、国際海上コンテナ輸送網の強化に向け、北米や欧州向けの基幹航路

とともに、アジア地域とのダイレクト航路による多頻度少量の輸送など、多様なニーズに

対応することも必要とされ、高い国際競争力を発揮できるよう両港がそれぞれの役割を果

たしていくことが重要である。 

 

基幹航路の比重が相対的に下がっている現実をよく見よ（意見） 

【山口議員】コンテナについては、三河港では基幹航路以外のコンテナを扱っているので、

現実的には名古屋港へ集める、そういう集荷の対象にはしていないという答弁だったと思

います。地域産業の国際競争力を支えるのは、今の答弁にもあったとおり、北米や欧州へ

の基幹航路以外に、アジアなどとダイレクトに結ぶ航路が重要だと、こういう答弁でした。



これは私もそう思います。いわゆる国際戦略港湾、選択と集中路線以外のところで、要す

るに基幹航路以外のところで国際競争力が問われると、こういう時代になってきている。

名古屋港でも基幹航路の比重が相対的に下がっていると、この現実をよく見ていただきた

いというふうに思います。 

 

複数の事業者があるバルクは誰が一体的に運営するのか 

【山口議員】国際バルク戦略港湾、特定貨物輸入拠点港湾について伺います。 

 港湾法の改正により、輸入ばら積み貨物を取り扱う拠点港湾を国が指定することになり

ました。水深 14メートルを超える泊地を港湾計画に定めで、埠頭が同一の民間事業者によ

り一体的に運営される、このこらの要件や規模、そして取扱量、その他の事情を国が勘案

して指定するそうです。 

 事情を勘案して指定する、これは一体どういう法律なのか。国が恣意的に指定すると宣

言しているようなものではありませんか。既に 3 年前、2011 年に穀物、鉄鉱石、石炭で計

11港を選んでおきながら、もう一度選び直すということなんでしょうか。 

 そこで数点伺います。 

 一つ、新しく要件とされた同一の民間事業者による埠頭の一体的運営とは、コンテナ埠

頭の港湾運営会社とは全く別の会社なり組織を新たにつくれということなのでしょうか。

穀物輸入業者も複数あり、港運会社も複数ある名古屋港でバルクを扱うとされる北浜ふ頭

の一体的運営を担う同一の民間事業者とは一体誰のことなんでしょうか。 

 

具体的な検討を行うまでには至っていない 

【企画調整室長】現時点では具体的な検討を行うまでには至っていない状況です。 

 港湾法で定められた一元的なコンテナターミナルの運営を行う港湾運営会社は、輸入ば

ら積み貨物、いわゆる国際バルク貨物を取り扱う埠頭の一体的な運営も否定されているわ

けではない。 

 埠頭運営のあり方は、今後、穀物関連企業と協議するとともに、国の支援制度の内容を

しっかり見極めながら、慎重に対応します。 

 

拠点港湾に指定されるための新たな条件を設定した国の目的は何か 

【山口議員】拠点港湾に指定されるための新たな条件を設定した国の目的は何でしょうか。

3年前に名古屋港が国に提出した目論見書ではまだ足りない、不十分だとして、さらに高い

ハードルを設定してきたんでしょうか。それは選択と集中がまだまだ甘いとして、もっと

拠点港湾を絞り込むためですか、それとも選定された 11港の全てに大水深バースをつくら



せるなど、一層の大型公共事業を拡大するためのなのか答えてください。 

 

特定貨物輸入拠点港湾制度と国際バルク戦略港湾政策の目的は同じ 

【企画調整室長】特定貨物輸入拠点港湾は、穀物などの輸入ばら積み貨物の輸入拠点とし

ての機能を高めるべき港湾を国土交通大臣が指定するもので、船舶の大型化に対応した岸

壁、泊地などのハード面と、大型船舶を活用した共同輸送などのソフト面と一体となった

取り組みで、穀物などの安定的かつ安価な輸入を実現し、我が国産業の国際競争力の強化、

雇用と所得の維持、創出を図ることを目指している。従って、国際バルク戦略港湾政策と

目的は変わらず、実施に当たっての法制度が整えられたものです。 

 

バルク拠点港湾にかかる整備費用はどれだけか 

【山口議員】14 メートルを超える水深が必要としていますが、名古屋港のバルクを担うと

される北浜ふ頭前の泊地は、3年前にバルク港湾に選定された後、2年前に港湾計画の一部

変更で水深を 12 メートルから 14 メートルに変えたばかりです。拠点港湾に指定されるに

は、改めて港湾計画の変更が必要になるんですか。そうだとすると、バルク拠点港湾にか

かる整備費用、伺っているところ、現行の予定額 2,360 億円ではまた足りなくなるんです

か、これも答えてください。 

 

ポストパナマックス船に対応するための 2360億円。実施にあたって

は精査する 

【企画調整室長】現在の港湾計画では北浜ふ頭に水深 14メートルの岸壁や泊地などを位置

づけているが、特定貨物輸入拠点港湾の指定には、港湾計画の変更が必要となる。 

全体事業費は、名古屋港国際バルク戦略港湾育成プログラムにおいて、パナマ運河の拡

張を見据え、穀物輸送で将来登場し得る最大船舶であるポストパナマックス船に対応する

ための港湾施設や民間事業者による施設の整備も含め試算した。 

 今後、関係者との協議や港湾計画の変更に係る調整を行うとともに、事業実施に当たっ

ては、整備内容や事業費を精査します。 

 

現計画以上の大水深バースは関係者の合意形成も難しい（意見） 

【山口議員】バルクについては、今の答弁聞いても、国の政策にはまだまだ不透明な部分

が多いというふうに思います。現計画以上の大水深バースをつくることには、関係者の合



意形成も難しいんじゃないかなというのが率直な感想です。 

 二つの戦略港湾については、委員会で引き続き議論したいと思います。 

 

 

 

 

消費税率改定への対応について 

価格転嫁は見直すべき 

【山口議員】消費税改定への対応について伺います。4月からの消費税率の改定に伴い、税

率引き上げ分を使用料等に転嫁する八つの条例改正案が一括上程されました。利用者の負

担増は 9，866万円と、ほぼ 1億円です。 

 使用料や手数料の改定は当然のように聞こえますが、利用者から消費税を預かり、その

分を国に納めているわけではありません。 

 名古屋市は、上下水道料金や市バス、地下鉄などの料金には確かに増税分を転嫁しまし

たが、使用料などについては消費税の増税による料金改定を見送りました。正確に言うと、

一般会計に係る使用料などの改定について、そのほとんどを見送りました。市民利用施設

では、東山動物園の入園料も据え置きです。港サッカー場や金城ふ頭の国際展示場の使用

料も据え置きです。 

 なぜなら、消費税増税により市民利用施設、運営費におけるコスト増などが想定される

ものの、今後さらなる税率引き上げも予定されているため、まずは適正な使用料の設定に

ついて受益と負担の観点から改めて点検を行い、その上で最終的な管理運営費の増を見据

えた料金改定をすると。言い方を変えれば、10 パーセントの引き上げが実施されるまでは

市の努力で何とか料金を据え置こうと考えているからです。これは一般会計です。企業会

計と同じ理屈ではありません。 

 そこで伺います。名古屋港管理組合、皆さんが預かっている消費税のうち、国には幾ら

納めているんですか。少なくとも一般会計分の価格転嫁は見直すべきではありませんか。 

  

約 7,700万円を国へ納付。消費税転嫁の増収は約 4，000万円、歳出

は、約 1億 5，400万円の増加 

【港営部長】国への納付額についてですが、企業会計方式である施設運営事業会計より、

平成 26年度は国へ約 7,700万円納付することを見込む。 

地方公共団体の一般会計は、国への納付も国からの還付も行われない仕組みとなってい



る。今回の消費税及び地方消費税の税率の引き上げ分を使用料などに転嫁することによる

料金改定で、平成 26年度一般会計予算に係る消費税などの歳入は約 4,000万円の増加を見

込むが、単独事業に係る歳出は、歳入を上回る約 1億 5,400万円の増加を見込んでいる。 

 愛知県及び名古屋市との調整を経て、税負担の円滑かつ適正な転嫁を図るために改正を

行う。 

 

消費税の負担増をどう考えますか（再質問） 

【山口議員】消費税の増税分はストレートに利用者に転嫁すべきではないと質問しました

が、今の答弁では、はっきりいってもっと転嫁したいぐらいだと。名古屋港管理組合の一

般会計では、増税による負担が、それによる収入増の約 3倍以上になるという回答でした。

財政規模を考えると確かにかなりの負担増です。しかも一方では、港の利用促進のためと

して、さまざまな料金の減免も皆さん行っています。増税による負担分を 100 パーセント

転嫁しても、3 パーセントの値上げではとても追いつかないということだと思うんですが、

これは財政上も全くつじつまがとれない。消費税というのは、こういう地方自治体にとっ

ても本当にひどい仕組みだと改めて思いました。 

 そこで、これは管理者に伺います。 

 消費税の負担増をどう考えますか。思い切ってね、名古屋港は消費税の増税分は一切料

金に転嫁しない、全国一利用コストが低い港にしたんでどんどんつかってちょうと、これ

ぐらいのこと管理者言ったらどうですか。 

 そして、その分こそ県市負担金も活用してもいいんではないかというふうに私は思うん

ですが、管理者に答弁を求めます。 

 

総理じゃないんでどうもならん。共産主義以外はええこと言わっせ

る（河村市長） 

【管理者（河村市長）】消費税については、総理大臣じゃないんでいたし方ないですけど。

実は、財政危機なんて大うそでですね、増税によって財政均衡図るなんてとんでもない話

だということで、商売を盛んにさせなかんという思想は持っとりますけど、総理大臣じゃ

ないもんで何ともならんですね。 

 言われたように、名古屋市は動物園なんか頑張っとります。水族館やれんことはないよ

うな気もしますけどね。ほんでまたもう一回上がるかどうか知りませんけども、そのとき

には、結局は上げていくことになるんじゃないか。わし反対ですよ。だけど総理じゃない

もんでどうしようもならんだわ、これ。 

 ということで、今話聞いとりまして、いつも思うんだけど、本当に山口さんのは共産主



義以外はええこと言わっせる、なるほどなと本当に思いました、これは。 

 

そんな発言はええかげんにしてもらわないかん（意見） 

【山口議員】最後に、消費税の転嫁の問題で管理者から答弁をいただきました。 

 最初に言っときたいんですが、私の質問のどこが共産主義の質問なのか。わかってしゃ

べってるのか、はっきりしてもらいたいと思うんですよ。ええかげんにしてもらわないか

ん。 

 私、1人の会派の質問はなれていますけど、1人だけの質問というのは寂しいんです。や

じじゃなくて、質問で議場の皆さんにもお願いしたい。その中で考え方が間違ってるなら

幾らでも議論しますけれど、少なくても増税やめろと、商売を盛んにして、内需を盛んに

して税収を上げて財政再建やってこうよというのが日本共産党の主張です。 

 そのことわかって河村管理者はああいう発言をされているのか、本当に私は疑問だと思

いますし、名古屋市議会でもね、誠実な正確な答弁するというお答えあったんで信じたい

と思うんですが、日本共産党は、市場原理をしっかり活用して社会主義への道を進もうと

いうのを党の綱領でも掲げてますし、資本主義の利潤第一主義では何ともならないような

環境問題や格差と貧困の問題、ここだけは民主的なコントロールが必要だと、利潤追求第

一主義では問題解決しないと、そういうところを、資本主義の世の中がつくってきた自由

と民主主義を最大限大事にしながら、その先の社会を目指そうというのが私たちの考えて

いる共産主義の考え方です。 

 そういうことをしっかりわかった上で答えていただけるなら、幾ら「共産主義」連発し

ていただいても構いませんが、そういうやりとり抜きにですね名前だけを言うというのは

本当に許せない。 

 大体あなたが議会で、会派関係なく、党派関係なく、地方の議会は私の言うことに賛成

か反対か判断してくれと言ってたのはあなたでしょ。それなのにここの答弁でだけ特定の

党派や会派の名称を持ち出すというのは、あなた自身の思想信条にも反するんではないか

と、このことも厳しく指摘しておきたいというふうに思います。 

 消費税の転嫁の問題は、外国船舶への入港料の免除の問題、消費税がかかってない問題

等々ね、複雑な問題もありますので、この点については冷静に明日の委員会でもう少し議

論をさせていただきたい、そのことを申し上げて質問を終わります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


