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名港議会１１月定例会 本会議一般質問 

     2015年 11月 4日  山口清明 

 

１）上半期港湾統計数値と港湾整備目標について 

２）国際バルク戦略港湾について 

３）自衛隊装備品の名古屋港での荷役について 

４）防災対策について 

 

上半期港湾統計数値と港湾整備目標について 

輸出・輸入が減少した品種、地域とその要因はなにか 

  【山口議員】10 月１日に名古屋港管理組合が公表した「平成 27 年名古屋港上半期港湾

統計速報」を見させていただきました。入港船舶の隻数 16,851隻は前年同期比 0.4％増

ですが、船舶の大型化が言われるなかで総トン数 1億 1582万ｔは前年同期比 0.5％減で

す。港勢をふりかえると、総取扱貨物量は9940万ｔと前年実績比で 5.5％もの減少です。 

外貿貨物では、輸出では完成自動車、自動車部品等が△3.6％と前年実績を下回り、

輸入も液化天然ガスや鉄鉱石の減少などで前年同期比△7.2％の減です。 

コンテナ貨物も、輸出は自動車部品の減などで△3.9％、輸入では衣類、身廻品、は

きもの、自動車部品等の減少で△5.6％、全体で 2310万ｔ、前年同期比△4.8％です。 

国別では、輸出入とも中国の減が大きいですが、中国だけではありません。オースト

ラリアやアメリカ、中東諸国のマイナスも少なくありません。 

これらはかなり深刻な数字ではないでしょうか。 

今議会には港湾施設使用料の補正予算が提案されていますが、そもそも今年度予算で

は港湾施設使用料は前年比△8.5％とかなり厳しく見積もっていました。入港船舶数も

取扱貨物量も、ここ数年、一直線の右肩上がり、とは言えない状況が続いているのでは

ないでしょうか。 

その一方で、10 月 2 日の名古屋港審議会では、港湾計画の改定案が了承されました。

総取扱貨物量は 10 年後に約 1.2 倍に増える、目標取扱コンテナ貨物量は約 1.4 倍と想

定して、飛島ふ頭の水深 15ｍ岸壁整備等の計画を立てています。半期だけの統計で一喜

一憂することはないのかもしれませんが、過大な設備投資になりはしないか、と正直、

懸念を覚えます。そこで二点うかがいます。 

 まず、輸出・輸入が大きく減少した品種や地域について、その要因についてどのよう
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に考えているか、示してください。 

 

輸出は自動車部品、輸入は鉄鉱石、相手は中、米、豪、カタールなど 

【企画調整室長】輸出の取扱貨物量は、2,692万トンで前年同期比 96.4％、大きく減少

した品種は、自動車部品が 10.1％減、完成自動車が 2.5％減となっている。 

 輸入の取扱貨物量は、3,791万トンで前年同期比 92.8％、大きぐ減少した品種は、鉄

鉱石が 17.3％減、LNGが 5.9％減となっている。 

取扱貨物量が大きく減少した国は、輸出では、中国が完成自動車、鋼材等で 8.8％減、

アメリカが自動車部品、完成自動車等で 10.3％減、輸入では、オーストラリアが鉄鉱

石、石炭等で 14.5％減、カタールが LNG等で 14.5％減となっている。 

 要因としては、輸出は、北米西岸港湾の労使交渉をめぐる混乱により荷動きが減少し

たことなど、輸入は、自動車分野の在庫調整の影響による、鉄鋼需要の減少などによる

ものと考えている。 

 

こんな状況でも今後も予定通りに港湾整備事業を進めるのか 

【山口議員】世界経済が不透明感を増しているなか、それでも名古屋港の港湾整備事業

は予定通り進めていくのか、見直す考えはないか。 

 

ものづくり産業を支えるために不可欠な事業であり着実に整備を進める 

【企画調整室長】名古屋港の背後圏には日本経済を牽引するものづくり産業が集積して

おり、本港は、今後も引き続き、それらを物流面からしっかりと支える重要な役割を担

っている。岸壁や航路・泊地などの港湾整備事業は、ものづくり産業を支えるために不

可欠な事業であり、社会経済情勢の変化や港湾利用者の要請に的確に対応し、中長期的

な視点で着実に整備を進めていく。 

 

過大とならないよう慎重に（意見） 

【山口議員】労使交渉の混乱や在庫調整の影響で、こんなに減るのでしょうか。予算編

成では港湾施設使用料など厳しめに見積もるものとは思いますが、予算編成時から貨物

の動向についてはあらかじめ厳しく見積もっていたのではありませんか。 

とくに世界経済の減速傾向、内需・消費の低迷ぶりなど、よく見ておく必要がありま

す。貨物量の減少は一時的なものなのか引き続き注視していきたいと思います。 

港湾施設の整備についても、需要に応じた整備はきちんと行いながら、過大とならな



3 

 

いよう慎重に検討していただきたい。港湾計画が改定されますが、状況に柔軟に対応し

ていくよう要望しておきます。 

 

国際バルク戦略港湾について 

とうもろこしの国内需要及び輸入をめぐる動向はどうか 

【山口議員】港湾統計速報には、アメリカからの前年同期比 4.9％の輸入減について「と

うもろこし等の減少により」と書かれています。 

 ＴＰＰが大筋合意と発表されましたが、国内農業への影響は深刻です。とうもろこし

は既にほぼ 100％が輸入されており関税が問題ではありません。問題は何か。日本のと

うもろこし輸入について用途別でみるとその 65％が飼料用、つまり畜産農家向けです。

ＴＰＰの影響をまともに受けます。コーンスターチの需要が多いといわれる名古屋港で

はありますが、とうもろこしの国内需要がバルク国際戦略港湾の目論見通り推移するの

か、先行きに大きな不安を覚えます。 

それに加えて、先の議員総会では、昨年度の埋め立て予定地における地盤調査の結果、

軟弱な地盤の存在が確認されて護岸整備費が 200億円から 600億円に３倍に増えるとの

試算が示されました。 

この数字も深刻です。6月定例会でも申し上げましたが、傷が浅いうちに、国際バル

ク戦略港湾計画から撤退すべきです。 

そこでうかがいます。とうもろこしの国内需要、輸入動向はどうなっていますか。 

 

25年までの 3か年は、全国、本港とも微減傾向、本港の平成 26年は微増 

【企画調整室長】とうもろこしは、国内消費のほぼ全量を輸入に依存しており、年間輸

入量は、港湾統計では、平成 25年、全国で約 1,400万トン、本港は約 150万トンです。 

 年間輸入量の平成 25年までの過去 3か年の推移は、全国、本港とも微減傾向ですが、

本港の平成 26年は、約 160万トンと微増しています。 

 

穀物バルクに関する TPPの影響をどうみているのか 

【山口議員】穀物バルクに関するＴＰＰの影響について、進出を予定している穀物関連

企業はどう見ているのか。名古屋港管理組合としてはどうとらえているのか、あわせて

答えてください。 
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穀物輸入を取り巻く動向の把握に努める 

【企画調整室長】とうもろこしは、実質、現状の無税での輸入が引き続き維持される。

飼料用とうもろこしの輸入に大きく関係する牛肉、豚肉などの品目には、関税が 10 年

以上の期間をかけて、段階的に引き下げ、又は、撤廃されるものもある。また、現時点

で、発効の時期は明らかになっていない。複数の穀物関連企業にヒアリングを行ったと

ころ、現時点では不明であり、情報収集を行いながら、影響を見極めていくとのことす。 

 本組合としては、今後とも国等を通じて、今回の大筋合意内容や今後の動向に係る情

報収集を行うとともに、穀物関連企業にも、引き続き、ヒアリングを行いながら、穀物

輸入を取り巻く動向の把握に努める。 

 

埋立計画を撤回し、国際バルク戦略港湾から撤退すべきではないか 

【山口議員】いさぎよく埋め立て計画を撤回し、バルク国際戦略港湾からの撤退を決断

すべきではありませんか。 

 

護岸整備費の試算が 3倍に増加したので計画内容の検証が必要 

【企画調整室長】今回、埋立計画地の護岸整備費が約 600億円に増加する試算となった

ことから、全体行程や事業費削減などを含めた計画内容の検証が必要と考えている。 

 こうした状況も踏まえ、社会経済情勢等を注視するとともに、十分に関係者の意見を

聞きながら、取り組んでまいりたい。 

 

大規模な埋め立て工事は中止すべき（意見） 

【山口議員】バルクについては、とうもろこしの全国的な輸入動向は微減傾向とのこと

でした。バルクについては、費用対効果、国内需要の動向などから、冷静に検討すれば、

撤退しかありません。少なくとも大規模な埋め立て工事は中止すべきです。名古屋港の

面子の問題ではなく、経済的な観点からもいさぎよく決断していただきたい、重ねて要

望しておきます。 

 

自衛隊装備品の名古屋港での荷役について 

民間船舶での武器・兵器や弾薬等、自衛隊装備品の輸送は通常貨物扱いか 

【山口議員】陸上自衛隊の武器・兵器をふくむ装備品が名古屋港を利用して輸送されて

います。以前から、北海道での演習には一般客や普通貨物と一緒にフェリーを使って車
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両と人員が輸送されていました。 

昨年は、みなと祭りの晩に、自衛隊がチャーターした元フェリー「はくおう」を使っ

て演習帰りの戦車などが輸送され、名古屋港金城ふ頭で陸揚げされました。この荷役作

業は港運事業者を通さず、自衛隊が自ら行いました。 

さて今年は８月 14 日に、日米共同演習に参加する部隊の榴弾砲や戦車、戦闘用ヘリ

などが自衛隊のチャーターした民間の自動車専用船で運ばれていきました。そして 10

月 15 日に戻ってきました。どちらも弥富ふ頭が使われました。今回の荷役作業は通常

の貨物と同様に、基本的に港運事業者に託され港湾労働者が担うことになったようです。 

今回は演習のための兵器等の輸送ですが、有事の際には、いわゆる兵たん活動を名古

屋港が担うことになるのでしょうか。海外で戦争するために、名古屋港から武器や兵器、

兵員をおくり出すようなことは絶対に許せません。 

自衛隊だけで戦争はできません。とくに港湾や空港が戦争に協力させられる体制が強

められています。 

そのなかで、民間航空各社で組織する定期航空協会は、周辺事態法においては国から

協力を依頼される地位にあり、武力攻撃事態法では指定公共機関とされています。この

定期航空協会は 1999年 5月に、「周辺事態法に対する当協会の基本的な考え方」を明ら

かにしました。そこでは、民間企業に対する協力依頼について「協力を行うことによっ

て関係国から敵視されることのないよう、協力依頼が武力行使に当らないこと」を確認

し、民間航空の安全の確保に、国は万全を期すように強く要望する、としています。 

港湾も同様の協力を求められますが、日本が海外で武力を行使する、そのために港湾

が兵員や軍事物資の輸送に使用されるなら、その港湾が「関係国から敵視される」危険

性が飛躍的に高まり、テロや報復の対象にされる事態になりかねません。名古屋港は戦

争につながる一切の動きに協力しないと宣言すべきです。 

その角度から数点うかがいます。民間船舶を利用した自衛隊装備品の輸送は、自衛隊

艦船に準じた扱いが必要だと思いますが、通常貨物の輸送と同じ扱いなのですか。 

 

一般の船舶による通常貨物の荷役として取り扱う 

【港営部長】民間船舶を利用した武器・兵器や弾薬等の自衛隊装備品の輸送は、一般の

船舶による通常貨物の荷役として取り扱っています。 

 

自衛隊装備品は危険物にすべきだ 

【山口議員】自衛隊装備品のうちでも武器や弾薬などは危険物として取り扱うべきでは
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ありませんか。港湾における取扱ルールはどうなっているのでしょうか。ちなみに以前、

中国からの輸入花火は危険物として規制の対象になっているとの答弁をいただいた記

憶があります。もっと危険ではありませんか。軍事物資の荷役を認めることは、本港で

も力を入れているテロ対策上も危険を呼び込むことになり、問題ではありませんか。 

 

自通常貨物と同様に扱う。今回は弾薬等がなかった 

【港営部長】通常貨物と同様に、港則法上の危険物に該当する弾薬等の火薬類が含まれ

る場合には、名古屋海上保安部の許可を受けることとなっている。なお、今回の自衛隊

装備品は、港則法上の危険物に該当する弾薬等の火薬類はありませんでした。 

 また、テロ対策には、国際条約に基づき、港湾施設の保安対策としてフェンス・ゲー

ト、監視カメラ等の設置を行うなどの対応を図っている。 

 

自衛隊装備品の輸送は名古屋港では認めないと宣言すべきだ 

【山口議員】名古屋港は国際貿易を担う商業港であり軍港ではありません。自衛隊装備

品の輸送についても名古屋港では認めないと宣言すべきではありませんか。     

 

国から協力要請があったら有事関連法等対応委員会を設置し法令に照らして適

切に対応する 

【防災・危機管理担当部長】国から「周辺事態安全確保法」や、有事の際に港湾及び空

港などの公共施設を特定の者に優先的に使用させることを目的とする「武力攻撃事態等

における特定公共施設等の利用に関する法律」などに基づく協力要請等があった場合に

は、国からの協力要請等に係る必要な事項について審議する有事関連法等対応委員会を

設置し、法令に照らして適切に対応していく。 

 

軍事物資の輸送には名古屋港は加担しないと宣言すべき（再質問） 

【山口議員】輸送される自衛隊の装備品について、弾薬等の火薬類は港則法上の危険物

に該当し、名古屋海上保安部の許可を受ける、今回は危険物に相当する弾薬類は積載し

ていなかった、という答弁でした。秘密扱いせず、きちんとチェックして、情報を公開

する必要があります。 

港湾施設が、軍事物資の補給基地、後方支援の兵站基地となれば、相手国から見れば

その港湾施設が攻撃対象となります。そして兵たんは軍事上の弱点でもあり真っ先に狙

わる対象です。港湾労働者には、朝鮮戦争、イラク戦争でも軍事荷役を強いられてきた
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苦い歴史があります。ベトナム戦争では日本の港も米軍の兵たん活動に使用された。 

このようなことは二度と繰り返してはならない。答弁では、現行法では港湾運送事業

者には必要な協力を依頼することができる、との答弁でした。協力を拒否できなくはな

いが、現場で拒否することは簡単ではありません。 

港湾が戦争の加害者にも被害者にもならないためには、政治の責任で戦争へつながる

動きをシャットアウトすること、港湾の軍事利用を拒否することが必要です。そこで管

理者にうかがいます。 

定期航空協会の例を紹介しましたが、少なくとも関係国から敵視されるような軍事物

資の輸送には名古屋港は加担しない、と宣言すべきではありませんか。 

 

法令に照らして適切に対応（管理者） 

【管理者】岸壁や荷さばき地などの港湾施設の利用について、有事、平時を問わず、い

かなる場合においても、関係法令に基づき対応することとなります。 

 従いまして、今後、周辺事態安全確保法などに基づき、国から港湾施設の利用などの

協力要請等があった場合においても、法令に照らして適切に対応していきます。 

 

軍事利用を拒否する姿勢を明らかにすることが、名古屋港がアジアと世界の貿

易と交流の拠点としてさらに発展させる道（意見） 

【山口議員】管理者からは、法令に照らして適切に対応したい、との答弁でした。適切

に対応すべき法令の根幹は言うまでもなく日本国憲法です。戦争を放棄し、武力の行使

も武力による威嚇も禁じたこの憲法最高法規であり、この憲法に反する法令は認められ

ません。憲法にもとづく政治を国が踏み外すようならば、しっかりと戒めていただきた

い。 

現行の港湾法は 1950 年にできました。戦後の民主的改革の一つとして、港湾を国家

の一元的管理から地方公共団体が管理する自治体港湾にあらためられました。港湾法の

制定には、国家による港湾の軍事利用に歯止めをかける意図があったと言われています。 

憲法と地方自治、港湾法の観点から、国から独立した港湾管理者としての自主的な判

断が求められます。 

戦争にはけっして加担しない、港湾の軍事利用を拒否する姿勢を明らかにすることが、

名古屋港がアジアと世界の貿易と交流の拠点としてさらに発展させる道である、と申し

上げておきます。 
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防災対策について 

高潮防波堤の改良工事の遅れについて国へ厳しく抗議せよ 

【山口議員】この 10 月に、名古屋港災害対策アクションプランが策定されたとの報告

がありました。災害対策の着実な進展を期待します。今日は現時点で残されているいく

つかの気になる点について質問します。 

一つ、高潮防波堤の改良工事が遅れているのは由々しき事態です。国に強く抗議す

べきではありませんか。名古屋港は甘く見られているのではありませんか。管理組合の

これまでの対応は十分だったのか、あわせてうかがいます。 

 

入札不調で計画を見直すといわれたが、整備推進を国に申し入れている 

【企画調整室長】国において特に整備効果が高い海上部区間を平成 26年度末に概成し、

平成 27年度の完成に向けて整備が進められてきたが、国から、「一部工事の入札不調等

による事業計画の見直しにより、平成 28年度の事業完了を目指す」との報告を受けた。 

 直ちに、遺憾の意を国へ伝えるとともに、平成 28 年度中の、早期の完了に向けて整

備を推進するよう、文書で強く要請しており、今後も働きかけていく。 

 

津波災害警戒区域の指定を県に求めよ 

【山口議員】津波による浸水被害想定は愛知県から示されましたが、「津波防災地域づ

くりに関する法律」では都道府県が津波災害警戒区域を指定し、そこで各地点の「基準

水位」（津波がどこまで到達するかを示す水位）が示され、その基準水位以上の避難場

所を設けることが求められています。しかしいまもって愛知県からは基準水位も示され

ていないし、津波災害警戒区域の設定も行われていません。 

 基準水位の検討抜きでも港の防災対策は十分なのですか。県による津波災害警戒区域

の指定は名古屋港の災害対策にとっても重要な問題だと考えますが、いかがですか。 

 

近隣府県の動向や県内市町村の意向を勘案しつつ、適切に対応するという 

【防災・危機管理担当部長】愛知県は、津波浸水想定を平成 26年 11月に設定し、公表

しておりますが、現在、県内では、津波災害警戒区域の指定はされておりません。 

 愛知県からは、津波災害警戒区域の指定について、今後、近隣府県の動向や、県内市

町村の意向を勘案しつつ、適切に対応していくものと聞いております。 
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 本組合においては、引き続き、所在市村と連携して津波一時避難施設の確保を推進す

るなど、津波避難対策に取り組んでいきます。 

 

コンテナトレーラーの運転手なども含めた津波避難訓練を 

【山口議員】アクションプランには「確実な避難実現のための避難対策の確立」とあり

ますが、アクションプランにある港湾利用者とはいったい誰のことを指すのでしょうか。

コンテナ輸送中のドライバーは含まれるのでしょうか。何度も指摘してきましたが、ト

レーラー運転手の避難誘導はどうするのか、これまでどんな訓練を行ってきたのか、ア

クションプランでは新たな対策があるのでしょうか。 

 

継続的な津波避難訓練を実施していく 

【防災・危機管理担当部長】コンテナターミナルでは、これまでにコンテナターミナル

勤務者などと連携して、衛星携帯電話などを活用した情報伝達訓練や発災時における避

難指示から避難誘導までの役割分担に基づく津波避難訓練を実施してきた。 

 また、金城ふ頭のポートメッセなごやが津波一時避難施設に指定されたことを受け、

現在、同施設を活用した津波避難訓練の実施に向けて関係者と調整を進めている。 

 今後も、港湾利用者や一般来訪者等が冷静かつ的確な避難行動がとれるよう、継続的

な津波避難訓練を実施していくとともに、津波一時避難施設の拡充に合わせ、より多く

の人達が訓練に参加できるよう鋭意取り組んでいく。 

 

津波災害警戒区域の指定は、様子見ではなく厳しく県に求めよ（再質問） 

【山口議員】津波災害警戒区域の指定が全国的に進んでいません。愛知県も近隣府県の

動向、県内市町村の意向を勘案して、というだけ。はっきり言って様子見じゃありませ

んか。こんな指定は名古屋港管理組合には必要ないなら「いらない」と、必要なら指定

を急いでほしいと、はっきりさせるべきです。 

津波にもっとも敏感な関係自治体の一つとして、県に対してもっと迫るべきではあり

ませんか？ 

 

津波災害警戒区域が指定された場合は、所在市村に協力する 

【副管理者】本組合としては、今後、津波災害警戒区域が指定された場合には、所在市

村が実施する具体的な施策について協力していきます。 

 



10 

 

コンテナトレーラーの運転手が参加する避難訓練やトレーラーは（再質問） 

【山口議員】コンテナトレーラーの運転手の避難訓練、動いている貨物、車両をどうす

るのか、運転手が避難した後の車両と貨物は路上に放置されたままなのか、災害発生時、

及び災害からの復旧時のシュミレーションができていません。個別アクションに掲げて

はありますが、依然として災害対策上の弱点です。「多くの人達が訓練に参加できるよ

う鋭意取り組む」との答弁はあまりに一般的です。 

コンテナトレーラーの運転手が参加する避難訓練、運転中のトレーラーはどうするか、

という避難計画の作成、この二つを実施すべきではありませんか。 

 

コンテナターミナル内のトレーラーの退避を含めた津波避難訓練を今月 9 日に

実施する予定 

【副管理者】コンテナトレーラーの運転手が参加する津波避難訓練は、命を守る観点か

ら重要と考え、これまでに名古屋港運協会ターミナル部会と協議を重ね、コンテナター

ミナル勤務者と連携した津波避難訓練を実施しています。 

 今年度は、これまでの訓練に加え、愛知県トラック協会の協力も得て、コンテナター

ミナル内のトレーラーの退避を含めた津波避難訓練を今月 9日に実施する予定です。 

 今後も、港湾運送事業者やトラック事業者など関係者と連携して津波避難対策の推進

に取り組んでまいります。 

 

専任副管理者には積極的なリーダーシップの発揮を（意見） 

【山口議員】副管理者から、コンテナターミナル内のトレーラーの退避を含めた訓練が

行われると、ようやく具体的な答弁をいただきました。一歩前進だと思います。しかし、

コンテナはターミナルの中だけを走っているのではありません。公道走行中を想定した

訓練も必要だと指摘しておきます。 

津波災害警戒区域についても、避難訓練についても、管理組合だけでは完結しない課

題であり、他の自治体との協力が欠かせません。でも一方で、管理組合がイニシアチブ

をとらないとなかなか具体化できない課題でもあります。専任副管理者には積極的なリ

ーダーシップの発揮を要望しておきます。 

 


