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本委員会に付託の事項について、四日市港管理組合議会会議規則第63条の規

定により、下記のとおり調査結果を報告します。 

 

記 

 

１ 付託事項 

   四日市港の「機能強化」と「みなとまちづくり」 

 

２ 調査の経過及び結果 

  別紙「港湾整備推進調査特別委員会調査報告書」のとおり 
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港湾整備推進調査特別委員会調査報告書 

 

第１ 先進港湾（尾道糸崎港・名古屋港）調査について 

 

１ 調査の経過・事項など 

(1)  調査実施日 

令和２年11月16日（月） 尾道糸崎港 

令和２年11月17日（火） 名古屋港 

 

(2) 調査事項 

  尾道糸崎港 (1) 尾道糸崎港の概要 

        (2) 県営上屋を活用した複合施設「ONOMICHI U2」の取組  

        (3) 港まちづくり・港の賑わい創出の取組 

        (4) 施設見学（ONOMICHI U2） 

 

  名古屋港  (1) 名古屋港の概要 

        (2) 名古屋港のコンテナターミナルにおける AI・ITへの取組 

        (3) 施設の見学（船上から名古屋港内を見学） 

 

２ 尾道糸崎港の調査概要 

 説明者（敬称略） 

      広島県東部建設事務所三原支所   箱田支所長 他１名 

    広島県港湾漁港整備課港湾企画Ｇ  浜田ＧＬ 

    尾道市港湾振興課         西門課長補佐 他１名 

     

(1) 尾道糸崎港の概要 

  ア．尾道糸崎港の概要 

尾道糸崎港は、瀬戸内海の中央に位置し、三原市（糸崎港区）、尾道市

（尾道港区）、福山市（松永港区）にまたがり、東西 18km、面積 1,950ha

の細長い港湾区域を有している、広島県が管理する重要港湾である。  

同港前面には、向島、因島、生口島など多くの島があり、古くから瀬戸

内海の拠点として、また広島県備後地域と四国及び周辺島嶼部とを結ぶ海

上交通の要所として栄えてきた。 

同港の年間の海上取扱貨物量は、187 万トン（H30）で、糸崎港区では船

舶供給用の水の移出や、セメント・養鶏関係のとうもろこしの移入、尾道

港区では造船関係の鋼材の移出入、松永港区では原木の輸入が多い。 
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また、クルーズ船が寄港するとともに、プレジャーボートを対象にした

海の駅やビジター桟橋も整備されている。 

 

  イ．尾道市の概要 

尾道市は、緑豊かな北部の丘陵地から、尾道市街、瀬戸内海の多島と多

彩な資源を有しており、人口は約 13万人を擁している。 

尾道市と前面の向島との間に横たわる尾道水道に面した尾道港は、天然

の良港として、元々は平安時代に荘園の米の積出港として始まり、昨年開

港 850年を迎えた。 

市の主な産業としては、造船業や液晶パネルの生産、レモンなどの農産

物、瀬戸内海の水産物がある。 

 

(2) 県営上屋を活用した複合施設「ONOMICHI U2」の取組 

ア．経緯  

平成 22 年に尾道港のウォーターフロント一帯が「サイクリングポート

みなとオアシス尾道」に登録・認定されたことをきっかけに、港湾計画の

変更（緑地から交流厚生用地へ）を経て、尾道ベイエリアの新たな賑わい

創出のため、平成 24 年に広島県と尾道市が、西御所地区県営２号上屋を

活用した新たな事業企画を公募した。 

平成 25 年には、広島県が上屋改修及び周辺施設整備（植栽、照明等）

を行うとともに、応募した民間事業者が一般財団法人民間都市開発推進機

構の「まち再生出資」による支援を受け、上屋内施設を改修した。 

平成 26年に全国初のサイクリスト向け複合施設「ONOMICHI U2」として

営業を開始した。（Ｕ２は「上屋２号」を意味する。）  

 

イ．管理運営体制 

管理者は、ツネイシＬＲ株式会社で、運営者は当初は「株式会社

OnomichiU2」だったが、Ｕ２と尾道駅舎事業を統合し、新たにＴＬＢ株式

会社が現在の運営を行っている。 

同上屋は、広島県から尾道市に管理を委託し、尾道市は管理者に建物内

部の一部を目的外使用許可し、管理者から運営者が管理委託を受けている。

建物本体及び内部の許可していない部分については尾道市が維持管理し

ているが、内部の維持管理については、事業運営に密接に関わり合いがあ

るため、運営者へ委託している。 
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(3) 港まちづくり・港の賑わい創出の取組 

ア．サイクリングポートみなとオアシス尾道 

平成 22年に、設置者尾道市、運営団体（一社）尾道観光協会として、み

なとオアシスに登録。 

サイクリングターミナルである「ONOMICHI U2」のほか、情報提供施設

である「尾道ポートターミナル」、会議室・ホールを備える「しまなみ交

流館」、休憩施設である東御所緑地で構成されている。 

観光案内のほか、マルシェやクルーズなどのイベントも実施している。 

 

 

                  【尾道港周辺：尾道市ＨＰより】 

 

イ．広島県の取組 

   尾道地区臨海部の魅力ある賑わい空間の形成への取組として、クルーズ

客船の誘致、駐車場機能の強化や遊歩道の整備等を計画している。 

 

ウ．尾道市の取組 

尾道市は、本州から瀬戸内海の島々をつなぎ、四国へ渡る「しまなみ海

道」の起点であるとともに、神社仏閣のまち、映画のまち、坂のまち、猫

のまち、サイクリストの聖地としても知られ、年間 675万人（うち外国

人観光客 27万人：平成 28年）が訪れている。 

   平成 11 年の「しまなみ海道」に間に合うように、前年の平成 10 年に駅

前の再開発やウォーターフロントの整備が行われた。 
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   また、市街地と隣接する港湾施設である東御所緑地では、例年みな

と祭りや住吉花火まつりを開催し、約30万人の人出があり賑わってい    

る。 

 

(4) 施設見学（ONOMICHI U2） 

  対応 黒田 広報担当  

  「サイクリング」「ローカリズム／地域性」「シーズナル／季節感」「建

築＆デザイン」をキーワードに施設を構成し、サイクリスト・観光客・

地域の方々など、様々な「人が集う場所」、「しまなみエリアの情報発信

地」になることを目標としている。 

 ・宿泊施設…自転車を持ったままチェックイン＆客室への自転車の持ち

込みも可能。宿泊者専用のレンタルサイクルを用意。 

・飲食施設…瀬戸内の食材の良さをグリル料理で表現したレストラン。      

自転車で乗り付けてフード等を購入できるカフェ。 

地元の食材を使った焼きたてパンを提供するベーカリー。 

・物販…「What is a 瀬戸内暮らし?」をテーマにした雑貨店。 

      自転車メーカー（GIANT）のサイクルプロショップ。 

   

 (5) 調査にかかる議員からの主な質疑  

（ONOMICHI U2について） 

 ・サイクリスト以外の方の利用状況はどうか。 

 ⇒サイクリング目的でのホテル利用者の割合は30％強であり、ホテルを

除く商業セクションではサイクリング目的以外の方がほとんどを占

める。そのため、当施設では来場者ターゲットを「サイクリスト／観

光客／日常利用する地元客」の３者としており、サイクリスト向けの

サービスが主なホテルやサイクルショップ以外では、尾道瀬戸内らし

さ、生活を潤すためのモノコトを取り揃えるマーチャンダイジング

（商品化計画）を重視している。 

 ・自転車メーカーのプロショップがあるが、同メーカーとのコラボも行

っているのか。 

 ⇒当施設のショップはフランチャイズだが、同メーカーはしまなみエリ

アをマーケティング上重視しており、同メーカーの主催イベントへの

協力や本国からのツアーの受入も行っている。また、同メーカーが注

力するＥバイクの普及にも協力している。 

 ・既存の倉庫をリニューアルするに当たって、耐震補強は必要だったか。 

 ⇒本体を整備するに当たって、耐震補強は行ったが、それほど費用はか
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からなかった。消防法関係等問題も多々あったので、県市でかなり協

議した。 

 ・県・市だけでなく、公募に応じた民間も含めると調整が大変だったの

ではないか。なかなか四日市では難しい。 

 ⇒積み上げては壊しの連続だった。 

 ・Ｕ２の海側デッキは県産材か。 

 ⇒県産材を使っている。整備時に県から事業者に広島県産ヒノキを使用

するようお願いした。ただ維持補修面を考えると難しい面もある。 

 

（港まちづくり等の取組について）  

 ・物流と人流のエリア区分をどうしているのか。 

 ⇒市役所から西御所を水際活用エリアとして、西御所の西側の新浜地区

を物流エリアとして、区分利用されている。 

 ・ウォーターフロント在り方検討会はどこが中心となっているのか。 

 ⇒事務局は県だが、前段階の行政懇談会で市がメインでやったことを受

けて、学識経験者・観光協会・港運関係者・旅客船関係者等を加え、

検討会を設立した。県が事務局で、市の総合計画等も意識して進めて

きたが、県の港湾担当者が市のまちづくりの分野まで踏み込みすぎと

言われたこともあった。予算的には県が中心だが、国の交付金や市の

地元負担金も出ている。また基礎調査を市にお願いしたこともある。

県市の役割分担や様々な人の様々な思いもあるが、Ｕ２の時は、県に

しまなみ専門のプロジェクトチームもあり、それらの調整を行うこと

ができた。 

・四日市では港と中心市街地の連携の絵はできるが、それ以降が進まな

い。市では港のことはある程度のところでストップがかかる。県・市

の連携はどのよう進めているのか。 

⇒港は県が管理者で、一部の施設を県から委託を受けて管理しているの

が市の役割ということが基本だが、この時は「県の施設」、「市のまち

づくり」両方に絡む話であり、様々なやりとりがあった。 

 ・知事や市長が政策的に強く打ち出した部分はあるのか。 

⇒知事の１丁目１番地が海に関する構想であったこともあり、海に関す

る施策が重視されている。市長も、海・船・港に非常に力を入れてお

り、クルーズ船の寄港に向けても取り組んでいる。 

・新幹線の新尾道駅との連携の話はないようだが。 

 ⇒新尾道駅は、新幹線が開通後に請願してできた駅であり、市街地から

離れてしまっている。観光案内のパンフレットやお土産物屋はある
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が、港湾としてのＰＲは同駅では行っていない。 

 ・新型コロナウイルス感染症の影響や、同影響下での今後の戦略を教え

てほしい。 

 ⇒同感染症の影響により、尾道の宿泊・飲食関係は大きな打撃を受けて

おり、県が港湾関係施設使用料を減免したり、市でも補助金を出して

いる。ＧＯＴＯ関係の取組でも高級なところは活況だが、２～３名単

位の宿泊で単価が安いドミトリー的なところや飲食関係は非常に厳

しい。イベントの再開等も同感染症の傾向で判断する必要があり、ラ

イブ配信等の方法も検討している。 

 

（サイクリング関係について） 

・サイクリングで訪れる人は車で来るのか。 

⇒車が多いが、自転車を積める列車も走っている。 

・港湾周辺の自転車走行空間の整備や駐輪場の整備の状況について教え

てほしい。 

⇒路面にブルーラインを引き、しまなみ海道で今治まで迷わずに行ける  

ようにするとともに、自動車等にも自転車走行道であることをアピー  

ルしている。また駐輪場が港周辺に５箇所あるとともに、サイクリス

トが休憩・交流できる「しまなみサイクルオアシス」を市内に120箇

所整備している。 

・サイクルルートが海沿いにあるが、向島等には造船業も多くあるので、 

トラック等との支障はないのか。また地元の人とサイクリストの間の

対立はないか。 

⇒このあたりは昔から、寺を周る人に無償で何かをあげることが自分の

功徳につながると考える風習があり、お越しいただいた人に対するお

もてなしのこころを持っており、あまり地元との摩擦はない。ただ、

自転車もかなりのスピードが出るので、危ないと感じることはあり、

ぶつかりそうなところに防御ネットを設置するなどの対策している。 

・尾道市の自転車の取組状況について聞かせてほしい。 

⇒しまなみ海道沿線の自治体と連携し、高速道を封鎖して行う国際サイ

クリング大会を２年に１度実施するとともに、橋の自転車通行料無料

化に取り組んでいる。コロナ渦の今年は、各自がチェックポイントを

周り、懸賞に応募できる取組を実施した。 

 

（プレジャーボート関係について） 

・広島県のプレジャーボートに関する取組ついて教えてほしい。 
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⇒広島県はプレジャーボートの数が一番多い、つまり放置艇の数も一番

多い。その弱みを強みに変えるためにどういう方法があるかというこ

とを考え、休眠化した港湾・漁港施設を活用したビジター桟橋等を整

備した。 

 ・放置艇の管理はどのようにしているのか。 

 ⇒県が放置艇の数等実態調査が行い、市でもさらに実態調査を行ってい 

る。今後条例改正等を行い、令和５年から使用料をとって許可を出す

予定である。 

 

（その他） 

・港の景観保存に関する取組について教えてほしい。 

⇒駅近辺でマンション建設の話があったときに、景観に対する意識が強

まり、景観条例等を制定した。また、海沿いにウッドデッキや緑地を

整備し、海辺の景観の創出を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【尾道港調査時写真】 
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３ 名古屋港の調査概要 

説明者（敬称略） 

名古屋港管理組合 服部専任副管理者、酒井議会事務局長 

         尾﨑総務部次長、小出企画調整室次長 他 

 

(1) 名古屋港の概要 

 ア．概要 

名古屋港は、遠浅の海を浚渫し、その土砂で土地造成を行ってきた人工

港で、1907年に開港した。浚渫・土地造成を繰り返した結果、現在では、

４市１村（名古屋市、東海市、知多市、弥富市、飛島村）にわたる広大な

臨港地区と港湾区域を有し、総面積は名古屋市のほぼ1/3に匹敵する。 

名古屋港の背後圏には、自動車、工作機械、航空宇宙、鉄鋼、電気製品

等、世界的な「ものづくり産業」が集積しており、コンテナ貨物、バルク

貨物、完成自動車を取り扱う総合港湾として、世界約170の国・地域を結ぶ

我が国を代表する国際貿易港である。 

2019年（令和元年）の総取扱貨物量は 1億 9,444万トンと 18年連続日本

一を記録し、貿易額も 17兆 3,916億円（日本の貿易額の約 11％に相当）を

超え、２年連続日本一の港となっている。 

また、名古屋港水族館をはじめとする親しまれる諸施設も充実しており、

名古屋～仙台～苫小牧を結ぶフェリーが発着するとともに、令和元年には

39隻のクルーズ船が寄港した。 

 

(2) 名古屋港のコンテナターミナル（CT）における AI・IT への取組 

ア．ＡＩターミナルとは 

ＡＩ（人工知能）を活用してＣＴオペレーションの最適化を図るターミ

ナル。 具体的には、ターミナルゲートではＥＴＣなどを活用して入場車両

を自動識別し、車両流入の平準化とコンテナ搬出入の迅速化を進め、ター

ミナル内では、コンテナ情報を事前に取得し、コンテナ搬出入作業を効率

化する。 

後述の名古屋港の取組は、ＡＩターミナルの一部の自働化の取組である。 

 

イ．名古屋港のコンテナの取扱いについて 

   名古屋港はＬＮＧ・鉄鉱石などの原材料を輸入、港内の基礎素材型産業

等で資材化、その資材を背後圏で加工・製品化、その製品を港から輸出す

る循環型の構造となっており、その中でコンテナターミナルは重要な役割

を担っている。 
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外貿コンテナ貨物は、輸出は自動車関連が約半数を占め、輸入は自動車

部品だけでなく、衣服等背後の生活圏に関するものなど多様な貨物を扱っ

ている。 

コンテナターミナルは、次の５カ所がある。 

      名称   （水深） （延長）  （取扱貨物量） 

飛島ふ頭 北     -10～12m、3 ﾊﾞｰｽ 620m、 16万 TEU 

ＮＣＢ    -12m、  3 ﾊﾞｰｽ 900m、 47万 TEU   埠頭改良中 

南       -15m、  2 ﾊﾞｰｽ 700m、 32万 TEU    用地拡張 

南側   -16m、  2 ﾊﾞｰｽ 750m、 59万 TEU    用地拡張 

鍋田ふ頭 鍋田   -12～14m、3 ﾊﾞｰｽ 985m、111万 TEU     

 

ウ．ＩＴを活用した先進的な取組 

 ・自働化コンテナターミナル 

    ヤード内のコンテナ荷役作業を、自働搬送台車ＡＧＶや遠隔自働Ｒ

ＴＧにより実施。 

コンテナの搬出手順としては、次の通りとなる。 

①コンテナ船からガントリークレーンでコンテナを出し、ＡＧＶへ 

受け渡し。（有人） 

②ＡＧＶが、岸壁－コンテナヤード間を搬送。【無人自働】 

    ③ＲＴＧが、コンテナの蔵置。【無人自働】 

    ④ＲＴＧが、外来トレーラーへの受け渡し。 

（有人 管理棟から遠隔手動） 

  ・名古屋港統一ターミナルシステム（ＮＵＴＳ） 

名古屋港運協会が独自で開発したシステムで、名古屋港のすべての

コンテナターミナルで導入されている。 

インターネットを通じて申請を電子化するとともに、トレーラーの

９割（約 3000台）が所持するＲＦＩＤタグにより、データを送付する

ことにより、ゲート処理を効率化している。 

現在、2023年頃を目指して同システムの全面リニューアルを予定。 

  ・集中管理ゲート 

     飛島ふ頭は４つのコンテナターミナルがあるため、1箇所に集中管理

ゲートを設け、事前手続きを集約している。 

    集中管理ゲートには、搬入 14レーン、搬出８レーンと多くのゲート

を設けるとともに、施設面積約 54,000㎡とトレーラーの待機するエリ

アも広く用意している。 

    これにより、車両が、本ゲートに到着するまでに蔵置場所を決定で
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き、荷役作業が円滑化された。また、書類不備の車両があっても、本

ゲートを分けることにより、他の書類が整っている後続車両への影響

を減少させることができた。 

  ・遠隔操作ＲＴＧ導入 

鍋田ふ頭でもターミナル会社が、国から 1/3 の補助を受けて、遠隔

操作ＲＴＧ40基（改造 14基含む）の導入を予定している。 

 

(3) 施設の見学（海上から名古屋港港務艇により） 

 ・名古屋港港務艇「ぽーとおぶなごや２」： 

1999年就航、全長34.5ｍ、総トン数158トン、定員82名、 

会議室、展望デッキのほか、皇族や各国大使用の貴賓室有。 

視察対応のほか、消火設備、緊急物資の積み下ろし等防災対応。 

県民・市民公募で月２回運航。（10月再開、11倍の倍率） 

 ・視察コース 

ガーデンふ頭：水族館など賑わいの施設が多い。 

名港トリトン：中央、東、西の３つの橋を合わせ６km。水面からの

高さは55mで高さ51m（帆船「海王丸」を想定）まで

の船舶の航行が可能。 

稲永ふ頭：管理組合所有の上屋が多くある。 

潮凪埠頭：緊急物資用の耐震岸壁が存在。 

空見埠頭：鋼材や石炭を取り扱い。 

金城ふ頭：車の積み出し（トヨタ自動車以外）。タイから自動車の

トランシップが一時蔵置。 

現在大型クルーズ船は車用積出岸壁に着岸しているが、

クルーズ船専用岸壁を整備予定。 

     同ふ頭へ乗り入れている臨海交通鉄道「あおなみ線」は、

一部名古屋港管理組合が整備。 

     レゴランドやリニア鉄道館など集客施設が存在。 

     物流・人流施設が存在するので、車線や歩道橋を整備。 

飛島ふ頭：自動化されている飛島南側コンテナターミナルを含め、

４つのコンテナターミナルがある。 

     南側コンテナターミナルを、平成20年に整備したときに 

ＡＧＶを導入し、現在33台稼働。 

鍋田ふ頭：コンテナターミナルがあり、中国・韓国からの船舶が主。      

ポートアイランド：名古屋港の浚渫土砂を約２千万㎥埋立。容量が

いっぱいになったので、今後は中部国際空港沖の
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埋立を計画。 

北浜ふ頭：南浜ふ頭：ＬＮＧ貯蔵施設などエネルギー基地が存在。 

東海元浜ふ頭：製鉄関係。 

新宝ふ頭：トヨタ自動車専用の車積出岸壁有。 

潮見ふ頭：穀物や国内向けの自動車 

     

(4) 調査にかかる議員からの主な質疑 

・コンテナターミナル自働化にかかる導入コストを教えてほしい。 

⇒同ターミナルはスーパー中枢港湾方式の時代に整備されたもので、岸壁は国、

背後のヤードの整備は港湾管理者、ガントリークレーン・管理棟・ＡＧＶな

どの上物は無利子貸付も活用しながら埠頭会社が整備している。事業費全体

としては 700億円程度かかっている。 

・導入の効果はどのようなものか。 

⇒導入により、安全性の向上、作業環境の改善だけでなく、ＩＴ技術を活用し

た荷役作業の平準化など荷役効率の向上につながっている。ただ、多額の設

備投資、電源がダウンした時の作業の停止、労働問題等もあり、日本の他港

での導入実績はない。 

・集中管理ゲートの導入により、どの程度時間的な短縮が図られたのか。 

⇒飛島ふ頭の各ゲートでは以前は 500～600ｍ程度のゲート前渋滞があったが、

現在は解消され、公道上での渋滞もない。時間的には、以前は５～49 分と幅

があったが、導入後 13～20分と幅が短縮された。ドライバーにとって定時性

は重要である。 

・車両の待ち時間はどのように把握しているのか。 

⇒トラック協会に協力いただき、トレーラーにＧＰＳを搭載してルートや時間

等のデータを収集した。 

・名古屋港のポートセールスにおける優位性は何か。 

⇒①日本の真ん中にあり、海外の企業が拠点をおきやすい。また背後の愛知県

の工業出荷額が 48兆円と２位以下に３倍近くの差をつけた全国一である。海

のない岐阜県の貨物（出荷額 17兆円）も来ている。 

②港内に５つの高速ＩＣがあり、全国とつながる道路ネットワークがある。 

③自働化等を導入し、競争力の高いターミナル所要時間。 

④名古屋港の臨港地区が広く、様々な産業を取り扱い、多彩な取扱貨物・倉 

庫群がある。 

 ⑤北米・欧州等週 80便の航路網が充実している。 

・ポートセールスのターゲットはどこか。 

⇒名古屋商工会議所と一緒に、船会社・荷主・港湾管理者等を対象にＰＲ活動   
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を行っている。国内外でのセミナー等も行っている。 

・ポートビルの利用状況はどうか。 

⇒昭和 59 年オープンし、高さ 63m、７F に展望室、3.4F に名古屋海洋博物館が

ある。 

管理は名古屋みなと振興財団に指定管理している。レストランは東山ガ

ーデンに委託していたが、現在休業中。 

年間で展望室に約15万人、海洋博物館に約14万人の入場者があったが、

現在は、新型コロナウイルスの影響もあり例年の20％程度の入場者とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

【名古屋港調査時写真】 

 

４ 県外調査の検証 

   両港への県外調査について、令和２年12月３日の特別委員会において、

調査の内容を整理し、委員間で検証を行った。 
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第２ 委員会での調査について 

１ 調査の経過・事項など 

(1) 調査実施日 

令和２年10月20日（火）於：委員会室 

令和２年12月３日（木）於：委員会室 

 

(2) 調査事項 

四日市港の「機能強化」と「みなとまちづくり」 

 

２ 調査の概要 

四日市港の「機能強化」と「みなとまちづくり」については、現在、四日

市商工会議所、四日市港利用促進協議会、港湾関係行政機関など官民が連携

した検討・取組が進められている。 

特に、「機能強化」の中心になる「霞ヶ浦北埠頭の整備について」は、国に

対し早期整備を働きかけており、国土交通省も令和２年度に事業化に対する

検証調査を行っている。 

  また、「みなとまちづくり」については、有識者による「四日市みなとまち

づくり協議会」が設立（事務局：四日市商工会議所）され、現在「みなとま

ちづくりプラン」の策定が進められている。 

  このような新たな動きに対して、港湾管理者である四日市港管理組合とし

ての担う役割や、主体的に取り組むべき事業等を委員会として調査した。 

 

３  四日市港における「機能強化」の取組について 

(1)公共ふ頭の利用状況 

   明治 32年に開港した四日市港は、令和元年に開港 120周年を迎えた。 

開港当初は主に羊毛、綿花を輸入し、綿織物等を輸出する貿易港として栄

え、昭和 30 年代前半からは日本で最初の石油化学コンビナート等を擁する

エネルギー供給基地として重要な役割を担っていた。さらに、昭和 44 年か

らコンテナ貨物の取扱を開始するなど国際海上輸送のコンテナ化にも迅速

に対応し、コンテナ航路網は年々充実が図られている。 

   その中で、四日市地区及び霞ケ浦地区における公共ふ頭の利用状況は次の

とおりとなっている。 

【四日市地区】 

第１ふ頭は内航船等が係留し、第２ふ頭は非金属鉱物等、第３ふ頭は完成

自動車や穀物等を取扱っている。また、第３ふ頭 15号岸壁は、緊急物資輸送

用の耐震強化岸壁として改良されており、旅客船の受入も行っている。  
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四日市地区の岸壁利用状況

○老朽化により、貨物の荷役は

行われていない。

○W１～W３は、内航船が待機用として

利用している。

○W１基部は、海上保安部の巡視艇が

係留している。

○穀物専用サイロが設置されている。

○W９～11では非金属鉱物、穀物、飼肥

料を取扱っている。

≪第１ふ頭≫

○W13背後には穀物用アンローダー(荷役機械)

が備えられ、ベルトコンベアでサイロと接続さ

れている。

○W15は、緊急物資輸送用のための耐震強化

岸壁として改良されている。

○W17～19は、完成自動車、鋼材等を取扱って

いる。

3

第２ふ頭

第３ふ頭

第１ふ頭

W１

W１０

W１１

W１３

W１４

W１６

W２，３
W１２

W１７，１８

W1基部

W９

W１５
（耐震）

W４，５

W8

モータープール

使用可能

使用制限（係留可能）

使用停止

W１9

≪第２ふ頭≫ ≪第３ふ頭≫

アンローダー

サイロ

 

【霞ヶ浦地区】 

26号、27号、80号岸壁でコンテナ貨物、24号、25号岸壁で完成自動車を

取扱っている。南ふ頭の東側には、貯炭場を備えた中部コールセンターが立

地し、22号岸壁で石炭等を輸入し、60～62号岸壁から移出している。緊急物

資輸送用の耐震強化岸壁として整備された 23 号岸壁では、原塩等を輸入し、

24号岸壁においては、大型客船が着岸可能なように係船柱や防舷材が設置さ

れている。

霞ヶ浦地区の岸壁利用状況

北ふ頭

南ふ頭
○緊急物資輸送の耐震強化岸壁として整備された

W23では、原塩等を取扱っている。

○W24・W25では、完成自動車の移出入に加えて、

H30.12から欧州向けの輸出が再開されている。

≪南ふ頭≫

○水深12ｍのW26・W27では、コンテナクレーンが

３基設置され、韓国・中国航路のほか、東南

アジア航路向けに利用されている。

○水深14ｍのW80では、コンテナクレーンが３基

設置され、東南アジア航路向けに利用されて

いる。

≪北ふ頭≫

○W22では、石炭、オイルコークス等を輸入し、

背後の貯炭場に保管している。

〇W60～W62では、貯炭場に保管されている石炭

を移出している。

 
 

第３ふ頭 
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(2)公共ふ頭における課題 

【四日市地区】 

施設整備から長期間経過しているため老朽化が進み、一部では岸壁の損

傷が激しく使用の停止や制限を行っている。また港湾施設の機能保持のた

め、劣化や損傷等が確認された施設については、応急対策等の維持管理を

行っている。 

 

【霞ヶ浦地区】 

コンテナ貨物については、ターミナルが南北に分散しているため、非効

率な運用となっている。完成自動車は平成 30 年 12 月の輸出再開に伴い、

バースが混雑し港内バースシフトを余儀なくされている。 

また、令和元年 10月からバイオマス燃料の取扱いも始まり、港湾利用

者からは混雑の解消や効率的な運用を求められている。 

さらに、四日市港にはコンテナ船用の耐震強化岸壁がなく、南海トラフ

地震等による大規模地震が発生すれば、物流機能が大幅に低下し、経済・

産業に与える影響が甚大となるおそれがある。 

 

(3)取組状況 

 【四日市地区】 

   港湾施設の物流機能を確保し、港湾利用者に対するサービス水準を維持

していくため、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷が軽微の段階で予防的

な修繕等を実施することで、施設の長寿命化を図っている。 

   特に、第１・第２ふ頭については、施設の用途廃止も含め、計画的・効

果的な維持補修を講じていく。 

   

 【霞ヶ浦地区】 

   北ふ頭に新たに水深 14ｍの耐震強化岸壁を整備し、コンテナ取扱機能を

北ふ頭に集約することで荷役の効率化を図るとともに、南ふ頭を再編する

ことにより、完成自動車、バルク貨物の取扱機能を強化するための取組を

進めている。       

 令和８年度に開通予定の東海環状自動車道の西回り区間や、北勢･中勢バ

イパス、鈴鹿四日市道路等の現在整備中の道路ネットワークを活用するた

めにも、北ふ頭 81号耐震強化岸壁の早期の事業着手が求められる。 

 

① 北ふ頭 14ｍ岸壁整備のための事前準備 

令和２年度予算では、事業化検証調査費が計上され、国において、貨
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物需要の動向や費用対効果の算定、岸壁の設計等が進められている。

また、四日市港管理組合においては、北ふ頭 81号岸壁背後のふ頭用地

整備に向けた調査・設計を実施している。 

 

② 北ふ頭の新規事業化に向けた取組 

四日市港の機能強化と新たなまちづくりに向けて、平成 31年１月に

『四日市港の「機能強化」と「みなとまちづくり」を考える会』におい

て、四日市港の将来像と対応方針等がとりまとめられた。 

また、令和元年９月には四日市商工会議所が中心となり官民一体の

「四日市港霞ヶ浦地区北埠頭の整備を進める会」（以下「進める会」）が

設立され、国への要望活動等を行っている。 

令和２年９月 14日には、「進める会」により「四日市港霞ヶ浦地区北

埠頭整備促進Ｗｅｂフォーラム」が開催され、利用企業８社から意見発

表があり、さらなる物流機能の強化を求める声が挙がった。 

四日市港における物流機能の強化として、霞ヶ浦地区のふ頭再編を図

るには、北ふ頭 81号耐震強化岸壁の整備が必要不可欠で、四日市港管理

組合としても、「進める会」の一員として、引き続き官民一丸となり、令

和３年度の新規事業化を国に働きかけていく。 

 

コンテナ貨物

完成自動車

バルク貨物等
W24

W25

W23

W26

W27

W22

W80

南ふ頭 北ふ頭

W80

再編後

南ふ頭 北ふ頭

臨港道路霞４号幹線
（四日市・いなばポートライン）

コンテナ貨物

完成自動車

バルク貨物等
W24

W25

W23

W26
W27

W22

W81

イメージ

(耐震強化岸壁)

W80

新規事業化

再編前
現況

四日市港の機能強化に向けて

○霞ヶ浦地区北ふ頭に新たに水深14ｍの耐震強化岸壁を整備し、コンテナ貨物取扱い機能を北ふ頭に集約すること
□で荷役の効率化を図る。
○あわせて、南ふ頭を再編することにより、完成自動車、バルク貨物の取扱機能を強化する。
○さらに、幹線貨物用の耐震強化岸壁を整備することで、大規模地震時の物流機能を維持する。

【整備効果（コンテナ船対応）】

大型船の同時着岸が可能となる

W27 W26

霞大橋

W80

2,000TEU級

4,000TEU級

霞大橋

W80 W81

4,000TEU級4,000TEU級
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(4)今後の展開 

中長期的な港湾機能強化の取組については、令和２年１月に国土交通省中

部地方整備局は、2030 年頃の将来を見据え、名古屋港、四日市港、三河港、

津松阪港等、伊勢湾の港湾が果たすべき役割や港湾政策の方向性等を取りま

とめた「伊勢湾の港湾ビジョン」を策定した。 

四日市港管理組合としては、当ビジョンの基本理念「我が国の国際競争力

を牽引するグローバルハブの形成と、中部圏の賑わい、安全安心を確保する

港湾群」に基づいて、これからも四日市港が選ばれる港となるようしっかり

取組んでいきたいと考えている。 

 

(5)議員からの主な意見 

・北ふ頭の整備予算を国につけてもらうためには、様々な四日市港に向けた思い

を一つの企画プロジェクトにして、そこに民間予算が投じられるような形で国

に提言していくことも考えてはどうか。 

⇒港の機能強化にはかなりの金額の投資が必要であり、国の関与が求められる

が、そのためには、四日市港に対して荷主や船主がどれだけ期待しているか

を国に伝えることが大事であり、フォーラムでも企業の方に四日市港に対す

る助言や要望をメッセージをとして伝えてもらった。一番大事なのは港を使

用される方の意見を聞く機会だと思うので、それを大事にしっかりと取り組

んでいきたい。 

・農林水産物の輸出促進について何か計画はあるのか。 

⇒国では農林水産物の輸出についてかなり積極的に取り組んでおり、船のコン

テナを使用した検討が各地で始められている。四日市港においても、御浜町

のミカンをタイに輸出する取組を行ったことがあり、農林水産物の輸出促進

については検討する必要があるとは考えているが、具体の施策にはなってい

ない。輸出するに当たっては様々なハードルがあるので、県や市の農林水産

部局と連携して検討していきたい。 

・北ふ頭の整備にはどの程度の費用が掛かるのか。 

⇒事業着手にいたっていないので難しいが、国が実施する岸壁の整備は百億円

規模の事業になると考えられる。また管理組合で実施する背後地も同様の規

模になると考えられる。 

・霞ヶ浦地区～四日市地区を結ぶ臨港道路の整備についての方向性を聞きたい。 

⇒国道23号線の渋滞が物流の阻害となっていると理解しているが、北勢バイパ

ス等の効果も見ていく必要があり、将来的な課題としてこれから研究をして

いきたい。 

 



 

 

１８ 

４ 四日市港における「みなとまちづくり」の取組について 

(1)四日市地区における港湾施設の状況 

   四日市地区には、使用停止中または使用制限中の老朽化した港湾施設が多

く存在しており、賑わいづくりとして活用するには、第１埠頭周辺や千歳運

河沿い等、老朽化した港湾施設の改修が必要となる。 

 

(2)四日市地区の観光資源の活用 

 四日市地区には、国指定の重要文化財である末広橋梁や潮吹き防波堤をは

じめとした観光資源があり、こうした観光資源については、まちあるきイベ

ントやまちあるきＭＡＰ等で紹介されているが、今後、さらなる情報発信等

を行って、活用に努める必要がある。 

 

(3)四日市地区における取組（ハード・ソフト） 

ア．千歳運河沿いの整備（護岸化工事、駐車場・トイレ整備） 

 港における親しまれる空間を拡大するため、現在使用停止の区間を含む

千歳町４号・５号物揚場において、親水性のあるプロムナードの整備を進

めている。（全体事業費：18.6億円） 

また、千歳運河周辺を訪れる人が利用できる駐車場やトイレの整備につ

いても検討を進めている。 

 

  イ．案内板の整備 

歴史的・文化的資源等と触れ合う機会の充実に向けて、市街地からの港

への人の流れを創出するため、四日市市と連携し案内板の設置に順次、取

り組んでいる。四日市港管理組合施工範囲は臨港地区内とし、計画設置基

数９基のうち、これまで２基の設置が完了している。 

（全体事業費：11.6百万円） 

 

  ウ．みなとまちあるきイベント等の開催 

    多くの県民・市民が港ならではの景観と触れ合うことができるよう、Ｊ

Ｒ東海などの企業や、団体、行政機関、ボランティア等と連携して、「秋

の四日市港旧港まちあるき」を開催するなど、港の魅力に触れる機会の創

出に取り組んでいる。 

 

(4) みなとまちづくりプランの検討 

ア．これまでの経緯 

 



 

 

１９ 

  ①平成 30年 10月 

    四日市商工会議所が「四日市港の機能強化と港町としての新たなまち

づくりに向けて」と題し、四日市市と四日市港管理組合に提言。 

  ②平成 30年 11月 

    【四日市港の『機能強化』と『みなとまちづくり』を考える会】設立 

    ５年後、10 年後、20 年後を見据えた四日市港のあるべき姿について、

関係者が議論を深め、それを実現していくための取組を検討。 

    発 起 人：四日市商工会議所 会頭 

    構成団体：５者 四日市商工会議所、四日市港利用促進協議会、 

四日市市、四日市港管理組合、 

国土交通省中部地方整備局 

 

イ．みなとまちづくりプラン検討状況（四日市みなとまちづくり協議会で

の中間報告）                   【別添資料参照】 

 

ウ．協議会及び検討委員会での議論 

①．四日市みなとまちづくり協議会 

    【会議開催実績】 

    令和２年６月５日 設立総会・第１回協議会 

        11月24日 第２回協議会 

    【主な意見】 

・今出来ることはすぐに取り組み、長期的なものはステップを踏んで

取り組んでいきたい。 

     ・机上論ではなく、目に見える形で進めてほしい。 

     ・中心市街地の再整備と連携しながら、民間が投資するに値するプラ

ンにしていきたい。 

     ・まずは５年、10 年で優先してやることを示し、さらに先の方向性を

示していく必要がある。 

     ・従来は行政がハードを整備し、人を集める形で進めてきたが、それ

ではうまくいなかい。まずはイベントなどソフト事業で人が集まる

エリアへと成長させた上で、段階に応じ施設の整備をしていかなけ

ればならない。 

     ・こうしたプランは官民連携で行うことが重要である。 

     ・足下で行うことはしっかりと短期で取り組み、整備に時間がかかる

ものは、ある程度年次を長く取っても良いのではないか。 

 



 

 

２０ 

   ② みなとまちづくりプラン検討委員会 

    【会議開催実績】 

    令和２年６月30日 第１回検討委員会 

９月10日 第２回検討委員会、現地視察 

11月２日 第３回検討委員会 

    【主な意見】 

     ・中長期的なプランが必要ではあるが、時間軸を意識し、途中段階で

も仕掛けが必要である。 

     ・千歳運河自体が財産であり、水辺を利用したイベントの開催とハー

ド整備をセットで考える必要がある。 

      ・四日市港の認知度を高めるためにも、情報発信の検討が必要である。 

     ・みなとまちをイメージできるモニュメントの設置を検討してはどう

か。 

     ・民間投資を呼び込むプラン内容とすることが重要である。 

・今あるものでどれが使えるのか、既存ストックの活用について、そ

の発掘方法も含めて検討が必要である。 

     ・中心市街地から港へのアクセスについては課題と考えており、みな

とまちづくりプランの中へ盛り込んでほしい。 

     ・第１埠頭と第３埠頭の棲み分けにより、人流と物流の分離ができる

のではないか。 

     ・単に大型の商業施設を呼び込むだけでは市街地との競争を生むだけ

であり、港の特性を活かした施設にすべきである。 

     ・集客のターゲットを絞る必要がある。 

     ・イベントを行うにあたっては、みなとまち全体と中心市街地とを結

びつけた形で実施するとよい。例えば、みなとで光のイベントを行

う場合は、同じように中央通りでも実施するなど、イベントを通し

て港とまちを繋げられるとよい。 

     ・ワーケーションの観点も考えられる。例えば、運河沿いをウォーキ

ングした後、コワーキングスペースで仕事をするなどが考えられる。 

 

③今後の予定 

     ４月～５月     検討委員会・協議会の開催、プランの取りまとめ 

 

(5)議員からの主な意見 

・みなとまちづくりプランの図示がわかりづらい部分がある。市民が分かる

ような実態や実情に合った図示にしてほしい。 



 

 

２１ 

・今回のプランは各所から集めてきたものを合わせた感じがする。このよ

うな計画を策定する場合には、軸となるコンセプトやグランドデザイン

を描ける人がいないと難しい。 

・６つのプロジェクトがあるので、それぞれのプロジェクトでターゲット

エイジを含めたコンセプト設定が必要と思うがどうか。 

⇒検討委員会でもターゲット設定の必要性に関する意見がある。しかしな

がら、現段階のプラン案の内容において限定することは難しいと思って

いる。ただし各エリアに色々な賑わい施設等を導入していく際にはター

ゲットの設定が必要となるため、今後の課題と考えている。 

・同プランを完成させるのに、どの程度の事業費を見込んでいるのか。 

⇒現在プロジェクトごとに実施する事業を関係者間で検討しており、全て

の事業が出そろっているわけではないが、管理組合が行う港湾施設の改

修（第1ふ頭・千歳運河）では百億近くはかかると考えている。 

・同プラン実施には莫大な事業費がかかると思われるが、同プランでは費

用のことが触れられていない。四日市市と管理組合の間で事業費の協議

はしているのか。 

⇒市も含めて関係者で議論している中では、それぞれが事業に取り組んで

いく方向で議論しており、管理組合・四日市市・民間３者が一体となっ

てこのまちづくりを進めていきたいという計画である。管理組合の港湾

施設の改修などは長い時間がかかるので、同プランを目標に年次計画を

作って少しずつ前に進めていきたい。 

 ・大規模な予算が必要な事業は、予算上で三重県の理解も必要だと考える

がどうか。 

 ⇒港湾関係の工事は長い年月がかかるため、単年度の事業費は起債を発行

するなど県市負担に大きな影響を与えるような形にならないようにした

い。また、検討委員会には県の雇用経済部も入っており、情報共有をし

ながらこの計画の策定に関わってもらっている。 

・これまでいろんな計画があったが、予算の裏づけがないと進まない。 

・空飛ぶクルマなどの取組も誘致してはどうか。 

 ⇒空飛ぶクルマについて、検討委員会の中で三重県が検討しているとの紹

介があり、今後動向を注視していく必要があるのではとの意見があった。 

・貨物線を観光に活かす、人が乗るようにする考えなのか。 

⇒イベント列車的なものができないか考えているが、国の許認可や旅客鉄

道関係の協力が必要で難しい。まずは見学会のようなイベントの回数を

増やす方向で関係者と検討していきたい。 

・富双緑地～浜園緑地の間も自転車や歩行者が通れるようつなげてほしい。 



 

 

２２ 

第３ 調査のまとめ 

 

四日市港を取り巻く情勢については、令和元年をみると、外貿コンテナ取

扱個数が２年連続で 20万 TEUを超えるなど、四日市港の物流需要は堅調に推

移し、また開港 120 周年を契機とした様々な取組や客船の受入などによる港

の賑わいは、今後の四日市港の発展を感じさせるものであったが、令和２年

は、新型コロナウイルス感染症の流行による社会活動や内外経済に与える影

響等により、外貿コンテナ取扱個数が約 17万 TEUに減少するとともに、港ま

つり等のイベントや客船の寄港等が相次いで中止になるなど、四日市港の物

流・人流等に様々な影響が及んだ。 

このように先行きが見通せない状況ではあるが、四日市港を着実に発展さ

せ、いかに四日市港を次世代に継承していくかを考えるにあたっては、今回

の委員会のテーマである、四日市港の「機能強化」と「みなとまちづくり」 

は特に重要な事項であり、同テーマの代表的な取組である「霞ヶ浦北埠頭の

整備」や「みなとまちづくりプランの策定」は、現在、四日市商工会議所、

四日市港利用促進協議会、港湾関係行政機関など官民が連携した検討・取組

が進められている。 

  当委員会では、同テーマに基づき、このような新たな動きに対して、港湾

管理者である四日市港管理組合としての担う役割や、主体的に取り組むべき

事業等を調査した。 

具体的には、「機能強化」「みなとまちづくり」について、それぞれ四日市

港の状況、課題、現在の取組、将来の計画等について、当局から説明を受け

るとともに、調査を行った。また、機能強化については名古屋港、みなとま

ちづくりについては尾道糸崎港に赴き、先進的な取組の調査を行った 

  これらの調査は、報告書の内容に記載のとおりであり、四日市港における

官民関係者が連携した取組は、今後の四日市港の発展に期待を抱かせるもの

であった。 

  ただ、「霞ヶ浦北埠頭の整備」や「みなとまちづくりプランの推進」とも、

長期にわたり多額の費用がかかる事業であり、各関係者との綿密な調整が必

要とされる。特に「みなとまちづくりプランの推進」においては、予算の裏

付けや役割分担など不透明な部分もあり、事業の実現性に懸念を示す意見も

あった。 

管理組合当局におかれては、関係各所と連携し、確実な事業の実施がなさ

れるよう鋭意取り組んでいただくこと強く望むものである。 
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令和２年度港湾整備推進調査特別委員会委員名簿 

 

 

 令和２年度に四日市港管理組合議会の港湾整備推進調査特別委員会に属し、

調査研究・提言を行った委員は下記のとおりである。 

 

 

委員長   平 野 貴 之 

副委員長  杉 本 熊 野 

委 員   喜 田 健 児 

委 員   小 林 正 人 

委 員    山 崎   博 

委 員   伊 藤 嗣 也 

委 員   長 田 隆 尚 

委 員   小 川 政 人 

委 員   小 林 博 次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


