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名古屋港管理組合議会 2014年 11月定例会本会議 一般質問 

                    山口清明議員 2014年 11月 7日 

 

名古屋港及び近隣地域の環境問題について 

 ＜国道 23号通行ルール＞ 

名古屋南部大気汚染公害訴訟の判決等を踏まえた環境改善に対する責任は 

【山口議員】名古屋港及びその周辺の健康と環境に関わる二つの問題について質問しま

す。 

まず、国道 23号通行ルールの徹底についてです。 

 名古屋港をふくむ名古屋南部地域は鉄鋼、金属、化学を中心とする工業地帯が広がっ

ています。この地域を貫く国道 23号は、その多くがこの地域に関連した交通で、交通

量が一日に 10万台を超える箇所や大型車混入率が 5割を超える所もあり、他の道路沿

道に比べ大気汚染物資の濃度や騒音が高くなっています。 

 この地域でぜんそく等の公害病に苦しむ患者が国と立地企業 11社を相手に起こした

名古屋南部大気汚染公害訴訟(名古屋あおぞら青空裁判)は、2000年に名古屋地裁で、

被告企業と道路を管理する国の責任を認め、公害道路に歯止めをかける内容の原告勝訴

判決が出されました。判決では、国道 23号線についてＳＰＭ（浮遊粒子状物質）が一

定量を超えた場合に差し止め請求権も認めました。その後 2001年に問題の早期解決を

はかるために和解が成立しました。 

その和解に基づき、名古屋南部地域道路沿道環境改善に関する連絡会の場で、国道

23号沿道環境改善に関する施策について原告団と国が意見交換を続けてきましたが、

沿道環境の改善を進めるために新たな「国道 23号通行ルール」が今年 9月から実施さ

れ、いま周知のための案内板等の設置が始まっています。 

「国道23号通行ルール(名古屋南部地域)」とは、国道23号の名古屋市緑区大高町地内

から愛知県海部郡飛島村地内までの区間（約16km）を通行する車両に「法規制の遵守」

に加え、「沿道環境に配慮した走行のお願い」として、歩道寄り車線（歩道側に最も近

い車線）を沿道環境に配慮する「環境レーン」と位置付けて、大型車には夜間だけでな

く終日、中央寄りレーンを走行するように協力を求める、という沿道の環境改善を推進

する取り組みです。 

 実施主体は、国土交通省及び関係機関(環境省、愛知県、名古屋市、愛知県警及び愛

知県トラック協会)となっており、名古屋港管理組合は直接の実施主体とはなっていま

せん。 

しかしながら名古屋港管理組合にも、公害の加害責任が裁判で認定された企業の立地

を進めてきたこと及び国道 23号を利用する大型車の多くが名古屋港関連の車両である
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こと等を踏まえれば、この地域の環境改善に対して大きな責任があると考えます。そこ

で質問します。 

名古屋南部公害訴訟の判決と和解を踏まえて、名古屋港管理組合が果たすべきこの地

域の環境改善に対する責任をどう考えていますか。 

 

連絡会からの情報交換の会議にも参画し、国、県、市等の施策に協力 

【企画調整室長】本組合は、港湾法に基づく港湾管理者の責務として、環境の保全に配

慮し、一渋滞緩和に向けた道路改良や緑地整備に努めるなど、本港の秩序ある整備と適

正な運営を図っております。 

 また、公害訴訟の和解に基づく連絡会からの情報交換を行う会議にも参画するなど、

大気汚染の監視や規制を行っている国、愛知県、名古屋市等の施策に協力しております。 

 

「国道 23号通行ルール」の積極的な働きかけを 

【山口議員】沿道環境の改善を進めるための「国道 23号通行ルール」ですが、23号を

走っていてもまだまだルールの徹底には程遠いのが現状です。 

そこで、名古屋港管理組合としても独自に、コンテナヤードを通過するドライバーへ

の働きかけや臨港地区の立地企業、行政財産を貸付けている企業などへのルール徹底キ

ャンペーンなど、積極的な働きかけを行うべきではありませんか。 

 

中部地整の広報活動に積極的に協力し、ホームページへの掲載や港湾関係団体

や企業へポスターやチラシを配布 

【企画調整室長】本組合は、国道 23 号の沿道環境改善のため、国土交通省中部地方整

備局の広報活動に積極的に協力し、本組合ホームページへの掲載や大型車のドライバー

の方が利用するコンテナターミナル及び港湾労働者福祉センター等の施設を始め、港湾

関係団体や臨港地区の立地企業へポスターやチラシの配布を行っております。 

 また、一般のドライバーの方にも浸透するように、名古屋港水族館等の親しまれる諸

施設や、臨港地区内のコンビニエンスストア等の民間商業施設においても、周知を図っ

ております。 

 

２３号線通行ルールの徹底キャンペーンの先頭に立て（再質問） 

【山口議員】名古屋港管理組合の存在抜きには公害発生企業のこの地域への集中立地は

なかったのです。その責任を十分に自覚して取り組みを強化していただきたい。残念な

がら新たな通行ルールはまだまだ徹底していません。そこで管理者に質問というか、お

願いです。 

管理者は、公害で苦しんできたぜんそく患者への理解がおありと聞いています。その

あなたにぜひともこの通行ルール徹底キャンペーンの先頭に立っていただけませんか。
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あなたが道路に立って大型車は内側へと旗を振って車を誘導したらインパクトがある

と思いますよ。環境改善の先頭に立ってください。いかがですか。 

 

ひと月に 1 回くらいは話に行くべき。キャンペーンは機会があれば立つ（管理

者） 

【管理者】23 号の通行ルールですけど、今答弁聞いとりまして、いろんな国交省の施

策に協力するというようなことでございまして、協力はええんだけど、何となく役人答

弁ですわな、これほんとに。 

 だで、とりあえず関連会社、運送会社、それから事業者の皆さんのとこへちゃんと月

に一遍ぐらいチラシを配ってっとるのかどうかですな、これ。チラシは配ったと言って

ますけど、大抵ぽんと置いといて 1年で一遍でしまいじゃないかしらんと、こういうふ

うに思うんですわ。 

こういうことが一つのチャンスになって、やっぱお客さんとこに顔出すのが一番の精神

だでね。だで、一遍、全部、毎月に一遍ぐらいはちゃんとビラ持ってよ、こういうふう

にルールが変わったで道路の真ん中走ってちょうよっていうふうにはやってちょうよ、

これぜひ。そういうのを一つチャンスとして受けとらなかんです、顔出す。 

 それから、まあ一つのお申し越しの道路での旗振りでございますけど、もしよかった

ら喜んでやらさせていただきますんで、どうぞ副管なりで調整してちょうだい。 

管理者を先頭に市や県とも連携してしっかりやれ（要望） 

【山口議員】環境と健康に関してたずねました。管理者からは積極的な答弁をいただき

ました。名古屋港のイメージアップのためにも、管理者を先頭に市や県とも連携してし

っかりやってください。 

 

＜セアカゴケグモの駆除＞ 

名古屋港における生息状況は 

【山口議員】次にセアカゴケグモの駆除についてうかがいます。 

本来は東南アジアなど熱帯、亜熱帯地域で生息する毒グモであるセアカゴケグモが

2008年に港区で初めて見つかってから６年が経ちました。港保健所などの調査による

と、今年９月時点で、市内では千種区を除く 15区で生息が確認されるまでになってい

ます。 

今年度、名古屋市内で確認されたのは 643匹、そのうち 63％、414匹が港区です。名

古屋港でたくさん発見されたこともあり住民の意識も高く駆除にも積極的なので確認

数も多くなる面もありますが、それでも生息数は港区が一番多いことはまちがいなさそ

うです。 

 いまでは港区 20学区中、南陽地区の西福田学区を除く 19学区で生息が確認されてい



4 

 

ます。このクモは名古屋港でもとくに金城ふ頭からその生息域が幹線道路沿いに広がっ

ていったようです。港保健所の調査では金城ふ頭をふくむ野跡学区の生息確認数が圧倒

的です。 

毒グモといっても凶暴な攻撃性があるわけではなく、何もしないのに襲ってくること

は普通ありません。極端な風評被害も問題ですが、かといってこのまま放置しておいて

よいのでしょうか。名古屋市内では幸いなことにいまだ健康被害は確認されていません

が、大阪府では平成 23年度だけで 11件の健康被害が報告されています。 

初めのうちは保健所が駆除していましたが、とても追いつかず、いま保健所は啓発が

主な仕事、駆除は発見した住民や事業所でお願い、となっています。名古屋港を管轄エ

リアに持つ港保健所の体制もほかの区と変わりありません。 

今後、金城ふ頭の開発が進められようとしていますが、毒グモが多く生息するエリア

です、気をつけてください、だけでいいのか。そこで質問します。 

名古屋港でのセアカゴケグモの生息状況はどうなっていますか。飛島村や弥富市、東

海市や知多市もふくめて、管理組合でどう把握しているのか。まずうかがいます。 

 

名古屋港所在の 4市 1村で発見 

【港営部長】セアカゴケグモの情報については、健康福祉行政を所管する愛知県及び名

古屋市のホームページにおいて、発見状況、防除方法等が掲載されており、名古屋港所

在の 4市 1村で発見されております。 

 

金城ふ頭での駆除の取組は 

【山口議員】保健所の指導では各事業所の責任で駆除してくださいとのことですが、金

城ふ頭での駆除について管理組合及び民間事業所ではどのように取り組んでいるのか。 

 

踏み潰し等による駆除を実施。民間は事業者に駆除を依頼 

【港営部長】金城ふ頭のみならず、名古屋港内において発見の通報があった場合、本組

合の管理する港湾施設等では、保健所が推奨する踏み潰し等による駆除を実施しており

ます。 

 また、民間の事業場では、事業者に駆除を依頼しております。 

 

発見時の初期対応に問題はなかったのか 

【山口議員】港から特定外来生物の毒グモが広がったと考えられることについて管理組

合はどういう認識ですか。発見時の初期対応に問題はなかったのか。 

 

職員を動員して、発見場所付近の生息調査及び駆除を行った 

【港営部長】平成 17 年の飛島村での発見当初には、本組合職員を動員して、発見場所
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付近の生息調査及び駆除を行い、それ以降も、必要な都度、駆除に取り組んでまいりま

した。 

 

積極的な駆除対策を 

【山口議員】市民に親しまれる安全安心な港づくりという観点から、とりわけ金城ふ頭

やガーデンふ頭では積極的な駆除対策をとるべきではありませんか。 

 

注意喚起の看板や貼紙を行い、定期的な清掃で発生予防に努めている 

【港営部長】親しまれる港の拠点である金城ふ頭及びガーデンふ頭においては、注意喚

起の看板や貼紙を行うとともに、定期的な清掃により、発生の予防に努めております。 

 なお、ガーデンふ頭においては、大きなイベント開催時に、名古屋市港保健所や公益

財団法人名古屋みなと振興財団と協力し、臨港緑園での生息調査及び駆除を行っており

ます。 

 今後も引き続き、安全・安心な港づくりに取り組んでまいります。 

 

いまのやり方で十分に有効な対策なのか（再質問） 

【山口議員】いろいろ努力されてきたことは理解します。踏み潰しによる駆除とのこと

ですが、薬剤散布では卵は駆除できないし、他の生物や植物への影響も大きい。しかし

現状ではどんどん生息域も広がり、生息数も増えているのではありませんか。臨港地区

において駆除の効果は表れているのか。いまのやり方で十分に有効な対策だと認識して

いるのか。再度答弁を求めます。  

 

保健所と連携を図りながら取り組む 

【港営部長】再質問のうち、「セアカゴケグモの駆除」についてお答えいたします。 

 セアカゴケグモの生息域は、環境省のオームページによれば、現在、全国 35 都府県

の広範囲に拡大しております。 

 名古屋港臨港地区での生息数はデータがありませんが、名古屋市のホームページにお

ける港区内の過去 3か年の発見数は、平成 23年度が 403頭、24年度が 663頭、25年度

が 252頭と推移しております。 

 本組合は、名古屋港内における発見以降、保健所が推奨する踏み潰し等により、発見

した個体を駆除するとともに、定期的な清掃により、セアカゴケグモの棲みにくい環境

づくりに取り組み、また、来港者への注意喚起にも努めてきたところです。 

 今後も引き続き、保健所と連携を図りながら取り組んでまいります。 

 

注意喚起だけでは、毒グモ注意の看板だらけになる（意見） 

【山口議員】セアカゴケグモ。とくに金城ふ頭での対策はしっかりお願いします。注意
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喚起だけでは、毒グモ注意の看板だらけの港になってしまいます。 

 

名古屋港の安全対策について 

＜火災が続くスクラップヤードの保安管理＞ 

可燃物の搬入や火災の可能性、使用目的の適否、貸付契約の条件はどうか 

【山口議員】６月 24 日、港区潮凪町の金属スクラップヤードで火災が発生しました。

幸いケガ人はありませんでしたが、猛烈な黒煙が吹き上がり、消防車 18 台、ヘリ二機

が出動しましたが火は一晩中くすぶり続け、完全に鎮火したのは翌日でした。 

名古屋港では昨年 11 月にも弥冨埠頭の金属スクラップヤードで火災が起きたばかり

です。どちらも火災原因は不明のままです。抜本的な対策に待ったなしで取り組むべき

時ではないでしょうか。そこで数点うかがいます。 

 まず管理組合の対応です。臨港地区の土地について利用実態を正確に把握できていま

すか。今回の火災現場の土地使用者は「徳島興業」という会社ですが、現地で作業に従

事し火災の第一発見者となった人は別会社の従業員でした。 

 現地での消火活動でいちばん困ったことの一つは消火栓が現場近くには全くなかっ

たことです。消防車のホースを数台分もつないでようやく水を確保できたと聞きました。 

可燃物の搬入や火災の可能性はまったく想定していなかったか。使用目的にふさわし

い土地だったのか。土地の貸付契約の条件通りの使用状態だったのか。まず確認したい、

答弁を求めます。 

 

指定可燃物ではない。特殊物資港区で金属スクラップを取扱うことができる 

【港営部長】金属スクラップは名古屋市火災予防条例上の指定可燃物ではありませんが、

毎年事業者に火災防止に係る注意喚起を行っており、弥富ふ頭における火災後には更な

る注意喚起を行いました。 

 なお、当該地は臨港地区を機能別に区分して目的の異なる建物等が無秩序に混在する

ことを防止するための分区上の特殊物資港区にあたります。 

 特殊物資港区は金属スクラップを取扱うことができる場所であり、当該地における使

用目的は分区上適合しております。 

 また、この金属スクラップは製鋼の原料として輸出されているものであり、当該地の

土地使用目的は製鋼原料置場ですので、契約どおりの使用状態です。 

 

消防との連携と弥富市の火災を受けての本組合の防火対策は 

【山口議員】先の 3月定例会で私は弥冨ふ頭のヤード火災について質問したばかりです。

少しくどくなりますがその時の港営部長の答弁を引用します。 
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「今回の火災を受けて、・・・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。・・・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。」 

 私は「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ないか。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」と再質問しました。 

港営部長の再答弁は「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。」というものでした。 

私は「これ以上同じ質問をさせないでいただきたい」と質問を結んだのですが、今回

また質問する残念な事態となりました。 

消防との連携を具体的にどう進めてきたのか。防火対策が記載された利用計画書は提

出されていたのか。その内容は十分なものだったのか。 

 

5月下旬から 6月中旬にかけて立ち入り検査し、名古屋市消防局とは予防対策会

議を本年 4月に立ち上げた 

【港営部長】防火対策が記載された利用計画書については、新規の事業者に対する対応

と考えており、弥富市の火災以降新規の事業者はございません。 

 しかしながら、既存の本組合管理地における金属スクラップ事業者に対しては利用計

画書に代わり、所在市村の消防機関と現況および是正事項確認のために本年 5月下旬か

ら 6月中旬にかけて立ち入り検査を行いました。 

 また、名古屋市消防局とは市内の本組合管理地における金属スクラップ火災のための

予防対策会議を本年 4月に立ち上げております。 

 

今後の再発防止策は 

【山口議員】管理組合の対応についての総括と今後の再発防止策について責任ある答弁

を求めます。 

 

分別の徹底及び集積の小分けなどを要請 

【港営部長】今回の港区潮凪町の火災は、先ほど申し上げました本年 5月下旬から 6月

中旬の名古屋市消防局との共同立ち入り検査後に発生いたしました。 

 なお、火災発生後の翌日には、本組合管理地における同様な金属スクラップを扱う事

業者に対し、名古屋市消防局と協力して再度立ち入り検査を行いました。 
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 また、今回の火災を受けて名古屋市消防局が作成した金属スクラップの火災予防対策

についてのリーフレットを添付の上、各事業者に対して季節の節目ごとに注意喚起を行

っております。 

 火災の原因は不明ではありますが、リーフレットに記載されている分別の徹底及び集

積の小分けなどについて巡視時などに要請しており、今後も安全・安心な港づくりに努

めてまいります。 

 

国レベルでの新たな保安基準作成など技本的な対策を、管理組合から他港とも

連携して求めるべき 

【山口議員】この種の火災は全国的な問題です。 

三月議会でも紹介しましたが 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」との記事が載りました。 

独立行政法人・国立環境研究所、循環型社会・廃棄物研究センターの研究成果報告集

には、陸上での火災が 2008年から 2011年 3月までの三年間だけで 9件、船舶での火災

は同じく 12件発生している。この 21件のうち出火原因が特定されたのは 2件のみ、い

ずれも鉛バッテリーのショートが原因。現場関係者が推定する出火原因としては、バッ

テリーのショートが 5 件、金属と雨水による発熱が 2 件、金属接触による火花が 2 件、

10件が原因不明との分析も載っています。 

消防サイドでは消防研究センターがいま紹介した国立環境研究所や海上保安庁など

と共同で研究を進めています。「消防の動き」2011年 2月号には「金属スクラップに紛

れ込んだ小型のリチウム電池などの破壊で電流が流れ、熱が発生する、トナーカートリ

ッジが粉じん爆発を起こす場合もある。火災の特徴は金属の火災というよりは大量に含

まれるプラスチック、ゴム類の燃焼による大量の煙が生じる」などとあります。 

つまり金属スクラップの中から可燃性の危険物を徹底して分別することが火災予防

には有効なのです。ところが業者としては、国内では分別の費用が高くつくので、有用

な資源として金属スクラップをそのまま輸出してこそ商売になる、というのです。 

問題の根は深いと言わざるを得ず、名古屋港だけで解決できる問題とは私も思いませ

ん。 

金属スクラップについて国レベルでの新たな規制基準の作成など、抜本的な対策を他

港とも連携しながら名古屋港管理組合からも強く求めていくべきではありませんか。 

お答えください。   

 

最近の火災発生事例及び火災予防対策への取り組み等、情報を共有したい 

【港営部長】臨港地区内で金属スクラップを取扱う他港湾と、最近の火災発生事例及び

火災予防対策への取り組み等、情報を共有してまいりたいと考えております。 
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また、昨年度から海部南部消防組合及び名古屋市消防局と各々連携して金属スクラッ

プの火災予防についての取り組みを行っておりますが、今後も引き続き連携して火災予

防の徹底を図っていくとともに、関係機関などの対策状況についても、鋭意情報収集に

努め適宜対応してまいります。 

 

現状の対策から、一歩踏み込んだ安全対策を（再質問） 

【山口議員】弥富ふ頭の火災以降、いろいろ取り組んできたのにまた火災です。指定可

燃物でもなく、貸し付けた土地も適正に使用している。それでも繰り返し火災が発生し

ています。特殊物資港区に分区しているといいますが、スクラップヤードには金属だけ

でなくいろんなものが無秩序に混在しているのです。火災現場の隣にはあおなみ線も走

っていました。一歩間違えば、あおなみ線も運休になりかねない事態でした。港営部長

の答弁には危機感が感じられません。今回の火災についても原因不明のままです。 

注意を喚起するという対策では不十分なのではありませんか。金属スクラップの蔵置

に関する規制基準をきちんと設けるよう、もっと踏み込んだ姿勢を取るべきではああり

ませんか。この問題、専任副管理者の答弁を求めます。 

 

対策会議などで金属スクラップの規制基準の必要性を始め、火災防止対策のあ

り方について検討したい（副管理者） 

【選任副管理者】名古屋港の臨港地区内にある金属スクラップ置場に対しては、すでに

名古屋市消防局と海部南部消防組合と連携して防火に対する指導を進めてきましたが、

残念ながら、再び潮凪ふ頭で原因不明の火災が発生いたしました。 

 本組合として、今後も火災の再発防止に向け、金属スクラップ取扱事業者に対して、

繰り返し火災予防の注意喚起ならびに啓発活動を徹底してまいります。 

 更に、引き続き各消防機関との立ち入り検査を行うとともに、対策会議などを継続的

に行い、各機関との連携を更に深め、火災防止に努めてまいります。 

 なお、危険物や指定可燃物については各消防機関の条例による規制基準がありますが、

金属スクラシプに対する規制基準はございませんので、対策会議などの場を通じて金属

スクラップの規制基準の必要性を始め、火災防止対策のあり方について検討をしてまい

りたいと考えております。 

 

安全・安心な港づくりには避けて通れない課題としてしっかり取り組みを（意

見） 

【山口議員】金属スクラップ火災については、規制基準の必要性もふくめ火災防止対策

を検討していく、と答えていただいた。安全・安心な港づくりにはとって避けて通れな

い課題としてしっかり取り組んでいただきたい。 
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＜新日鐵住金㈱で連続した事故の影響＞ 

 新日鐵住金株式会社の事故の認識及び再発防止の要請について 

【山口議員】新日鉄住金で連続した事故の影響についてもうかがいます。 

 火災を起こすのは中小企業ばかりではありません。名古屋港最大の企業、新日鉄住金

でも黒煙をふきあげる事故が連続して発生し、7月にはついには負傷者を出す爆発事故

まで起きました。これら一連の事故は名古屋港にも見過ごすことはできない影響を与え

ました。 

第一に、モータープールにある膨大な台数の車への影響です。輸出用の車が煤塵で汚

れたことについてトヨタが損害賠償を請求したとの報道もありました。弥冨ふ頭の火災

でも約二千台の車が汚れましたが、トヨタ自動車名港センターには約２万台の車が置か

れています。タールや煤が積もる被害が繰り返されれば、名古屋港には安心して車が置

けない、ということになりかねません。 

第二に、荷役作業への影響です。7月の爆発事故の当日、金城ふ頭に着岸した自動車

運搬船は、煤が降下し車が汚れるのを恐れてか、その日の荷役を中止したそうです。幸

いにもその船は翌日の出港予定で二日分の車の積み下ろしと積み込みを一日で行って、

出港スケジュールには大きな狂いは生じなかったようですが、安心して荷役もできない

港と言われかねない事態でした。 

もちろん港湾・港運の事業者への影響や直接間接の被害も少なくありません。しかし

中小企業はなかなか新日鉄住金にはものが言えず、我慢しているのが実態です。このよ

うな港で働く事業者の思いを届けるのも行政の仕事ではありませんか。 

そして金城ふ頭の開発への影響です。風向きによっては黒煙によってレゴランドが営

業停止するような事態もおこりかねません。大丈夫なのでしょうか。 

このような危険な工場が立地している名古屋港は危険な港だとユーザーに敬遠され

ることにもなりかねません。港の安全や信頼が損なわれる事態であり、名古屋港の信用

にかかわる問題です。 

先日、新日鉄住金は一連の事故により 320億円の損失が見込まれると発表しましたが、

この数字は自分の会社についての損失だけです。名古屋港及び周辺の関連企業や東海市

などの近隣住民へ与えた経済的社会的損失については一体どう考えているのでしょう

か。 

名古屋港はこの一連の事故でどんな影響を受けたと認識しているのか。 

新日鉄住金に対して、厳重に注意し再発防止の抜本策をとるよう正式に要請すべきで

はありませんか。一連の事故についての管理組合の対応について答弁を求めます。    

 

10月 14日に同製鐵所の所長を本組合に呼び、事故の原因究明や、抜本的な再発

防止、安全管理の徹底について、管理者名の文書で強く要請 
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【防災・危機管理担当部長】本組合は、新日鐵住金株式会社名古屋製鐵所における度重

なる事故や去る 9 月 3 日に発生した石炭塔爆発事故で 15 名の負傷者を出した事態を重

く受け止めております。 

 この度の事故では、港湾区域及び本組合が管理する港湾施設への影響・被害はありま

せんでしたが、臨港地区内におけるこうした事故の発生は、本港を利用している人々や

本港に立地し活動している人々に不安を与えるだけでなく、船舶の入出港や貨物の輸

送・保管・荷役など物流に支障を来たし、中部圏のものづくり産業にも大きな痛手を与

えかねないことと認識しております。 

 このようなことから、10月 14日に同製鐵所の所長を本組合に呼び、事故の原因究明

や、抜本的な再発防止、安全管理の徹底について、管理者名の文書で強く要請しました。 

 

新任の所長にも、厳しく言うべきことを言っていただきたい（要望） 

【山口議員】新日鉄住金の連続した事故については、それなりにモノを言っていただけ

たと思います。危機管理担当部長の答弁でしたね。ただし 10月 14日に呼んだ製鉄所の

所長は 11 月 1 日付で解任されています。新任の所長に対しても、厳しく言うべきこと

を言っていただきたい。これは要望しておきます。 

 

港湾民営化について 

ゲートオープン時間拡大の継続に伴う特例港湾運営会社の関与は 

【山口議員】特例港湾運営会社の基本的性格と業務内容についてです。 

 大手船社の元会長を社長に迎えた名古屋港埠頭株式会社は 9月 9日、国に対して特例

港湾運営会社の指定申請を行ないました。港湾民営化と称して、名古屋港埠頭株式会社

がいよいよ特例港湾運営会社としての業務に乗り出すことになるわけですが、今日はこ

の会社の基本的性格と業務内容について、三つの角度から質問したいと思います。 

 まず、この会社の基本的業務についての確認です。6月議会では港湾労働者への影響

はないのかとの私の質問に、企画調整室長は「名古屋港埠頭株式会社は、ガントリーク

レーンなどの整備費の縮減、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などにより、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、港湾で働く人たちへの労働条件には影響しないと考える」と明言されまし

た。 

 ところが先の特別委員会では、いま名古屋港で実施しているコンテナのゲートオープ

ン時間を 16 時 30 分から 20 時まで拡大している事業を、特例港湾運営会社として継続

するとの説明がありました。 

ゲートオープン時間の変更は労働条件に大きな影響を与えます。ゲートオープン時間

に関してこの会社はどのように関与するのか。労働条件に影響することを会社の一存で
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継続すると言い切るおつもりですか。お答えください。 

 

港湾労使で合意の上、荷主のニーズを踏まえ、関係者の協力のもと、名古屋港

のすべてのコンテナターミナルで利用時間を拡大 

【企画調整室長】コンテナターミナルのゲートのオープン時間につきましては、港湾労

使で合意の上、荷主のニーズを踏まえ、関係者の協力のもと、名古屋港のすべてのコン

テナターミナルで利用時間の拡大が行われております。 

 特例港湾運営会社は、コンテナターミナルの利便性向上に資するため、ゲートオープ

ン時間拡大の継続に向けて、これまでと同様、施設を提供してまいります。 

 

料金体系や料金単価の見直しは港湾管理者料金だけか。民間料金は見直さない

のか 

【山口議員】この会社はポートセールスも業務の柱だと説明がありました。名古屋港は

安いよ、と売りこむことになるわけです。 

ところで現在、公共のコンテナターミナルを利用するときのコストは入港料や税が約

３％、港湾管理者料金とよばれる岸壁使用料、荷捌き地使用料、荷役機械使用料が約

17％、残りの 80％が荷役料や引き船使用料など民間料金です。民営化により管理組合

から特例港湾運営会社に料金の決定権が移行するのはこのうち港湾管理者料金の 17％

だけということです。 

つまりゼロにしても港湾の利用コストは 2割も下がらない。それどころかこの収入は

特例港湾運営会社にとって基幹的な収入であり大幅な引き下げはなかなか難しい、よく

て数％くらいではないでしょうか。そうなると港湾コストの 8割を占める民間料金を無

理やり引き下げる動きが出てくることが心配されます。そこであらためて確認させてい

ただきます。 

特例港湾運営会社が行おうとする料金体系や料金単価の見直しとは、港湾管理者料金

だけとのことですね？荷役料など民間料金には一切タッチしないと理解してよろしい

ですね、はっきり答えてください。  

 

岸壁や荷さばき地、荷役機械等の使用料が対象。荷役料等の民間料金は対象外 

【企画調整室長】港湾料金には、港湾管理者料金の他、とん税等の税金及び荷役料等の

民間料金がございます。 

 このうち、特例港湾運営会社において、料金体系や料金単価を見直す対象としている

ものは、港湾管理者が取り扱っていた、岸壁、荷さばき地及び荷役機械等の使用料です。

港湾運送事業者の料金である、その対象としておりません。 

 

特例港湾運営会社の収入はいくらか。現行料金から、いくら引下げるのか 
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【山口議員】二つ目にコスト低減といいますが、コストがほとんど数値化されていない、

現状も目標も不明なままであるという問題です。民営化することで料金がいくら下げら

れるのか、民営化の最大のメリットだというのなら数値ではっきり示してみてください。 

いま年間に約 26億円の収入が管理組合に入っている埠頭群を 11億円でこの会社に管

理組合が貸し付けるわけですが、11 億円で借りた埠頭群でこの会社はいくらの収入を

見込むのか、現行料金よりいくら引き下げるのですか。 

 

従前に比べて低廉な使用料となるよう調整を図っている 

【企画調整室長】埠頭群である本組合管理施設からの収入額は、平成 25 年度実績で、

約 26億円でございます。 

 特例港湾運営会社は、本組合が所有する岸壁、荷さばき地及び荷役機械等を約 11 億

円で本組合から借り受け、これに維持管理の経費及び将来の設備投資に要する費用など

を踏まえ、施設提供するものですが、従前に比べて低廉な使用料となるよう、現在、利

用者と調整を図っているところです。 

 

運営会社制度のメリットである国有岸壁の低廉な貸付や無利子貸付金を活用し

た上物施設整備の具体的な計画はあるのか 

【山口議員】メリットとして何度も強調される国有岸壁の低廉な貸付、上物整備の無利

子貸付ですが、このメリットを利用できる具体的な計画が今後 5年以内に名古屋港にあ

るのですか。 

 

特例期間中に鍋田ふ頭の荷役機械 1 基の改良及び飛島ふ頭南の荷役機械 1 基の

増設を予定 

【企画調整室長】特例港湾運営会社運営開始後、制度メリットが適用されることとなり

ます。 

 まず、国有岸壁については、鍋田ふ頭コンテナターミナルにおいて平成 27 年 2 月か

ら、飛島ふ頭南コンテナナターミナルにおいて平成 27 年 4 月から、それぞれ会社へ貸

付けられる予定です。 

 次に、無利子貸付金制度を活用した上物施設整備については、平成 29 年 9 月までの

特例期間中において、鍋田ふ頭の荷役機械 1基の改良及び飛島ふ頭南の荷役機械 1基の

増設を予定しています。 

 

特例港湾運営会社は施設を持つことが目標なのか。また、コンテナターミナル

の施設整備は特例港湾運営会社が行うのか 

【山口議員】会社の性格について、公共性の高い会社を民の視点を取りこんで経営する

ということですが、株式会社としての経営の自立性について数点うかがいます。 
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コンテナターミナルの建設及び管理運営をする会社と定款にはありますが、貸し付け

を受ける埠頭群を自前で持つことが会社の目標になるのですか。逆に言えば、管理組合

はコンテナターミナルの施設整備からも手を引き、すべて会社に任せることになるので

すか。 

 

特例港湾運営会社は無利子貸付金制度を活用して整備した上物施設を所有。岸

壁や土地等の下物は国及び本組合が整備する 

【企画調整室長】コンテナターミナルは、荷役機械や荷さばき地等の上物と、岸壁や土

地といった下物で構成されております。 

 特例港湾運営会社は、これらすべてを所有するものではなく、無利子貸付金制度を活

用して整備した上物施設を所有するものです。 

 岸壁や土地等の下物については、これまでどおり、国及び本組合が整備してまいりま

す。 

 

特例港湾運営会社の経営の考え方はどうか 

【山口議員】自立した経営をめざすとは思いますが、利用者に安く使ってもらいながら

施設の維持や整備のための自己資金を確保していくのは容易ではありません。どのくら

いの利益（利益率）を見込んでいるのでしょうか。 

とくに心配なのはリスク管理の点です。リーマンショック時など取扱貨物量が激減し

ましたが、その場合でも自立的な経営が維持できますか。困った時は管理組合から支援

を受けることが前提となっているのでありませんか。 

 

一定の利益を確保することは会社の経営上必要。入港料減免のインセンティブ

やポートセールス及び企業誘致等でサポートする 

【企画調整室長】特例港湾運営会社が、公共コンテナターミナルの運営を担っていくに

あたっては、利用者へ公平かつ低廉に施設を提供していく必要がありますが、その一方、

自立的な会社経営を目指すにあたり、集荷のための費用や、貨物量の変動などのリスク

に備え、一定の利益を確保することが、会社の経営上必要であると考えております。 

 本組合は、集荷及び創荷に向けた入港料減免のインセンティブやポートセールス及び

企業誘致等により、サポートして参ります。 

 

外郭団体の改革及び名古屋港埠頭株式会社の役員構成について 

【山口議員】名古屋港管理組合の外郭団体の改革方針では、人的関与の度合いを毎年度

公表する、としており、外郭団体への管理組合からの理事就任を 3分の１以下にすると

いう原則を定めたはずです。 

ところが外郭団体の「あり方検討会」では名古屋港埠頭株式会社はこの原則の対象外
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とされています。 

公的性格を堅持しながら民の力を発揮するというのはかっこよく聞こえますが、現実

の役員構成をみると新たに巨大な天下り先をつくるだけになるのではありませんか。公

表された役員構成をベストと考えているのか。率直なところおおいに疑問です。管理組

合の見解をただして、第一回目の質問を終わります。 

 

経歴実績等を勘案のうえ、適切な人員配置を行った 

【総務部長】平成 23 年 3 月に策定しました「外郭団体のあり方」において、外郭団体

の本組合職員の役員就任割合については、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人

及び一般財団法人は、公益法人認定法に基づき、3分の 1以下としており、株式会社に

ついては、「就任することの必要性を厳格に確認」することとしております。 

 名古屋港埠頭株式会社の役員構成については、特例港湾運営会社としての役割をしっ

かりと果たすために適切なものであると理解しており、本組合に関わる役員についても、

特例港湾運営会社の指定申請等、国、本組合等との調整が多いことから、経歴実績等を

勘案のうえ、適切な人員配置を行ったものと考えております。 

 なお、名古屋港埠頭株式会社は、今後、埠頭群の運営開始、名古屋コンテナ埠頭株式

会社（NCB）との合併及び四日市港の特例港湾運営会社との経営統合も控えていること

から、民の視点を取り込み港湾運営の一層の効率化を図るという社会的役割をしっかり

と果たしていくために、民間出身の社長の元で適切な組織体制が作られるものと認識し

ていますが、本組合としても中長期的な視点に立った組織・体制が作られるよう関与し

て参りたいと考えております。 

 

ポートセールスの売りになるほど利用料金が下がるのか（再質問） 

【山口議員】港湾運営会社は、民間の荷役料金は業務の対象としない、ゲートオープン

時間については労使の合意が前提、との答弁でした。答弁をしっかり守ってください。

事業者と港湾労働者が築いてきた港のルールを尊重し、信頼関係を維持していただきた

い。 

しかし、だとすると、新しく港湾運営会社が徴収することになる港湾管理者利用料金

だけがポイントです。入港料の減免などで管理組合もサポートすると言いますが港湾コ

ストの中で入港料のしみる比重は 1～2％ですよ。 

ポートセールスの目玉とよべるような、名古屋港の魅力といえるようなところまで現

行の利用料金は引き下げられるのですか。利用者と調整中とのことでしたが、従前に比

べて低廉な使用料というだけでは答えになっていません。いちばんのメリットなのでし

ょ。ここが。もう少し具体的に答えてください。 

 

コスト低減はコンテナターミナル施設を一体として低廉に貸付けることや、無
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利子資金の貸付制度の活用及び、一元的な管理運営によるスケールメリット等、

全体として総合的に取り組むもの 

【企画調整室長】名古屋港のポートセールスについては、利用者である船社や荷主に選

んでいただけるように取り組むことが重要であると考えており、このためコスト低減だ

けではなく、リードタイムの短縮や利用者ニーズに合わせた柔軟な対応等、顧客サービ

スの向上に努めていくことが必要であります。 

 このうち、コスト低減につきましては、個々の施設と言うことではなく、本組合のコ

ンテナターミナル施設を一体として低廉に貸付けることや、無利子資金の貸付制度の活

用及び、一元的な管理運営によるスケールメリット等、全体として総合的に取り組むも

のです。 

 運営開始当初から大幅な値下げは難しいと考えておりますが、経営努力により、従前

に比べて、より低廉な料金で、利用者に施設提供を行うものです。 

 

特例港湾運営会社の経営が悪化した時の対応は（再質問） 

【山口議員】いま国有岸壁は名管が国から無料で借り受け、管理していますが、こんど

は国から運営会社には、有料で貸し付けるという答弁でした。 

いくら低廉な貸付と言っても、無料よりコストがかかるのではないですか。 

 経営悪化した時の対応についてお聞きしましたが、会社としてリスクに備えて一定の

利益を確保していくとの答弁でした。しかし、これでは利用者への低廉な施設提供と矛

盾しませんか。結局は公的な支援をあてにしているのではありませんか。再度、答弁を

求めます。 

 

会社の経営に多大な影響を及ぼすような際は公共的な施設を管理している状況

をふまえ判断したい 

【企画調整室長】特例港湾運営会社は、貨物集荷に向けた更なる努力や支出の見直し等

により、一定の利益確保を図り、自立した経営に努めていくものです。 

 一方、世界経済の激変等、会社の経営に多大な影響を及ぼすような際の対応について

は公共的な施設を管理している状況をふまえ、本組合として判断してまいりたいと考え

ております。 

 

管理組合がターミナルを一体的に管理運営する方が合理的（再々質問） 

【山口議員】港湾運営会社について、総括的に副管理者にたずねます。 

一元的一体的な管理運営によるスケールメリットでコスト削減だというのなら、名古

屋港全体をきちんと管理組合が責任もって一体的に管理する方がはるかに合理的では

ありませんか？ 会社の役員構成はどこからみても公営企業ですよ。 

コンテナターミナル運営会社が複数存在する名古屋港で、スケールメリットによる管
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理運営コストの削減といっても限界があります。なぜ株式会社でなければいけないのか。

国から言われたからつくらざるを得ないとしか思えません。  

名古屋港では、この特例港湾運営会社は、民の力を活かすという面でも、公的な責任

を負うという面でも、きわめて中途半端な存在ではありませんか。 

この点についても専任副管理者の総括的な答弁を求めて質問を終わります。 

 

コンテナは名古屋港埠頭株式会社を中心に、コスト縮減やサービスの向上を図

り、本組合もしっかりとサポートする（福管理者） 

【専任副管理者】名古屋港ではこれまでも、地域の要請に応え、名古屋ユナイテッドコ

ンテナターミナル株式会社や飛島コンテナ埠頭株式会社といったターミナルの借受者

が、自働化ターミナルや高効率なターミナル施設の建設等、自ら上物施設整備を行う、

先駆的な取組を導入し、効率的なターミナル運営を進めてまいりました。 

 この様な中、コンテナターミナルの一体的な運営による更なる効率化の実現等を図る

ため、関係者のご意見も踏まえ、公共性を確保しつつ、民の取組を最大限に活かしなが

ら、無利子資金貸付を利用できる港湾運営会社制度の導入が必要であると判断したもの

です。 

 名古屋港埠頭株式会社は、本年 9月 9日付で国土交通大臣に対し、特例港湾運営会社

の指定申請を行い、近いうちに指定される見込みとなっております。 

 名古屋港は、コンテナ・バルク・自動車を総合的に扱う国際産業ハブ港を目指してお

り、コンテナについては、特例港湾運営会社の指定を受けた名古屋港埠頭株式会社を中

心に、コスト縮減やサービスの向上を図ってまいります。本組合としても、名古屋港埠

頭株式会社を、しっかりとサポートするとともに、中部のモノづくりを支える港として、

国際競争力の強化を図ってまいります。 

 

 


