
名港義会 11月定例会 一般質問 

 2013年 11月 5日 山口清明議員 

米軍艦船の名古屋港入港について 

入港情報の公表はなぜ２４時間前まで行わないのか 

【山口議員】９月４日に米海軍のイージス艦ヒギンズが名古屋港に入港、弥冨埠頭７号

岸壁に着岸しました。米軍艦船の名古屋港入港は 2010年 11月以来３年ぶりです。 

 米軍艦船に対し、核兵器積載の有無を確認すべきと私は考えますが、管理組合および

愛知県は、確かめようとすらしません。この姿勢は港湾の安全を司る管理者として大き

な問題だと指摘しておきます。 

 今日は、いわゆる 24時間ルールに絞ってうかがいます。米艦の入港目的は今回も「親

善・友好」とされていますが、入港予定が公表されたのは入港 24 時間前です。名古屋

港に入港する船舶の予定は、入港予定が固まった段階で随時、管理組合のホームページ

で公開されていますが、米軍艦船だけは入港 24 時間前まで公表しないルールとされて

います。 

管理組合は「軍艦の入港にも一般の船舶と同様に対応する」としていますが、ならば

なぜ米艦船に限り入港予定を直前まで秘密にするのか。「在日米軍並びに米国領事館か

ら入港 24 時間前しか公表しないように要請されている」と管理組合は言います。しか

し港湾管理者の責任で入港の打診があった段階から公表している港も少なくないので

す。 

四日市港は「米軍艦船入港対応マニュアル」を作成し、入港 3週間前には議会にも報

告し、1週間前には県民市民に広報すると定めています。 

小樽港では入港希望の一か月以上前、連絡があった時点で、議会各会派、港湾関係団

体及び報道機関に情報を公表しています。 

今年は８月５日、青森港に米海軍のイージス艦フィッツジェラルド(9000ｔ)が入港し

ました。乗組員はねぶた祭りを楽しんだようですが、この米軍入港について港湾管理者

である青森県は入港４日前の８月１日に堂々とプレスリリースしています。 

名古屋港のアメリカ追随、秘密主義はひどすぎます。少なくとも入港目的が友好・親

善というのなら他の船舶と同様に公表して当然ではありませんか。 

米軍艦船については他の船舶とちがい、入港 24 時間前しか公表しない、この特別扱

いの根拠、この 24時間ルールの法的な根拠は何ですか。答弁を求めます。 

 

米軍や領事館の要請によるもの 

【港営部長】法的なものはなく、艦船の動静や警備上の理由による在日米軍及び在名古

屋米国領事館からの要請に基づき、入港 24 時間前に入港情報をホームページに公開し

ています。 



 

主体性が疑われる姿勢だ。一般船舶が利用したいと言ったらどうする（再質問） 

【山口議員】24 時間ルールは米軍の要請を受けて管理組合の判断で実施している、守

らなければならない法律や条約上の根拠は何もない、という答弁でした。管理組合の自

治体としての自主性・主体性が問われる性格の問題だということがはっきりしました。 

みなさんは、通常の港湾業務に支障がない範囲なら、つまり希望する岸壁が空いてい

るならば、相手が軍艦だろうとも入港を許可しないわけにはいかない、軍艦だからと差

別しないと言っています。そこでお聞きします。 

名古屋港管理組合のホームページでも 24 時間前まで米軍艦船の入港接岸予定は出て

きません。ホームページ上では、米軍艦船が使用する弥富ふ頭 7号岸壁は空いているよ

うに見えます。 

この岸壁を一般の船舶が使用したいと許可を求めてきた時は、管理組合はどうするの

ですか。理由は言えないが予約があるからダメ、と答えるのですか。 

 

入港予定のないことを確認して米軍艦に使用してもらう 

【港営部長】米軍艦船入港の打診があった際には、米軍艦船の停泊予定期間の一般船舶

の入港予定及び港湾施設の利用予定を確認し、一般船舶の使用予定がない岸壁を米艦船

の予定岸壁とする。 

 

法的根拠もないのに特別扱いは問題（意見） 

【山口議員】米軍から打診があった際に使用予定を確認しているからダブルブッキング

はない、という答弁でした。米軍にはあくまでも民間船舶の岸壁使用の予約がないとき

だけ使用を認めているのでしたね。確認しておきます。 

だったらなおさら法的根拠もないのに特別扱いは問題です。法的根拠もない 24 時間

ルールは、管理組合の判断で、自主的に撤廃するよう要求しておきます。 

ところで、秘密保護法ができたら、米軍の行動は特定秘密にされ、私がこの問題を議

会で質問しても、みなさん方が答弁しても罪になるのでしょうか。そうさせないために

力を尽くしたい。 

 

8月 16日の名古屋港でのコンテナ破裂事故について 

議会に情報提供しなかった理由は。事故についての認識はどうか 

【山口議員】８月 16 日午前３時 49 分頃、鍋田ふ頭コンテナターミナルで、20 フィー

トのタンクコンテナが破裂する事故が発生しました。破裂というより爆発です。 

コンテナは吹っ飛び、周囲のコンテナ８本が破壊され、ターミナル管理棟の窓ガラスも

割れ、約 6000 ㎡にコンテナの破片やタンクに入っていた液体が飛び散りました。コン



テナタンクには、中国・上海から輸入され、二日前に荷揚げされていた作物用肥料の原

材料となるシアナミドが入っていました。 

シアナミドは刺激性があり皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある物質です。港で

取り扱う際には港長の許可が必要な、毒性がある液体の腐食性物質とされていますが、

消防法による危険物には指定されておらず、事故があったタンクコンテナは一般のコン

テナとして、危険物貯蔵ヤードではなく普通のコンテナヤードに置かれていました。 

 爆発した時間が早朝だったこと、場所が市街地でなかったこと、コンテナの移動中で

なかったことなど、いくつかの偶然が重なり、結果的にケガ人はなく、大きく報道され

ませんでしたが、一歩間違えたら取り返しのつかない大惨事となっていた重大事故です。

この事故を受けて、全国の港でシアナミドの取扱いが中止され、輸入が全面的にストッ

プするという事態になりました。 

 ところがこの事故について、名古屋港管理組合からは私たち議員に対して、情報提供

ひとつありませんでした。まさか鍋田ふ頭を運営しているＮＵＣＴの問題で、管理組合

は関係ないという姿勢ではないですよね。 

 これほどの重大事故なのに、なぜ議会に対し情報提供をしなかったのか。この事故に

ついてどう認識しているのか、うかがいます 

 

港の機能に影響が少なく、人的被害もなかった。早朝で作業員がいなかったこ

とが幸い 

【港営部長】コンテナ破裂事故の発生を受け、直ちに名古屋港埠頭（株）とターミナル

借受者の名古屋ユナイテッドコンテナターミナル（株）（NUCT）から事故報告を受けた。

ターミナル内における管理棟や荷役機械等のガラスや、周辺のコンテナ破損等の物的な

被害があったものの、港の機能に大きな影響を与えるものではなく、人身に関わる被害

もなかったため、議会への報告は行わなかった。 

 発生時刻が早朝であり、コンテナターミナルの稼動前で作業員がいなかったことが幸

いだったが、発生時刻によっては人的被害にも及ぼしかねない大きな事故やあったと認

識している。 

 

事故の経過、原因と対策はどうか 

【山口議員】あわせて事故の経過、原因と対策について、把握している範囲で答えてく

ださい。 

 

中国から輸入した薬品の安定剤の品質が悪かったためガスが発生し爆発 

【港営部長】事故の発生を受け、直ちに原因と対策が明確になるまで、港湾運送事業者

においてはシアナミドの取扱いの自粛規制が執られている。現時点における荷主の調査

によると、事故の原因は、今回、中国から輸入したシアナミドについて、安定剤として



添加されているリン酸の量が通常レベルよりも高く、品質が悪かったため、シアナミド

の化学反応が起こり、反応熱によりアンモニアガス等の発生で、コンテナの内圧が上が

り破裂したものと聞いている。 

 今後の対策として、荷主は、晶質低下の原因と対応が確立するまで、中国製の輸入は

行わず、信頼性が高いドイツ製の輸入のみとし、更に、安全性を確保するため、タンク

コンテナは使用せず、リーファーコンテナを使用し、シアナミドの変化によるガス発生

が起こらない 5℃冷蔵下で輸送することを検討しているとのことです。 

 

危険物扱いされない危険物がターミナルに蔵置されている現状と対策は 

【山口議員】名古屋港の発展に伴い、取り扱う貨物の種類も増え、また飛島村に続き、

弥富市域でのコンテナ取り扱いが急増しています。それに伴う安全管理上の問題は大き

な課題です。ところが危険物についての扱いが、消防法と海上や港湾での船舶輸送に関

する法律や規則によって大きな違いがあるのです。 

 船舶航行上の危険防止に関する事項を定めた船舶安全法や、港への入港や貨物の積み

下ろしに際して港長の許可や指揮が必要な危険物を定めた港則法では、危険物輸送に関

する国連勧告に定められている危険物リストに基づき、危険物が指定されています。 

 一方、消防法は船舶安全法や港則法とは異なる基準で危険物が指定されています。そ

のため、シアナミドのように船舶上では危険物であったものが陸揚げされたとたんに普

通貨物になってしまうギャップが生じているのです。 

 通常のコンテナヤードに、危険物扱いされない危険貨物が置かれている。この現状に

ついて管理組合はどういう認識をお持ちですか。安全管理対策としてこれまで何をして

きましたか。それは十分だったのでしょうか。 今回の事故の教訓を踏まえての答弁を

求めます。 

 

危険物の輸出入に係る取扱いマニュアルの改定に取組んでいる 

【港営部長】危険物貨物は、海上では船舶安全法や港則法に、陸上のターミナル内の蔵

置は消防法に定められ、当該貨物のおかれた状況に応じ、各々法令に基づき必要な対応

が図られている。 

 コンテナターミナル内は、危険物を蔵置するヤードとして所轄の消防署と協議の上、

隔壁、消火設備等の防護設備を設置し、港湾運送事業者も、危険物コンテナは消防署の

承認を得た上で危険物ヤードに蔵置しており、適切に対応している。 

 今回の事故を受け、港湾労働災害の防止の観点から、港湾運送事業者を始めとする関

係者により、危険物の輸出入に係る取扱いマニュアルの改定に向けた取組が進められて

いる。 

 

コンビナート防災に準じて防災体制の強化を国や県に求めよ 



【山口議員】事故の対応にあたったのは弥富市や飛島村などを管轄する海部南部消防

組合です。先日、直接お話を聞いてきました。 

事故後の対応について、流出した液体の回収方法として、おが屑に液体を吸収させて

ドラム缶 43 本に詰める処理をしたが、その数時間後に数本のドラム缶からアンモニア

ガスや炭酸ガスなどが漏れ出す事態となった。可燃物におが屑を混ぜる処理方法には検

討の余地がある、とのことでした。 

破裂したタンク内の化学物質が何であるか、輸入業者に聞かないとわからない、現場

で取り扱う業者も化学物質の名前は知らされていても化学反応で熱を帯びた時の消火

方法はわからない、これが現状です。 

神戸や四日市の消防などからも事故についての問い合わせがあったというお話でし

たが、港湾を所管する消防本部同士の情報交換はほとんどありません。飛島に出張所は

ありますが、鍋田へのターミナル拡張に伴う消防体制の拡充もとくにありません。大丈

夫なのか。 

港湾において、コンビナート地帯には法律上も特別の防災体制が敷かれていますが、

コンテナターミナルは普通の事業所扱いです。しかしそこで取り扱う貨物には多くの危

険が潜んでいるのです。 

コンテナターミナル＝輸出入貨物を扱うエリアの消防力について、コンビナート防災

に準じて、防災体制の強化を愛知県や国に対して求める考えはないかか、答弁を求めま

す。 

 

石油コンビナートとは違うので、関係者との更なる協力・連携を図る 

【港営部長】石油コンビナートなど大量の石油や高圧ガス等が取り扱われる区域は石油

コンビナート等災害防止法により、特別防災区域として愛知県を始め、消防、特定事業

者等により防災体制がとられている。 

コンテナターミナルとは取扱いが異なる。コンテナターミナル内における安全対策は、

関係者との更なる協力・連携を図っていく 0。 

 

積荷情報を運転手に伝える新しいマニュアルの内容で危険物チェックができる

のか（再質問） 

【山口議員】もし市街地を輸送中にこの事故が起きたら、と考えるとほんとにぞっとし

ます。現にコンテナ運送中の爆破事故も過去に発生しています。重大な事故との認識が

あるなら、少なくとも管理組合議会の議員には知らせてください。 

 それぞれの法にもとづく対応はきちんとやっている、との答弁ですが、それでも事故

が起きたのです。危険物ヤード以外に普通に置かれた貨物が問題なのです。 

さて、取扱いマニュアルをつくっているとの答弁もありました。海上コンテナの安全

確保について法改正は見送られたが、積み荷に関する情報を運転手に詳しく伝えるなど



のマニュアルがつくられたと聞いています。 

新しいマニュアルはどのようなものか。今回のシアナミドのような海上では危険物、

陸上では普通貨物という製品のコンテナでの運搬については、新しいマニュアルでチェ

ックできるのですか。コンテナゲートでは危険物の積載についてどうチェックするのか。

答えてください。 

 

危険物に関する貨物情報の伝達も含まれる 

【港営部長】国が本年 6月に策定した「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニ

ュアル」は、過積載や偏荷重等の自動車運送する上での不適切な状態を改善するため、

荷主、トラック事業者、運転者、船会社、ターミナル内の港湾運送事業者等の関係者が

情報共有を図るための、具体的な取組内容が記載され、危険物に関する貨物情報の伝達

も含まれている。 

 

今後の安全確保対策は（再々質問） 

【山口議員】この問題は港湾管理者だけの問題ではありません。警察や消防など愛知県

をはじめ各自治体との連携が重要となります。 

自治体行政の現場で長年働いてこられた専任副管理者ですから、こちらの問題ではも

う少し具体的にお願いします。今回の事故への認識と今後の安全確保対策についてどう

お考えなのか、をうかがいます。 

 

港湾関係者の協力関係を一層深めて、安全・安心な港づくりに取り組む（副管

理者） 

【専任副管理者】今般のコンテナ破裂事故は、大きな事故でしたが、幸い港の機能に大

きな影響を与えるものではなかった。しかし、本港の機能に支障がでると、ものづくり

産業のみならず、日本経済に与える影響も大きく、港の安全確保は大変重要なことと認

識している。 

 本組合は、事故や災害に迅速かつ的確に対応するため、24 時間 365 日対応の危機管

理室を設置するなど、港湾管理者としての危機管理体制を強化しており、引き続き、名

古屋港所在市村の防災部局や警察、消防、そして港湾を利用する関係者との協力関係を

一層深めて、安全・安心な港づくりに鋭意取り組んでいく。 

 

 

港湾運営会社制度と国際コンテナ戦略港湾政策につ

いて 



民の視点を強調する港湾運営会社に国が出資を検討するとはどういうことか 

【山口議員】今年の３月定例会でも私はこの問題について質問しました。少しやり取り

を振り返らせてください。 

当局からは、港湾運営を一元的に管理することになる特例港湾運営会社は「公共性・

公平性の確保」ができ「利益を追及するのではなく、利用者に（利益を）還元できる主

体である必要がある」と説明がありました。 

私は、だとすれば、この会社は利潤追求が目的の株式会社はふさわしくない。利益を

追求せず、公共性や公平性を確保するのはまさしく公が担うべき役割で、どうしてこの

会社の設立が民営化の中心課題なのか理解に苦しむ、と指摘しました。 

 企画調整室長は、利用者ニーズに対応した低廉で質の高い港湾サービスの提供を目指

し、港湾運営の一層の効率化を図るため、民の視点を導入して株式会社によって行う。

しかし公共性や公平性の確保も必要なので、指定後も国及び港湾管理者が監督を行って

いく、と答弁しました。 

私は「特例港湾運営会社は自ら積極的に利益を出すものではないが、株式会社化によ

り民の視点を導入して、港湾運営の効率化を図ると言うが、利益を出すのが目的ではな

い会社に出資する会社があるのか？」と尋ねました。答弁は、「出資は今後の課題」と

いうものでした。 

その出資について、国が港湾運営会社への出資を検討すると言い出しました。８月に

公表された「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会 中間とりまとめ」には「統合する

港湾運営会社の体制のあり方」について「港湾運営会社への民間出資比率を３割以上と

している基準の緩和、並びに国家的利益の確保等の観点からの港湾運営会社に対する国

の出資など、港湾運営会社の出資構成の見直しに向け取り組む。」と書かれています。 

民の視点を強調していたのに、公共性の確保が目的なら自治体直営なり公社公団方式

で十分です。株式会社化せよ、と言っておきながら今度は国が出資する、とはいったい

何なのか、理解に苦しみます。 

民の視点を強調する港湾運営会社に国が出資を検討するとはどういうことか。民の視

点を強調する政策から、国の関与を強める方向に転換するようです。国が出資を検討す

ることについて、みなさんはどう受け止めているのですか。 

 

地域的事情よりも国家的利益の確保・最大化を第一に考えられた 

【企画調整室長】国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会の中間とりまとめは、「国際コ

ンテナ戦略港湾が極めて広い背後圏を有する広域・国際インフラであり、より全国的・

広域的な視点での集荷対策を迅速な意思決定機構のもとで実行していくためには、地域

的事情よりも国家的利益の確保・最大化を第一に考えた、言わば部分最適よりも全体最

適を優先した港湾運営を実現する必要がある。」とされ、港湾運営会社に対する国の出

資を検討されている。 



 国が検討している出資は、まだ中間とりまとめの段階であり、出資の意義や効果、名

古屋港への関わりなど明確でないので、今後の動向を注視したい。 

 

名古屋港は国からの支援は期待できない、事実上無視されているのではないか 

【山口議員】また「中間とりまとめ」には、東西の二大港湾に貨物を集めて、予算も重

点的に投入する、だから国も東西の運営会社に出資する、と読めます。 

名古屋港は、港湾運営会社を作らされても、国際コンテナ戦略上、国からの支援はあ

まり期待できないのではありませんか。名古屋港を事実上無視するのが国のコンテナ政

策ではありませんか。 

 

上物施設整備への最大8割の無利子資金の貸付等の支援が受けられる 

【企画調整室長】国も名古屋港の重要性が理解され、港湾運営会社に係る部分に、特例

的に国際コンテナ戦略港湾と同等とみなしてその規定が適用され、上物施設整備への最

大 8割の無利子資金の貸付等の支援が受けられるよう措置されている。 

 

国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会の中間とりまとめをどう読んだのか 

【山口議員】中間とりまとめをどう読んだのか。聞かせてください。 

 

それぞれが取り組むべき課題を明確化し、具体的な取組を加速させるもの 

【企画調整室長】国の中間とりまとめは、国際コンテナ戦略港湾政策全体を深化させる

とともに、国、港湾管理者、港湾運営会社、港湾関係者それぞれが取り組むべき課題を

明確化し、具体的な取組を加速させるためのもの。 

 

港湾運営会社も外郭団体になるのか及びこの会社の社員の給料も公務員準拠、

管理組合準拠になるのかについて 

【山口議員】港湾運営会社の性格がますます不明瞭になりつつあります。出資状況から

みると、この港湾運営会社も名古屋港管理組合の外郭団体になるのですか。この会社の

社員の給料は公務員準拠、管理組合準拠になるのですか。 

 

外郭団体となるが業務内容や組織体制、人員構成、社員の給料などは検討課題 

【総務部長】本組合の出資・出えんが資本金等の 25％以上等の要件を満たし、かつ、

本組合が指導調整等を行う必要がある団体を外郭団体と指定。現在、外郭団体職員の給

料は、本組合からの派遣職員等は本組合の給与制度に準拠し、その他の固有の職員は当

該団体が経営状況や他団体との均衡などを踏まえ決めている。 

 特例港湾運営会社の業務内容や組織体制、人員構成は現在検討しており、社員の給料

も検討課題です。 



 

社長だけを外から企業人を持って来れば「民の視点」が確立できるのか 

【山口議員】社長だけを外から企業人を持って来れば「民の視点」が確立できるのです

か。答弁を求めます。 

 

専門的な知見を有するスタッフの配置などで利用者ニーズに柔軟に対応できる

ようにしていく 

【企画調整室長】民の視点を導入し、効率的な運営を実現するため、民間企業経営経験

者からの社長の登用を始め、集荷や海外主要港湾の専門的な知見を有するスタッフの配

置、株式会社組織での経営の自由度や迅速な経営判断の確保などによって、利用者ニー

ズに柔軟に対応できるようにしていく。 

 

必要以上の国の関与はお断りし、独自のスタンスで港湾運営を（再質問） 

【山口議員】民間企業から儲けを出すことが目的でない港湾運営会社に出資を募っても

集まらない、社員の給料は公務員に準ずる、社長が民間人なら、それだけで民間の力が

発揮できるというのは無理がありますよ。国が作れといったから、わざわざ港湾運営の

株式会社をつくるのは問題です。外郭団体を新たに増やすのですか。 

 国のコンテナ政策で、名古屋港は、貨物を集めるというより、貨物を創りなさい、と

位置づけられている。国の政策変更に一生懸命すがりつき、名古屋港は国際コンテナ戦

略港湾に準じた港湾です、といくら叫んでも、国の関心は、東西二つの港湾に貨物を集

中させる。それが選択と集中という国策です。 

 国の支援を受けられるように会社をつくることと、実際に支援があるかどうかは全く

別なのです。管理者の言葉を借りれば、名古屋港が輸出でいくら稼いでも、稼いだ分は

みんな国を通して、東西二つの港にいってしまうのです。 

名古屋港＝伊勢湾は独自にがんばって、というのが国のスタンス。だったらいっその

こと、名古屋港は、必要以上の国の関与はお断りする、独自のスタンスで港湾運営にあ

たるという姿勢を確立すべきではありませんか。 

国際コンテナ戦略港湾に関する国の政策動向と名古屋港の位置について、専任副管理者

の考え方をうかがっておきたい。 

 

国の良いところは取り入れ、民間の先駆的な取り組みは維持・発展させる（副

管理者） 

【専任副管理者】我が国の経済と産業の成長を牽引する「国際産業ハブ港」の実現を目

指す本港の港湾運営は、国の制度のメリットを活用しながら、飛島ふ頭南側の自働化コ

ンテナターミナルや鍋田ふ頭の第 3バースにおいて民間活力を積極的に導入し、効率化

を図ってきた。今後も国の制度の良いところは取り入れつつ、これまでの民間の先駆的



な取り組みは維持・発展させ、本港と背後圏の発展に繋がる港湾運営に努める。 

 

あまりに一般的な答え（意見） 

【山口議員】港湾民営化と国際戦略港湾政策については、副管の答弁はそつがないとも

言えますがあまりに一般的です。もう少し聞きたいこともありますが、国際競争力強化

特別委員会でも議論できると思います。今日はこの程度にしておきます。 

 

ガーデンふ頭再開発について 

ガーデン埠頭開発での企業誘致型開発の総括は 

【山口議員】昨年（2012 年）３月定例会でもとりあげましたが、管理組合の取組み

に何の進歩も見られません。しつこいようですが重ねて質問します。 

2008年に開業後わずか 3年で名古屋港イタリア村が破産しました。その結果、約 400

人もの従業員が解雇されて職を失い、名古屋市には一億円を超える固定資産税の未納を

残し、港のイメージも大きくダウンしました。 

名古屋港管理組合は約１億 2000 万円もの債権放棄等を余儀なくされ、加えて施設撤

去費用と跡地の維持管理費用などで約 1 億 4000 万円、合計で２億円を大きく超える損

害を受けています。 

年間の維持管理費用は昨年度で約 1740万円。いつまでこの出費が続くのでしょうか。

民間活力に安易に頼った結果がこの始末です。 

 今年度も、相変わらず企業進出頼みの再開発に固執してきましたが、その結果はどう

か。今年も公募実施は困難になったと報告がありました。議員総会でガーデンふ頭再開

発について民間事業者の進出は難しい、と報告を受けたのはこれで 4年連続５回目です。

もういい加減にしたらどうですか。 

 私は、一つの提案として公共的なホール建設なども提案してきましたが、企業への意

向調査でも、集客力ある施設の公共による整備が必要との声が出ています。近隣の開発

動向では、金城ふ頭の開発に加えて、地下鉄で二駅隣の港区役所西に広がる東邦瓦斯跡

地の再開発も始まります。ガーデンふ頭だけを考えてもダメです。イタリア村跡地を何

とかしなくては、と焦ってもいけない。それではたとえどこかの企業が名乗りを上げて

も近隣の開発に集客力で勝てません。下手したら共倒れです。 

 名古屋市でも、港まちづくりの指針となる築地ポートタウン計画を見直す時期となり

ました。ガーデンふ頭再開発についてもあせらずに一旦立ち止まり、深呼吸して、開発

コンセプトや開発手法も仕切り直すべき時ではないでしょうか。そこでうかがいます。 

いままでの企業誘致型開発がうまくいかなかったのはなぜか？みなさんの総括を聞

かせてください。 

ガーデンふ頭再開発については、築地ポートタウン計画の見直し作業の中で、この地



域の開発計画全体を視野に入れながら、名古屋市や地元の各団体等ともよく相談しなが

ら、再開発のコンセプトや開発手法などをじっくり考えてはいかがですか。 

 

事業者の要望で鐘楼や水路を撤去、さらに開発区域を拡大、そして利用制限の

解消をしてきた。しかし近隣の開発状況を見極めたいなどで今年度中の公募実

施は困難 

【総合開発担当】築地ポートタウン計画に基づいた賑わいの創出を図るため、平成 22

年 3月に、東地区のイタリア村跡地開発に向けて、民間事業者の公募を前提とした事業

化方策の検討を行っていくことにした。 

信用力のある複数者の進出の可能性が認められる場合に公募を行うため、事業者の意

向調査で要望のあった、鐘楼、エントランス及び水路を撤去。その後、事業者からの要

望をもとに開発の区域を拡大。その後、数社から開発イメージの提案があったが、国有

地による土地の利用制限が課題とされたので、課題の解消に努めた。しかし、近隣の開

発状況を見極めたいとの意見や、公共負担の要望等、開発にあたっての要件が多岐に渡

り、今年度中の公募実施は困難な状況です。 

 引き続き再開発の実現に向け、官民の役割分担における公共負担のあり方や、事業採

算性及び実現可能な開発手法等の検討を行う。なお、検討にあたっては、地域住民や地

元の各団体等からのご意見も聞きたい。 

 

ほんとに情けない経過。地域の開発計画全体を視野に入れた見直しを（意見） 

【山口議員】ガーデンふ頭の再開発、ほんとに情けない経過です。民間事業者の公募を

前提した事業化手法が行き詰まっているのです。民間の力で、と言うのに、民間事業者

からはもっともっと公共負担を、という注文ばかりじゃないですか。ところがまだ企業

による開発にこだわっている。同じこと何年繰り返すのですか。 

 公共がもっと前に出て、実現可能な開発手法を検討する時期、と答弁したのですから、

一呼吸おいて、築地ポートタウン計画の見直しとセットでよく議論していただきたい。 

この次も同じ回答を繰り返すようなら、みなさんの責任も問題にせざるを得ないと警

告しておきます。 


