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名古屋港管理組合議会 6 月定例会 本会議質問    2014 年 6 月 11 日 

  山口清明 

 

1. 土地交換と金城ふ頭開発について 

2. 米軍艦船の入港について 

3. 旧イタリア村・ガーデンふ頭東地区について 

4. 愛知県及び名古屋市の被害想定を踏まえた防災対策について 

5. 国の国際コンテナ戦略港湾政策と港湾運営会社について 

 

1.土地交換と金城ふ頭開発について 

土地に関して、売却するか賃貸するかの判断基準は何か 

【山口議員】通告にしたがい順次うかがいます。はじめに第 14号議案＝土地の

交換について及び金城ふ頭開発について数点、質問します。 
 金城ふ頭の新たな開発予定地にあたる土地には、今回の議案にあるように名

古屋市に売却する土地もあれば、管理組合が引き続き所有して貸し付ける土地

もあります。交流厚生用地とするならば全て売却してもおかしくないと思うの

ですが、土地に関して、売却するか賃貸するかの判断基準は何ですか？ 

所有権が必要で公共性が高い事業だから交換する 

【総合開発担当部長】金城ふ頭の本組合用地は、ふ頭用地造成事業で整備し、

公共の用地として管理しております。この造成事業の目的を鑑みて、原則、土

地は賃貸を行っています。今回、名古屋市及び本組合において、それぞれ事業

を進めるにあたって所有権を保有する必要があったこと、また、その事業の公

共性が高いことから、土地を交換するものであります。 

自家用者と大型トレーラーなどとの棲み分けは不徹底ではないか 

【山口議員】金城埠頭では、物流機能を維持しながらの開発となりますが、巨

大な立体駐車場ができてもなお、イベントなど来訪者のピーク時には、来訪者

の車両と物流事業者の車両が入り乱れ交錯する状況が予想されます。今の計画

では、自家用者と大型トレーラーなどとの棲み分けは不徹底ではありません

か？ 

一般と物流の車両分離や交通計画を策定など、関係機関と協議し進める 

【総合開発担当部長】金城ふ頭の交流拠点開発により、交通量の増加や渋滞の
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発生が想定されますが、金城ふ頭の完成自動車輸出などの港湾物流機能の低下

を招くことがないような対策が必要と考えています。 

その対策にあたっては、一般車両と物流車両の分離や周辺道路の改良など警

察、道路管理者、物流関係者の意見を聞きながら交通計画を策定し、名古屋市

を始め関係機関等と協議を行いながら進めております。 

金城ふ頭の物流港湾機能はこれからも維持するのか、縮小するのか？ 

【山口議員】名古屋市のものづくり文化交流拠点構想では岸壁部分も含めて交

流厚生用地のようなイメージが描かれてきました。しかし港湾計画の改定案な

どでは引き続き金城ふ頭は物流の拠点として描かれています。金城ふ頭の物流

港湾機能はこれからも維持するのか？それともレゴランドなどに主役の座を譲

り縮小していくのか？お答えください。 

物流と交流の調和を図りつつ、今後も物流拠点として利用する 

【企画調整室長】金城ふ頭は、完成自動車の輸出入基地をはじめ外貿貨物の物

流拠点として重要な役割を担っております。これからの物流機能につきまして

は、港湾計画の見直し作業を進める中で、大型化する自動車専用船への対応や

完成自動車を保管するための物流用地の確保による完成自動車取扱機能の拠点

化・効率化などを検討しているところであります。 

今後も、物流機能と交流機能の調和を図りつつ、中部圏のものづくり産業を

支える物流拠点として利用してまいります。 

産業観光の視点から警備のあり方や整備も見直すべきではないか 

【山口議員】金城ふ頭の岸壁は国際貨物を扱っており、いわゆるソーラス条約

の対象として厳重な警備態勢が敷かれています。岸壁に近づくと警備員から写

真撮影はダメですと私も言われたことがあります。いまのままではせっかく金

城ふ頭を訪れる人が増えても港湾の魅力を十分に味わえず、ほとんど海を見ず

に過ごすことになりかねません。 

警備する立場からは数万人規模の来訪者がシャッターを押す、動画を撮影す

るのを停止させることは不可能です。いったいどうするのか。 

産業観光の視点から警備のあり方も見直すべきではないでしょうか？名古屋

港の機能をよく見てもらい、多くの来訪者に理解してもらうために、たとえば

岸壁の荷役作業の見学会を企画するとか、みなとの見える丘をきちんと整備す

るとか、工夫が必要ではありませんか？ 

保安対策の確実な実施が港のイメージアップにつながる  
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【防災・危機管理担当】「産業観光の視点からの警備のあり方」についてお答え

いたします。 

米国同時多発ﾃﾛを契輝に、港湾がﾃﾛ行為の対象あるいはその経由地になりう

るとの危機感が高まり、改正 SOLAS 条約の発行を受け、国内法として「国際航

海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が平成 16 年 7 月に施行

されました。発行を受け、国内法として「国際航海船舶及び国際港湾施設の保

安の確保等に関する法律」が平成 16 年 7 月に施行されました。ﾌｪﾝｽ、ｹﾞｰﾄ、監

視ｶﾒﾗなどを設置するとともに警備員を配置するなどの保安対策が義務付られ

ているため、本組合においては、その対策を確実に実施しているところです。 

金城ふ頭においては、本組合が管理する対象施設が 5 施設あり、保安対策を

確実に実施することは、国際航海船舶の安全な利用が図られるとともに、安全・

安心な名古屋港のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟに繋がるものと考えています。 

また、産業観光等の観点から、金城ふ頭中央緑地に広大な港湾景観を望むこ

とができる展望休憩所を設けております。 

認識が甘い。二つの用途がほんとうに両立できるのか（再質問） 

【山口議員】原則として土地は賃貸が原則だが、立体駐車場の用地は、名古屋

市が所有権を保有する必要がある。そして事業の公共性が高いから売るんです

よ、との答弁でした。逆に言えばレゴランドの敷地の一部とか商業施設が展開

する場所は賃貸契約、公共性が高いとは言えない事業ということなのです。で

もそのためにつくる駐車場は公共性が高いのか？ということになります。 

 名古屋市は、立体駐車場についてレゴランドではなく国際展示場のためにむ

しろ大きなスペースが必要だとしています。レゴだけの駐車場ではない、国際

展示場など複数施設の駐車場だから公共性が高いといいます。ところがいざ国

際展示場で大きなイベントが開かれると、今度つくる立体駐車場だけでは足り

ない。既存の立体駐車場を含めてもっと駐車スペースが必要になると言ってい

ます。それでは集約駐車場と呼べないじゃないか、と私は市議会でも指摘して

きました。この計画自体にやはり無理があると言わざるをえません。 

 金城ふ頭は、親しまれる港として大勢の来訪者を迎える交流厚生用地である

とともに引き続き外貿貨物の物流拠点として活用していく場所だ、との答弁で

した。この二つの機能を一つのふ頭地区でやろうというのは全国にもなかなか

ない、非常に珍しいというか、私に言わせるとちょっと無理があるのでは、と

言いたくなるような状況です。 

 車の流れ、ソーラス条約の警備についてまだ詰めた検討ができていないので

はないでしょうか。 

今年 2 月に開かれた名古屋市の都市計画審議会ではこんな意見がでました。
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「この金城ふ頭がまだまだ港湾物流機能が残っている中で大きなトレーラーが

走ったりだとか、コンテナを積んだ車が走ったりというところと、今度、交流

拠点の中でレゴランドができれば、この中を小さい車が走ったりするところが

あって、非常に危険性が高まるのではないか、その混在をどううまく捌いてい

くのか、検討いただく必要がある」「ポートメッセとか大きな催事の時はですね、

伊勢湾岸自動車道のトリトンの上まで、ずっと渋滞が続いたということもあり

ます。レゴができれば、もっとこういったことが起こる頻度が高まるのではな

いか、全体の計画の見直しと合わせて、そういった対応もしっかりやっていた

だければと思っております」業界を代表する方からのこういう厳しい指摘もあ

りました。 

ソーラス条約に基づく警備はけっこう厳しい水準が求められています。押し

寄せる観光客に港も見てほしい。見てほしいのだけど、近づいちゃだめだよと。

かってに撮影するのは止められないが、「撮っていいですか」と聞かれたらダメ

と答えなければいけない。そうじゃないんですか。 

もっと大勢の来訪者が、そしてもっとたくさんの取扱い貨物であふれる金城

ふ頭にやってくる。先ほどの答弁では認識が甘いと思います。交流厚生用地、

親しまれる港と港湾物流の一大拠点、この二つの用途がほんとうに両立できる

のか？問題は起きないのか？再度うかがいます。 

管理者には、金城ふ頭エリアについて名古屋港のなかでどんな位置づけにな

っているのかうかがいたい。 

荷主さんには、丁寧な上にも丁寧に話していく 

【河村管理者】 当局に言わせると、やっぱり両立させると言っていますわ。 

完成自動車の輸出について、全体が何台で、金城ふ頭から何台という数字が

出ていますけど、3 分の 1 ぐらいがまだ金城ふ頭を使って輸出してるもんで、ﾕ

ｰｻﾞｰというか荷主さんには、丁寧な上にも丁寧に言わないかんわね。そういう

理解がということで、じゃあほかのところで完成車のことはできるのか、いま

んとこ難しいとか言っとるけど、いまのところ意見が一つしかにゃあもんで、

ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝあらへんもんですから。ということでございますが、私は、今度の

国際展示場の大きいやつも含めて、丁寧な上にも丁寧にいろいろﾕｰｻﾞｰの皆さん

には言わないかんけど、金城ふ頭がそういうおもしれえところになってったら

ええなあ、と思っていますけど、あくまで完成車の輸出のﾕｰｻﾞｰというか、産業

界には本当に丁寧に話をしていかないかんと、そんなふうに思っています。 

物流拠点と観光交流拠点の二つの機能をどう両立させるのか 

【山口議員】専任副管理者に、物流拠点と観光交流拠点の二つの機能をどう両
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立させていけるのか、警備や交通などの課題は何か、答弁を求めます。 

一般車両と物流車両の交通分離や駐車場の整備、広域対策を進めてる 

【近藤隆之副管理者】私からは、物流拠点と観光交流拠点の二つの機能、これ

をどう両立させていけるのか、課題は何かという点についてお答えをさせてい

ただきます。 

まず、金城ふ頭の中で物流と交流の二つの機能、これを両立させまして、国

際展示場やﾘﾆｱ・鉄道館などを訪れました多くの方々に港湾活動をまさに間近で

見ていただくこと、そして、港に興味や親しみを持っていただくきっかけとな

りますそういったことは、近接していることは大変に意義のあることと考えて

おります。 

ただ、一方で、物流施設の近傍では大型車両も多い中、開発によりさらに一

般車両の増加が見込まれ、渋滞や事故への対策、これを当然ながら十分に行う

必要があるというふうに考えております。 

このため、一般車両と物流車両の流れの分離、それから、先ほどから話が出

ております集約駐車場の整備、そういったものを進めますとともに、金城ふ頭

の中に限らず、交通分離に必要となる、例えば汐止交差点の改良とか、空見ｽﾗｯ

ｼﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ内での臨時駐車場の確保など、広いｴﾘｱでの対策を名古屋市と協力

して進めているところでございます。 

今後も警察や物流関係者などと十分調整を図り、安全対策に取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

機能の両立はそんなに簡単じゃない。地に足を付けた検討を求める 

【山口議員】管理者、まだちょっと姿勢が揺れているように聞こえました。そ

んな状態のままで港湾計画の改定をして大丈夫かなと、副管理者はよく管理者

と意思統一をはかっていただきたい。 

この機能の両立はそんなに簡単じゃありません。金城ふ頭、春にも大きな客船

来ましたね。トリトンをくぐれないような大きな客船が来たらやっぱり金城ふ

頭を利用する。そして港湾計画の改定では、フェリーふ頭も金城ふ頭に持って

くるとなっているのです。物流と、テーマパークだけでなく船のお客さんも大

勢利用するエリアになってくるわけです。ますます大事な場所になってくる。 

そこで港湾計画の改定作業を今年１年間じっくり取り組むということになっ

ていますが、この金城ふ頭のあり方もこの機会に良く考えていただきたい。地

に足をつけた検討を進めていただくようにしっかり求めます。 
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2.米軍艦船の入港について 

入港打診はいつあったのか？入港可否は誰の責任で判断しているのか？ 

【山口議員】次に、米軍艦船の名古屋港入港についてですが、これは何度でも

聞きます。 

 2014 年 5 月 15 日から 20 日まで米海軍の掃海艦（対機雷戦艦艇）アヴェンジ

ャー＝「報復者」「仕返しする者」という軍艦らしい名前の船です、が名古屋港

に入港し大江ふ頭に着岸しました。今回も入港目的は親善訪問ということでし

た。 

さて、米軍艦船が入港する際には、在日米軍及び在名古屋米国領事館からの

要請により、入港 24 時間前しかこの入港情報を公開しないというルールがあり

ます。このルールには法的根拠は何もないという答弁を昨年の本議会では私、

いただきました。今回のアヴェンジャーの入港については管理組合議会議員に

は 24 時間前に知らせていたのでしょうか。管理組合議会議員に郵送でこの連絡

が届いたのは入港後です。24 時間ルールと言いながらひどい実態です。そこで

うかがいます。 

管理組合に入港の打診があったのは一体いつなのでしょうか？その情報は入

港 24 時間以前には管理組合及び議会関係者のどこのレベル、誰まで知らせてい

るのですか？そして米軍艦船入港の可否はどのレベル、誰の責任で判断してい

るのか？お答えください。 

打診があったのは一か月前、入港の可否判断は港湾管理者の責任で 

【中山港営部長】まず一点目の名古屋港への入港打診時期につきましては、入

港約一か月前に海上保安庁より港湾施設提供の照会があったものです。 

次に 2 点目の、入港 24 時間以前の情報提供先につきましては、本組合管理者

である名古屋市長、専任副管理者、副管理者である副市長、副知事及び愛知県

知事並びに本組合議会議長及び副議長でございます。 

3 点目の入港可否の判断につきましては、港湾法における、何人に対しても施

設の利用に関し、不平等な取扱いをしてはならないとの規定により、港湾管理

者といたしましては、米軍艦船につきましても通常の船舶と同様の取り扱いと

し、一般船舶の利用に支障がない限り港湾施設を提供しております。 

24時間ルールはあまりに卑屈な対米従属の象徴と思わないか 

【山口議員】 この問題は管理者にもうかがいます。この 24 時間ルール、あま

りにも卑屈な対米従属の象徴のようなルールだと私は考えますが、せめて友好
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や親善が入港目的のときには、管理者、必要ないと思いませんか？それとも目

的は友好や親善でも、軍艦はやっぱり軍艦なのだから、機密は守ってやるべき

だとお考えですか、米軍の言うことには何でも逆らわず、何でもイエスという

姿勢なのかどうか、お答えください。 

いっぺん慎重にちょっと調べさせていただく 

【河村管理者】まず、米軍艦船の入港でございますけど、まあこれは、やっぱ

り慎重にちょっとやらんといかんもんですから、何といっても集団的自衛権の

行使さえもできない国になっておりますので、アメリカに何でもかんでも言う

ということにはならんと思いますね、私やっぱり。ですから、いっぺん慎重に

ちょっと調べさせていただくということでお願いしたいと思います。 

 

在名古屋米国領事館と率直に話し合っていただきたい 

【山口議員】米軍艦船の入港についてですけど、管理者、慎重に調べさせてい

ただくというお答えでした。集団的自衛権の考え方は、私は絶対容認できない

しあなたとは違いがあると思いますが、この 24 時間ルールというのはアメリカ

から日本の国への要請じゃないんですよ。各地の領事館ごとに対応が違う、こ

れまでも小樽や青森なんかはもっとオープンになっていますよ、という話を何

度かしましたが、名古屋の領事館と名古屋港の問題なのです。こういう点では

一度、率直に話し合っていただきたいと思います。 

 

 

3.旧イタリア村＝ガーデンふ頭東地区について 

企業と折衝中といえば何でも非公開にできるものなのか？市民県民がしっ

かり監視する体制をとらないと開発事業への不信感はぬぐえない 

【山口議員】続いて、旧イタリア村、ガーデンふ頭東地区についてうかがいま

す。議員総会の報告では、ガーデンふ頭全体を開発するとなるとその費用が予

想以上にかかるので、それはあきらめて開発の範囲をあらためて旧倉庫付近に

縮小することに逆戻りするとのことでした。ガーデンふ頭全体の開発を一事業

者に委ねることも問題ですが、逆にこの地区を細切れに開発していってはガー

デンふ頭全体の計画、築地ポートタウン計画全体との整合性が心配になります。 

とにかく事業者が手をあげてくれさえすればありがたい、という姿勢では困る。
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また事業者に振り回されるのではないか、と心配です。 

議会には毎回、水面下で事業者の進出意欲を探っている、やっと複数事業者

の進出意欲が確認できそうだ、もう少し待ってくれ、と何年も言われ続けてき

ました。確かに、微妙な交渉も場面によっては必要な時もあるでしょう。でも

もう少し県民市民にオープンな形で再開発事業を進めていただきたい。ある日

突然、決まったからよろしく、というのでは不信感が募ります。 

旧イタリア村の維持管理費は年間約 600 万円です。先日、旧イタリア村の閉

鎖以来はじめて旧４号倉庫に入らせてもらいました。視察したいと言ったので

片づけていただいたのかは知りませんが、建物の内部はほこりや蜘蛛の巣だら

けといった、そんな状態ではありませんでした。倉庫の中はしかし、兵どもの

夢の跡、といった風情です。剥がれたポスター、崩れた壁には哀愁を感じまし

た。ファッション関係のテナントが多かったのですがそれらのお店の跡には撤

去されずに残された等身大の大きな鏡がいくつも残っていました。真っ暗闇の

なかで鏡だけがいくつもある。ぞくっとする光景です。そしてそんな暗い建物

の一角には 2月 28日に撤去作業中の感電事故で犠牲者が出た現場がありました。

花束が手向けられており、私も手を合わせてご冥福をお祈りしてまいりました。 

そして本来ならここで、こうなっているのですよと、その写真をパネルにし

てお見せしたいのですが、マイナスイメージを広げたくないのか、室内の撮影

は禁止ですと当局にきつく言われましたので、みなさんに旧イタリア村の倉庫

の中をお見せすることはできません。そこで管理者にうかがいたい。 

企業と折衝中といえば何でも非公開にできるものか。そんなことはないと思

うのです。あなたは旧イタリア村の建物に入ってみたことがありますか？なか

ったらぜひ一回行ってみてください。御案内します。市民県民にいまの状態を

率直に知らせて、早く何とかしよう、今度こそしっかりやってくれ、市民県民

は注目しているぞと、こういうメッセージを管理者のほうから発信すべきでは

ありませんか？ 

私は民間による開発だからダメと機械的に言うつもりはありませんが、企業

との折衝についても市民県民がしっかり監視する体制をとらないと、管理組合

が進める開発事業への不信感はなかなかぬぐい切れないと思います。率直な答

弁を求めます。 

写真撮影ができん意味がわからん。4号倉庫一遍行ってきます。 

【河村管理者】4 号倉庫はあれですか、これ写真撮影もできんのですか。 

ちょっと今聞いとってびっくりましたけど、何でできんのだね。何で禁止する

んですか、ほんなこと。わしもようわからんですわね。ようけの人に参入のﾁｬﾝ

ｽをつくるんだったら、やっぱり必要な部分はちゃんとわかってもらえるように
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して、来る人を増やさなあかんじゃないですか。だで、4 号倉庫、いっぺん行っ

てみないかん、ということだで、いっぺん行ってきます。わしもこれ、国会で

前質問しましたんで、何べんもここは来とりますけど、いっぺん今度、時間見

て入ってきます。 

写真撮影ができん意味がわからんですね、私本当に。普通だったらようけの

人に、とにかく見てちょう、見てちょうとやるはずですよ。壊すけど、そりゃ

あ、見てまうのは見てまったってええやにゃあのと思いますけど。だで、本気

になって本当にいろんな業者の人に新たないろんな投資をしてもらういう気に

なっとらんのだにゃあかと思いますね。 

県民市民に常にオープンにしながら再開発を 

【山口議員】ガーデンふ頭、行っていただけるということなのでぜひ見てもら

いたい。マイナスイメージになるのだったら、いつまでなぜあの倉庫を残して

おくのかということになるのですよね。民の力を借りることと民の力に頼り切

ることはやっぱり違う。先ほどガーデンふ頭の回遊性の話がありましたが、細

切れに、ここは手を挙げてくれたから「はいどうぞ」とやっていくと、ガーデ

ンふ頭全体の問題が飛んでしまいかねない。回遊性の確保も含めて、私は重要

な課題だと思ていますので、名古屋港管理組合としてガーデンふ頭全体をどう

するのかというプランをしっかり持って、個々の進出を希望する事業所と話し

合っていただきたい。そういう点でも県民市民に、いまこんなことが進んでい

るだと、常にオープンにしながら再開発に当たっていただきたいと要望します。 

 

4.愛知県及び名古屋市の被害想定を踏まえた防災対策につ

いて 

名古屋港の防災計画に関する基本的な考え方は 

【山口議員】 愛知県は先日、南海トラフ巨大地震に関する被害想定を公表し、

あわせて県の地域防災計画を改定しました。名古屋市も先に被害想定を公表し、

地域防災計画の改定も予定されています。 

 県の被害想定では港湾について、「県内の多くの港湾において揺れ・液状化に

よる岸壁の大きな被害が想定され、被害が軽微なエリアは知多半島・渥美半島

の一部に限られる。加えて津波による港湾施設の被害、船舶・コンテナの被害、

航路障害等も想定される」と述べています。名古屋市の被害想定では、名古屋

港内の 71 カ所の岸壁のうち約 4 割の 28 カ所は利用困難になる、としていまし
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た。どちらもかなりの被害を想定しています。 

そこで、今後改定することになる名古屋港管理組合の防災計画では、港湾の

被害について、どの程度と想定するのか？そして防災計画では港湾への被害を

どの程度まで軽減する計画にするのか、その計画をいつまでに立案するのか？

名古屋港の防災計画に関する基本的な考え方をうかがいたい。 

防災計画を、平成 26年度前半を目途に取りまとめ実施する 

【防災・危機管理担当】まず「本組合の被害想定及び防災計画」についてです。 

本年 2月に名古屋市が公表した「南海ﾄﾗﾌ巨大地震の被害想定について」及び、

5 月に公表された「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果」

につきましては、本組合といたしましても真摯に受け止めております。本組合

防災計画の被害規定については、愛知県及び名古屋市の被害想定結果をもとに

整理してまいります。 

今回改正された愛知県地域防災計画においては、過去地震最大ﾓﾃﾞﾙが「地震

津波対策を進める上で軸となる想定として位置づけられるもの」とされており

ます。本組合といたしましては、愛知県地域防災計画及び改正される名古屋市

の地域防災計画の防災・滅災対策の方向性を踏まえ、ﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄ両面にわたる防

災計画を、平成 26 年度前半を目途に取りまとめ、防災・滅災対策の確実な実施

に鋭意取り組んでまいります。 

名古屋港管理組合としてとるべき浸水被害軽減対策は 

【山口議員】県の被害想定でも市の想定と同様、広範囲のゼロメートル地帯で

浸水被害が予想されています。とりわけ堤防や護岸の崩壊で津波到達前に浸水

が始まる地域が少なくないとされました。水門の補強などは既に着手している

と聞いていますが、ゼロメートル地帯の浸水被害を軽減するために名古屋港管

理組合としてとるべき対策はなにか、できることはなにがあるのか、示してい

ただきたい。 

南海ﾄﾗﾌ地震を踏まえて見直される海岸保全基本計画に基づき、地震災

害に対する防護機能の確保に努める 

【企画調整室長】愛知県及び名古屋市の被害想定を踏まえた防災対策のうち、

「本組合における浸水被害を軽減する対策」について、お答えいたします。 

本組合は、名古屋市域の海岸の管理を分担しており、背後地域住民の生命・

財産を守るため、防潮壁など海岸保全施設の維持管理を行っております。これ

ら海岸保全施設は、地震時においても所要の機能を確保することが必要となり
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ます。このため本組合は、防潮壁の嵩上げや地盤の液状化対策などに取り組ん

でいるところでございます。今後は、南海ﾄﾗﾌ地震を踏まえて見直される海岸保

全基本計画に基づき、地震災害に対する防護機能の確保に努めてまいります。 

名古屋港の防災計画の改定は引き続き議論したい 

【山口議員】今年度前半に防災計画の改定の方向を取りまとめるという答弁を

いただきました。名古屋港の防災計画の改定方向をしっかり見据えながら議論

したいと思います。 

 

5.国の国際コンテナ戦略港湾政策と港湾運営会社について 

「選択と集中」で東西二港を特別扱いする国策は破たんした。名古屋港

を含む各地の重要な港湾それぞれにみあった整備を行うよう港湾政策の

抜本的転換を国に対して求めるべきではないか 

【山口議員】国の国際戦略港湾政策は、「選択と集中」の名のもとで、東京湾と

大阪湾の東西両港湾に多額の税金を注ぎ込んできました。これまでに国がスー

パー中枢港湾に投資した事業費はこれには名古屋港も含まれますが 5100 億円

です。 

しかし東西の両港湾では、基幹航路を維持することやトランシップ貨物を釜

山から取り戻すことも達成できませんでした。北米向けコンテナでは京浜港で

は 2008 年に 159 万 TEU だったのが 2012 年には 107 万に３割減っています。

阪神港は 47 万 TEU が同じく 37 万 TEU に２割以上の減。これが現状です。 

ところが国際コンテナ戦略港湾政策に国は、今度は 2011 年（平成 23 年度）

から 2020 年（平成 32 年度）までの 10 年間でまた約 5500 億円を、今度は名古

屋港はありません。東西両港湾の大水深バースの整備などに注ぎ込み始めてい

ます。 

そればかりか、港湾民営化で国際競争力の強化といいながら、民営化でと言

いながら、今度は特例港湾運営会社に国が出資する法改正まで行い、さらに東

西二港と他の地域の港湾整備に格差をつけていく。 

しかし港湾の国際競争力が落ちているという問題は港湾のハード整備の遅れ

が根本的な要因ではありません。「日本の製造業の海外生産シフト、荷主のニー

ズの中国へのシフト、地方港湾の海外港湾との連携」この三つだと、これは日

銀神戸支店の神戸港についてのレポートが分析した結果です。こんなことを言
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っています。「日本の産業構造の変化にこそ問題の根本がある」と。そこから目

をそらして特定の港湾に税金をつぎ込み、いくら深いバースをつくっても船は

来ません。 

管理者に答弁を求めます。国際コンテナ戦略港湾の政策、「選択と集中」との

名目で東西二港を特別扱いする国策は破たんしています。いまこそ、東西二港

の特別扱いを改め、名古屋港を含む各地の重要な港湾について、それぞれの地

域の需要に合った適正規模での整備が行えるよう、港湾政策の抜本的転換を国

に対して求めるべきではありませんか。管理者の見解をお聞かせ願いたい。 

少しでも安く利用してもらって世界に冠たる港にしていく 

【河村管理者】選択と集中の政策、これは、僕は国策を誤ったと思いますね。 

やっぱり失敗しただろうと思います。その大きな理由が、繰り返しますが、

本当に借金だ思っとったんです、あのとき民主党の多くの人たちが。金がにゃ

あという前提から入っておったから大失敗した。で、増税だと言いかけたわけ

でしょう、また。同じように、いろんな投資するについても、2 港に選択と集中

をせないかんということになったんですけど、実際は全然違って、膨大な金が

余ってますので、庶民はにゃあけど銀行に余っとるわけですわ。 

この際、特に名古屋港、更に産業に力を入れると、世界で産業競争力で負け

んように、そのメッカを東海地区、名古屋地区にするという強い決意を言わな

いかんけど、外務省が出てきてまた借金だとか金がないとかいうんですよ。よ

っぽど議員のみなさん自民党のみなさんと話してそこらへんのとこもういっぺ

んやりなおさないかんと、わたしは思います。 

それから価格競争をして行革を、名港管理組合はようけ人ござるけど、どう

なってるんですかね。そこらへんは聖域なくしてやった分は、ちょこっとでも

安くこの名古屋港を利用してもらって世界に冠たる港にしていくと、いう方向

が必要じゃないかと思います。以上です。 

 

港湾運営会社化で、港湾で働く人たちの労働条件が影響を受けるのか 

【山口議員】港湾民営化と称して名古屋港埠頭株式会社を特例港湾運営会社に

して国際競争力の強化を図るという名古屋港の路線について、最後にうかがい

たいと思います。 

 この春、管理組合から多くの職員がこの会社に移籍しましたが、彼らの待遇

は公務員時代と変わらない、と聞いています。港湾労働者にしわ寄せする形で

のコスト削減は、私は当然認められない。質の高い安定した労働力の確保が、

ユーザーに選択される港湾、つまり港湾の国際競争力にも不可欠です。 
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そこでうかがいますが、港湾運営会社をつくることで、港湾で働く人たちの

労働条件にはどう影響があるのか。端的に答えていただきたい。 

港湾労働者の労働条件には、影響しない 

【企画調整室長】「制度導入によるｺｽﾄ削減策が、港湾労働者の労働条件に及

ぼす影響」についてです。特例港湾運営会社の指定を目指す名古屋港埠頭株式

会社は、ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝなど上物施設に対する無利子資金の借入れによる整備費の

縮減、ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙの一体運営によるｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを活かした維持管理費等の削減及び

国有岸壁を始めとする港湾施設の低廉な貸付により、利用者に対する施設使用

料の低減を実現していくものです。このため、港湾で働く人たちへの労働条件

には影響しないものと考えております。 

新会社に変わって比較検証する仕組みを整えておくべきではないか 

【山口議員】新しい施策の成果を検証するためには現行のコスト、労働条件、

港湾の効率性などをまず私たちに現状をわかりやすく示していただきたい。新

しい会社に変わったらそれがどういうふうになったのか、きちんと比較検証す

る仕組みをいまから整えておくべきではないでしょうか。答弁を求めます。 

コスト削減やサービス向上での効果は、コンテナ取扱い個数で検証 

【企画調整室長】「施策の成果を検証する仕組み」について、お答えいたします。 

施策の効果といたしましては、ｺｽﾄやｻｰﾋﾞｽなど、いろいろあると考えており

ますが、このうち、ｺｽﾄ面では、無利子貸付制度を措用することにより、ｶﾞﾝﾄﾘｰ

ｸﾚｰﾝなど上物施設の整備費が 15%程度削減できるものと考えております。また、

民の視点による利用者ﾆｰｽﾞへの柔軟な対応や迅速な経営判断など、ｻｰﾋﾞｽ面での

向上が図られるものと考えております。これらの取り組みにより、船会社や荷

主に選ばれ、利用してもらえることが重要であり、その結果として現れるｺﾝﾃﾅ

取扱個数の増加等の成果を、検証するものと考えております。 

 

自民も民主も東西二港の特別扱いに賛成 日本共産党だけが反対 

競争だけでなく協調してネットワークをつくらないと港の発展はありえない 

【山口議員】戦略港湾の問題ですが、東西の 2 港湾と名古屋港を同様に扱って

くださいよ、と私はこういう陳情とか低姿勢のお願いではだめだと思う。 

はっきり言って、東西２港を特別扱いにしたのは民主党政権下の戦略です。

しかし今度、自民党政権にかわったら、今度の国会で成立した港湾法の改正は
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東西両港をもっと特別扱いしようという法改正ですよ。名古屋・愛知出身の国

会議員で誰か反対しましたか。みんな賛成しているじゃないですか。 

港湾法の改正にわが党は反対の態度を国会でもとりましたが、東西港で基幹

航路の取扱量が伸びない原因は日本の内需の低迷、大企業の海外生産推進によ

る産業空洞化の進行。大水深バースの建設や集貨事業にいくら巨額の税金をつ

ぎ込んでも基幹航路の維持ができる保証はない。これがわが党の港湾法の改正

への反対理由の第一です。 

私たちは何度か、日本海側の港も見せてもらいましたが、海外との直接的な

ネットワークをもう地方の港は築いてきています。名古屋港はむしろ、地方港

全体の代表のつもりでそれぞれの地域の需要に見合う整備をそれぞれの港湾が

自主的にすすめられるように、国に対して政策の変更を求めるべきだ、この点

は重ねて申し上げておきたい。 

特別扱いする港が二つになるのか三つになるのか、バルクのように十数港に

なるのか、ともうそういう発想自体を変えてもらわなければいけない。 

貿易なのですから、競争するだけではなくて、貿易相手国の港を含めて協調

して、ネットワークつくっていかないと貿易の発展もありえない、という点だ

けは強調しておきます。 

 

 

 

 

 


