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資料１ 第２回検討委員会および地域研究会の主な意見とその対応 

 
注）◎：委員会 ○：研究会 における意見 

 
（名古屋港新基本構想（原案）：策定の趣旨、現状、将来展望について） 

主 な 意 見 対  応 

策定の趣旨・強みと不安要素 

◎今、名古屋港が抱えている問題のレビューが必要ではないか。

◎名古屋港は強い勢いに乗り、わが国全体で見ても高いパフォー

マンスをあげている。基本構想は、この勢いを持続し、さらに

発展させていくのだということを盛り込んでほしい。 

◎勢いは何に基づいており、持続させるために何が必要か、将来

の不安要素は何かという点が体系的に述べられるべきである。

 
「Ⅰ．長期構想 名古屋港の針路」

において、名古屋港の現状認識・問

題意識を加筆した。また、「Ⅴ．強み

と不安要素」を新たに章として起こ

した。 

将来展望 

○「公と民、国と地方の関係」の中に「市町村合併・道州制導入」

とあるが、検討段階で導入時期などは明確になっていないの

で、表現を検討してほしい。 

 
「地方分権の進展」という表現に修

正した。 

 

（名古屋港新基本構想（原案）：基本姿勢と将来目標について） 

主 な 意 見 対  応 

基本姿勢 

○「いつも挑戦」という言葉は、語感として軽い感じがする。世

界に冠たる港にふさわしい、夢と希望を与えるような、感性に

訴えるような日本語を探してほしい。 

○「挑戦」を「チャレンジ」としてはどうか。 

 
原案どおり「いつも挑戦！」とした

い。 

将来目標 

◎「世界できらめき、愛される港」とあるが、もっと骨太の方が

よいのではないか。 

◎○「世界“で”きらめき･･」より「世界“に”きらめき･･」の

方が、世界に対して情報発信するイメージが明確ではないか。

 
より簡潔に「きらめき愛される港」

としたい。 

ものづくりと安全・防災 

◎「ものづくりとの一体的発展」はよいが、安全や防災の記述が

弱いので、強調した方がよい。 

 
危機管理に関する記述を追加した。

施設整備 

◎「既存ストックの活用」「今ある資産を使いこなし」とあり、

新しい施設は必要ないと読めてしまう。「必要な施設は整備し」

と明記すべきではないか。 

 
「既存ストックの活用」の前に「新

規整備」を追加した。 

「タイムリーサービス」 

◎用語として適切か。「タイムリー“な”･･」としてはどうか。

◎岸壁から陸側に限られている印象があるが、大型船舶が滞留せ

ずに岸壁に入れることも重要である。 

◎定時性、スピード、入港時の円滑さなど、タイムリーサービス

を説明する述語を加えてはいかがか。 

◎ニーズに合わせて岸壁を整備することまで含まれるのか。ソフ

ト面に限定した方がよいのではないか。 

 
時間以外の要素も含めて最善のサー

ビスを提供するという意味で「ベス

トサービス」という表現に改めた。
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広域連携について 

◎名古屋港と四日市港は、スーパー中枢港湾に指定されたが、港

の管理は、別々である。そこで、連携の確立を始めとして現状

や課題への認識を深めた上で、今後の方向性を検討していく必

要がある。 

 
構想の推進にあたって留意していき

たい。 

 

（名古屋港新基本構想（原案）：分野別将来イメージについて） 

主 な 意 見 対  応 

記述内容の具体性 

◎スーパー中枢港湾の指定を具体的にどう受け止めたのかを明

示した方がよい。基本構想→基本計画→実施計画と進んだ時点

で、世の中がさらに先に動いている可能性も高い。 

 
具体的な施設計画等は港湾計画で記

載している。 

重点化の考え方 

◎目標と施策の体系がもう少し明確化される必要がある。 

◎総花的になるのはやむを得ないので、文章中にゴシックで強調

できるようなものを明確にしていけばよい。 

◎５つの分野を並列ではなく、あるものは制約要因として捉え、

その上で物流に重点を置くような記述の仕方は可能だろうか。

◎コンテナ機能の充実、背後の道路体系の拡充、そして水の都市

軸と記載されている中川運河と堀川を名古屋港の財産として

どう活かすか、ということが20年間を決めると考えている。

 
将来目標の実現を牽引する取り組み

を重点項目として設定した。 

分野別キャッチフレーズ 

◎物流分野について、「ロジスティクス」を一般向けのタイトル

として用いるのはいかがか。「中枢」は必要か。 

◎「新ものづくり基盤の港」に敢えて「新」と入れる必要はない。

◎「夢がふくらむ･･」はくどい感じがある。 

◎全体に丁寧に書きすぎてややくどいように思う。 

◎簡潔に単純な言葉が並ぶ方が輝いて見える。一般に漢字が30%

くらいだと読みやすいと言われている。 

 
各分野とも簡潔な表現に改めた。 

「成果を計る指標例」 

◎基本構想は具体論ではないと理解しているが、非常に具体的な

指標が書かれているので、誤解を生んでいるように思われる。

○基本構想の進捗管理としてこれほど細かい指標が適切なのか。

 
指標例は基本構想に記載しない。 

物流分野 

◎中国等アジアの貨物量が伸びているにもかかわらず、受け入れ

施設が不足している。東アジア向け施設の整備を記載すべき。

◎鉄道の記述がないが、近い将来、名古屋港の弱点となる可能性

がある。鉄道貨物について深めていくべきではないか。 

◎「物流事業者の誘致・育成」とあるが、港の混雑状況をみると

そのような余裕はなく、やや優先順位が低くなる。「外資系企

業･･」と特記することで、閉鎖的な環境をオープンにすると宣

言しているように感じる。「荷主の企業戦略･･」は、「名古屋港

の物流機能強化に資する物流事業者･･」が適切ではないか。 

◎「展開の方向」は、時系列的にみて当面やらなくてはならない

ことが前に来るべきだろう。 

 
東アジア地域の需要拡大への対応、

海上輸送と鉄道貨物輸送の連携拡大

について加筆した。また、指摘を踏

まえ文言修正を行った。なお、「展開

の方向」は原則として優先度が高い

と考えられるものから順に記載して

いる。 
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交流分野 

◎堀川、中川運河は名古屋港にとって貴重なウォーターフロント

である。20 年後にどのような市民の憩いの場とするのか具体

的に考えた方がよい。 

◎退職後、クルージング等で楽しんでおられる方々が海に親しめ

る環境づくりを将来的に考えているか。 

◎遊覧船が廃止になると聞いたが、市民が普段から港を訪れたと

きに港を回遊できるようなことを書いてはどうか。 

 
「展開の方向」の「水の交流軸」に

おいて、「水辺の回遊路」の記述を加

筆した。また、「親しまれる港づくり」

を新たに追加した。 

 

安全分野 

◎「果たすべき役割」に、安心して訪れることだけでなく、安心

して暮らせることも入れてほしい。 

○防災への市民の関心が高いので、記述をより充実してほしい。

 
「くらし」に関する表現を加筆した。

また、「展開の方向」として「港湾諸

活動の確保」を追加した。 

環境分野 

○ヒートアイランド対策からみた水面の効用を意識した記述が

できないか。また、干潟が多様な生物の生息地となっているこ

とや、温暖化対策に関する既存の取り組みなどについて記述を

充実してほしい。 

○成果を計る指標例で、港の中に火力発電所が存在し、環境基準

を達成できていないことからも、NOxや SPM（浮遊粒子状物質）

など大気環境に関する指標を検討してほしい。 

 
既存の取り組みについては「Ⅲ．現

状」に加筆した。また、ヒートアイ

ランド対策については地球温暖化防

止に関連して加筆した。なお、指標

例は基本構想に記載しない。 

 

（名古屋港新基本構想（原案）：空間利用のゾーニングのイメージについて） 

主 な 意 見 対  応 

ゾーニング全般 

◎ゾーニング本体の記述は１ページ分しかないのに、留保地区の

記述が２ページ分あるのはバランスを欠く。参考資料の内容

は、別紙でなく本編にもきちんと取り入れるべきだろう。 

 
参考資料の内容を適宜本編にも取り

込み、本論を２ページ、留保ゾーン

に関する記述を１ページとした。 

交流・環境ゾーン 

◎ゾーニングのイメージ図に、堀川、中川運河の上流部まで入れ

込むようにお願いしたい。 

◎堀川、中川運河を名古屋港管理組合が管理していることを知ら

ない人も多いので、パブリックコメントを利用してＰＲしては

どうか。 

○ゾーニングのイメージ図は、新川の河口付近の下絵が曖昧なの

で、明確にしてほしい。金城ふ頭の黄色とピンクの色境が現状

より東側に位置しているので修正してほしい。 

◎ゾーニングの中に水質改善についても記述してはどうか。 

○海づり公園は交流ゾーンとして着色してはどうか。 

 
指摘を踏まえて図を修正した。なお、

個別の内容や施設については、ゾー

ニングでは記述しない。 

留保地区 

○南５区第２期地区は留保地区という位置づけになっているが、

産業廃棄物を埋め立てている関係上、地元への説明が出来るよ

う、もう少し具体的で前向きな利用方針を示せないか。 

○交流機能として「マリンレジャーを中心とする海洋性レクリエ

ーション拠点としての利用が考えられる」との記述があるが、

これは具体的にどのエリアを想定しているのか。 

 
ポートアイランドと南５区はこれま

での経緯を踏まえて、いずれも留保

ゾーンとして設定した。具体的な展

開については、空間利用需要の動向

を見ながら検討していきたい。 
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その他 

○名古屋港内で働く従業員の交通手段の大半が自動車であり、

朝・夕の交通ラッシュが激しい。事故が起きると、大型トラッ

クなども抜け道を迂回している状況である。大規模災害が起き

た時の従業員の帰宅対策の観点からも、公共交通の整備を検討

すべきである。 

 
個別施策の中で検討していきたい。

 

（パブリックコメントについて） 

主 な 意 見 対  応 

パブリックコメントの位置づけ 

◎港湾機能について不特定多数の人に意見を聞いてもなんと答

えて言いかわからなくなるだろう。 

○パブリックコメントは、ただ「聞くだけ」となっては意味がな

い。 

○策定後、基本構想の進捗について、住民はどのような情報を入

手することができるのか。 

 
パブリックコメントは、個別意見の

内容を適宜反映させる形で活用す

る。また、いただいた意見とその対

応は名古屋港ホームページで公表す

る。今後も情報発信に努めていく。

パブリックコメント用資料 

◎本編をそのまま要約したのでは一般の人にわかりにくい。 

○募集期間については、手に取ったらすぐにわかるような位置に

記述してある方がよい。 

 
募集期間を明示するなど、資料を修

正した上でパブリックコメントを実

施した。 
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資料２ 名古屋港新基本構想（案）に対するパブリックコメントの結果 
 

１．実施概要 

 名古屋港管理組合の「パブリック・コメント手続実施要綱」に基づき、「名古屋港新基本構想（案）」

について、名古屋港ホームページへの掲載、概要版パンフレット（返信用葉書付）の配布、名古屋

港情報センター等での閲覧、シンポジウム「なごやこう未来港房」におけるアンケートを通じて、

一般から意見を募集した。実施概要は以下の通り。 

 

パブリックコメントの実施概要 

■募集期間：平成 18年 10月 28日（土）～11月 27日（月） 

■回答件数：152 通 

■回答方法：郵送（28通）、メール（24通）、FAX（1通）、持参（0通）、 

      シンポジウムアンケート（99通） 

（参考）シンポジウム「なごやこう未来港房」 

・実施日時：平成 18年 10月 28日（土） 13:20～16:30 

・参加者数：140名 

・内  容：名古屋港に関する講演、海上見学、ビデオ上映、名古屋港新基本構想（案）の解説 

■ パブリックコメントの設問内容 

○ 回答者の属性 

○ 基本姿勢・将来目標のわかりやすさ、並びにふさわしさ 

○ 分野別の将来目標の中で特に期待するもの 

 ○ その他アイデアや自由意見 
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２．パブリックコメントの結果とその対応 

(１)回答者の属性 

 回答者の性別をみると、男女比はおよそ 6：4となっている。 

図１ 回答者の性別 

57.2% 39.5% 3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=152)

男 女 無回答
 

 

 
 回答者の年齢をみると、60 歳代と 40 歳代が 21.1％と最も高く、次いで 50 歳代が 19.1％となっ

ており、40・50・60歳代で全体の約 6割を占めている。 

図２ 回答者の年齢 

11.2% 10.5% 21.1% 19.1% 9.9%

3.3% 0.7%

21.1% 3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=152)

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 無回答
 

 

 
 回答者の居住地をみると、全体の約 7割が名古屋市在住者で、名古屋市以外を含めると、９割以

上が愛知県在住者となっている。 

図３ 回答者の居住地 

70.4% 24.3%

2.0%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=152)

名古屋市 愛知県その他 愛知県外 無回答
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(２)基本姿勢と将来目標について 

【問１】名古屋港の基本姿勢と将来目標として掲げた「いつも挑戦！ きらめき、愛される港」

    について、わかりやすいと思いますか。また、名古屋港にふさわしいと思いますか。

 

①わかりやすさ 

 「わかりやすい」「ややわかりやすい」の合計が 57.3％となり、半数以上が選択している一方、「わ

かりにくい」「ややわかりにくい」の合計は 16.4％で、１割を超えている。 

図４ わかりやすさ 

27.0% 30.3% 9.2%20.4% 7.2% 5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=152)

わかりやすい ややわかりやすい どちらとも言えない ややわかりにくい わかりにくい 無回答
 

②ふさわしさ 

「ふさわしい」「ややふさわしい」の合計が 58.6％となり、半数以上が選択している一方、「ふさわ

しくない」「ふさわしい」の合計は 10.5％で、1割を超えている。 

図５ ふさわしさ 

38.2% 20.4% 5.9%23.0%

4.6%

7.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=152)

ふさわしい ややふさわしい どちらともいえない ややふさわしくない ふさわしくない 無回答
 

 

【新基本構想検討における対応（案）】 

 基本姿勢と将来目標の「わかりやすさ」「ふさわしさ」については、過半数から肯定的な回答を

得たものの、絶対的な評価を得たとは言い難いため、原案の表現を尊重しつつ、本文中で全体的に

よりわかりやすい構成と記述をめざし、名古屋港にふさわしい内容とすることに努める必要があ

る。 

＊ 「わかりやすさ」については、全般にわたって構成・記述の見直しを行った。 

＊ 「ふさわしさ」については、「長期構想 名古屋港の針路」において名古屋港の現状認識や問題

意識を充実するとともに、「強みと不安要素」を再整理して名古屋港らしさの明確化に努めた。 
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(３)特に期待したい分野別の将来目標 

【問２】分野別の将来目標の中であなたが名古屋港に特に期待したいものはどれですか。 

   （３つまで選択） 

 
 特に期待したい分野別の将来目標についてみると、「環境にやさしい港」が 69.7％、次いで「夢

のふくらむ港」が 52.6%となっており、これら２つを過半数の人が選択している。 

図６ 特に期待したい分野別の将来目標（３つまで選択） 

（n=152)

32.9%

27.0%

52.6%

46.1%

69.7%

13.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

グローバルロジスティクスの港

ものづくりの港

夢のふくらむ港

安全な港

環境にやさしい港

その他

 
 
 
【新基本構想検討における対応（案）】 

「環境にやさしい港」に高い期待が寄せられたことから、環境に配慮することが強く求められて

いることが確認された。また、「夢のふくらむ港」への取り組みを一層推進することが望まれて

いる。 

＊ 「基本姿勢と将来目標」及び「分野別将来イメージ」において、「環境」「交流」に関する記

述を加筆した。 
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(４)個別意見の概要 

 個別意見は、合計 151 件が寄せられた。 

 

大分類 小分類 意見件数 

めざす方向性 １１ 

将来目標の内容・表現 ４ 

全体の方向性や将来目標 

（１９件） 

新しい視点・目標 ４ 

国際物流の活性化 １１ 

内航海運の重要性、モーダルシフトの推進 ４ 

「グローバルロジスティクス

の港」 

（１６件） 環境面への配慮 １ 

自動車産業以外の産業育成の必要性 １ 「ものづくりの港」 

（２件） 環境面への配慮 １ 

交通アクセス・回遊性 １２ 

新規施設・アトラクションの整備 １２ 

景観や視点場 ６ 

既存施設の有効活用 ３ 

新しいイベント・ＰＲ ３ 

業務機能の導入 ２ 

「夢のふくらむ港」 

（４０件） 

快適な空間の形成 ２ 

安全・安心の確保 ４ 「安全な港」 

（６件） ユニバーサルデザイン ２ 

干潟・湿地保全 １４ 

海域環境 １１ 

環境への配慮や環境を重視した取り組み １１ 

浚渫土砂への対応 ４ 

大気環境 ３ 

「環境にやさしい港」 

（４６件） 

地球温暖化 ３ 

留保地 （５件） 留保地の活用 ５ 

構想への期待 ６ 

広報の必要性や策定プロセス ５ 

あおなみ線の利活用 ３ 

名古屋港管理組合の組織 ２ 

その他 

（１７件） 

港湾整備コスト １ 

合   計 １５１ 

 



 

 2-6

（５）個別意見への対応 

 個別意見とその対応（案）を以下に示す。 

 
①全体の方向性や将来目標に関する意見 
 

項目 № 意見の概要 対応（案） 

1 名古屋港が「物」だけでなく「人」「文化」が交
流する場になること。平和で暮らしに役立つ港と
しての未来を描きたい。 

2 くつろげるゆったりした時間を過ごせる空間を作
ることも必要。 

3 港がロジスティックの要である事は十分理解でき
るが、「美しい港」を感じる地域となって欲しい。

4 物語のある港、あるいは歴史の語れる港など、名
古屋の近代化、ものづくりの発展を支えた港とい
うことが語れるような港になると良い。 

5 今後、名古屋港が全国みんなに親しまれ愛される
港になると良い。 

6 世間では名古屋港はそれほど関心を持たれていな
い。日本で一番活気がある港ということなのでも
っと親しみやすい港になることを希望する。 

分野別将来イメージの１
つの柱として「夢のふくら
む港」を掲げています。そ
の中で、快適な港湾空間の
形成、良好な景観の形成、
歴史・文化資源の保存・活
用、ＰＲ活動の推進、回遊
性の向上等を記述してい
ます。 

7 発展拡大も大事だが、環境にやさしい港づくりも、
次世代の人達のために大事なこと。特に輸送機能
は陸上輸送や鉄道輸送も要素の一つとして考えて
みるべき。国内の航路の活用も大事なこと。 

8 他県の方々が名古屋港ガーデンはいい！といわれ
る。緑が多く、海がきれい。環境に配慮した港に。
リピーターの多い港こそ愛される港になってい
く。 

9 藤前干潟がラムサール条約指定湿地になったこと
はよかった。ラムサール条約登録地を持つ名古屋
港としての構想を作ってほしい。 

分野別将来イメージの１
つの柱として「環境にやさ
しい港」を掲げ、藤前干潟
の保全についても記述し
ています。また、緑地等に
ついては「夢のふくらむ
港」、海上輸送の活用につ
いては「グローバルロジス
ティクスの港」で記述して
います。 

10 シドニーのような世界的な港。 

めざす方向性 

11 横浜や神戸と異なる立地条件でもあるため、似た
ものを形にするのではなく、限られた中でのアイ
デアを組み立てて欲しい（名古屋港らしさ）。 

全体を通じて「名古屋港ら
しさ」を活かした基本構想
とすることに努めます。 

12 工業港のイメージと“きらめき”“愛される”“夢
ふくらむ”という言葉がなじまない。 

13 市民が水に親しめる場所、水に近づける場所が全
くない、これで愛されると言えるか。 

現状と将来目標の隔たり
を埋めるべく、今後取り組
んでいきたいと考えてい
ます。 

14 名古屋港の 20 年後のあるべき姿が描かれていな
い。こんな港を目指すというものを打ち出してほ
しい。現在の延長線上の視点しかないように思え
る。 

20 年後を見通すことは、
難しいですが、実勢と課題
から、可能な限り、イメー
ジを表現することに努め
ています。 

将来目標の内
容・表現 

15 「きらめき」よりも「かがやき」（七大陸に「か
がやく」イメージを持って）→七色に！！ 

地域全体が輝く中で、名古
屋港は、地域を支えて、世
界できらめきを放つこと
としました。 

新しい視点・目
標 

16 近頃の社会情勢から見ると、安全と平和を考えて
いただきたい。 

安全分野全体で「安全」と
「平和」の重要性を認識し
て記述しています。 
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17 新しく拡大していく施設ばかりではなく現在の施
設をどうするのか。構想を示すべきだ。 

既存ストックの活用につ
いては、将来目標の実現に
あたって大切にすべき点
として記述しています。 

18 将来目標の一つに、町が元気になる港ということ
を入れてもらえると嬉しい。 

19 周辺地域の街づくりと連携して港を作っていく計
画にしてほしい。 

いただいたご意見を参考
に、分野別将来イメージの
「夢のふくらむ港」で周辺
まちづくりとの連携を追
加します。 

 

②「グローバルロジスティクスの港」に関する意見 
 

項目 № 意見の概要 対応（案） 

20 将来、輸出入量の激減必至の対策（近未来は増加）

21 少子高齢化とか人口減、さらに持続可能な社会が
言われている中で、名古屋港の貨物量だけは増加
するという想定は正しいのか。 

22 「スーパー中枢港湾」といっても 20年後もあるか
どうかわからない。自動車輸送による貨物取扱量
をあてにする構想では危険ではないか。 

目標時期の貨物量は、在来
貨物はほぼ横ばいとなる
中で、背後地域の産業活動
とくらしを支えることに
より、コンテナ貨物は増加
すると考えています。 

23 コスト競争力をつけるためにどうするか、またど
う既存の枠組みを見直すか。 

24 港の顧客である「船社・荷主」が「期待する港」
づくりは、船社・荷主にとって「ムダなコストが
発生しにくい体制」づくり（その体制が港発展の
基礎）にあると考えます。 

25 港湾整備とアクセスをセットで考えていくことが
国際物流の更なる強化のためには大切。 

26 背後地と結ぶ交通アクセスについてもっと強調
し、かつ具体的な記述が必要と考える。名古屋港
の現状を考えると、高速道路とのアクセスが弱く、
鉄道については考えられていないことに不安を覚
える。国交省となったのだから、もっとアプロー
チしてもよいのでは。 

27 やや具体的目標に欠けている。例えば、基幹航路
の維持、ターミナル拡充、内航輸送の拡大などの
融合が重要と思われるので、その辺りを表面に打
ち出す方が良いのではないか。それがまさしくロ
ジスティクスハブ構想ではないか。 

28 東航路・西航路以外に副航路として小型船用の航
路を造る。 

展開の方向において、港湾
コストの低減や広域道路
網の拡充、臨港道路体系の
充実、航路体系の確立等に
ついて記述しています。 

29 飛島ふ頭集約化（再開発）と飛島/鍋田ふ頭・２大
拠点化のメリット/デメリットを相互に比較検討
して頂きたい。 

国際物流の活
性化 

30 有機的なバース活用と航路別専用バース使用のメ
リット/デメリットを相互に比較検討して頂きた
い。 

いただいたご意見は、本構
想の推進にあたって、参考
とさせていただきます。 

34 モーダルシフトについては、海上輸送へのシフト
だけではなく、主要国道、高速道路からのアクセ
ス改善によるシームレス化や、鉄道輸送も加えた
輸送モードの充実等も想定に入れては如何か。そ
の為には、留保地扱いとされているポートアイラ
ンドや鍋田干拓の利用促進が重要と思われ、その
先に空（中部空港）も含めた輸送モードの多機能
化、最先端の物流機能が見えてくるのではないか。

内航海運の重
要性、モーダル
シフトの推進 

32 内航海運業も重要。環境面からも。 

展開の方向において、シー
ムレスな物流環境の形成、
広域道路網の拡充、臨港道
路体系の充実、モーダルシ
フトの促進を記述してい
ます。また、いただいたご
意見を参考に、鉄道貨物輸
送との連携を追加します。



 

 2-8

33 以前は藤前干潟を埋め立て国内物流船の基地にし
ようという計画があった。藤前干潟は埋めてはい
けないが、どこかで内航基地をつくる必要がある。

34 陸上輸送よりも環境負担もコストも少ないであろ
う内航輸送の拡大を進めるべき。 

環境面への配
慮 

35 港湾、海運のあり方を抜本的に見直し、漁業水産
業と両立できる環境再生型の流通を創り出す。 

物流分野の取り組みにあ
たっては、環境分野の取り
組みと十分な連携を図り
ながら進めていきます。 

 

③「ものづくりの港」に関する意見 
 

項目 № 意見の概要 対応（案） 

自動車産業以
外の産業育成
の必要性 

36 船上から車の輸出が目立っていたが、将来のことを考
えると、他の産業も必要ではないか。 

展開の方向において、
既存産業の高度化・新
展開、新たな基幹産業
の創出を記述していま
す。 

環境面への配
慮 

37 ものづくりの港にするにあたっては、公害問題が起き
ないように考慮していって欲しい。 

産業分野の取り組みに
あたっては、環境分野
の取り組みと十分に連
携を図りながら進めて
いきます。 

 

④「夢のふくらむ港」に関する意見 
 

項目 № 意見の概要 対応（案） 

38 名駅、栄、金山から「フェリー連絡直行バス」の運転。
一般人はフェリー乗り場がどこかわからない。都市域
とのつながりの薄さを改善できる。 

39 １日港で遊んでいきたいような環境を作る。それには
市バスの便を良くしたり、地下鉄東山線の延長を。 

40 イタリア村、水族館、遊園地という３つの施設をつな
ぐ方策が必要だ。例えば馬車で回れるとか。施設間を
回遊するルートが必要だ。 

41 多種多様の施設に自由に行き来するため、駐車場を増
やして欲しい。 

42 人が集まる神戸、横浜の港は岸に添って横に歩ける
が、名古屋港は縦に歩いたら行き止まりという構造
だ。岸壁に沿って歩けるルートが必要。 

43 人が楽しみながら歩けるのは１キロぐらいだろう。４
キロぐらい歩けるルートを造って欲しい。 

展開の方向において、
快適な港湾空間形成の
推進（アクセスの充実、
魅力向上に関わる整
備・改良）を記述して
います。 

44 中川運河を利用した港と名古屋駅を結ぶ海上交通シ
ステムのようなものを希望します。 

45 あおなみ線の開通により、ガーデン埠頭と金城埠頭地
区が分断された気がする。両地区をつなげる水上バス
などがあると良いのでは。 

46 赤字を理由に名古屋港⇔ブルーボネットの渡船が廃
止された。公共交通だと大回りになる。貴組合の直営
で復活を望む。 

交 通 ア ク セ
ス・回遊性 

47 名鉄観光船の名古屋港遊覧船が 11 月末で廃止となる
が、主要港湾で遊覧船がなくなるのは、名古屋港のみ
であり、港を身近に感じる機会がなくなり残念であ
る。管理組合や名古屋市で存続できないか検討してい
ただきたい。 

展開の方向において、
水の交流軸（回遊路や
快適な移動手段の提
供）を記述しています。
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48 船便の利便性、感動をアピール。夜行バス、航空機な
ど他より有利性地域を探し、船利用者を増やし、船便
が増えるよう努力する。 

49 今の平成 1号をもう少し大きい船にして、人気にした
方がいい。 

50 名古屋港が地域の人々にとって身近で親しみ易くな
るためには、体験型のアトラクション（シュノーケリ
ング、イルカとふれ合い、釣り、船長・航海士体験等）
を増やすいと良い。 

51 農漁業の体験、研究の先端的施設を作る。 

52 フィッシングエリアを作るとよい。 

53 愛される港を目指すため、あちらこちらの埠頭に「シ
ティー」を作って欲しい。ゴーカート場、競馬場、デ
ィズニーランド的なもの、各所に行ける送迎船。 

54 ディズニーやユニバーサルスタジオのように、別世界
を作り魅力ある施設にして欲しい。 

55 海を活用してスポーツランドなどいかがかな？  

56 “みなと”ということで、さかなセンターを誘致して
新鮮な魚を提供できる場を設ければ、住民の方に喜ば
れるのでは。海と陸をつなぐ港としてアピールでき
る。 

57 幼児から大人までの親子が楽しむことのできるマウ
ンテンバイクのコースはいかがか。 

58 神戸や横浜のような、憩える公園が必要だ。 

59 中川運河にヨットハーバーを造る。 

60 現在のたのしめる港は若人中心の気がする。海を眺め
ながら高齢者にもホッとしてゆっくり出来る施設も
ほしい。 

新規施設・アト
ラクションの
整備 

61 築地口駅から出て名古屋港を眺めた時に「やっぱり港
だ」と思えるものが今はない。市民が港だと思えるよ
うな施設を作ってほしい。 

展開の方向において、
港固有の資源を活用し
た新たな魅力づくり、
多様な展開による魅力
向上等を記述していま
す。また、いただいた
ご意見は、本構想の推
進にあたって、参考と
させていただきます。

62 いつも海を見たい。楽しい港を作って欲しい。 

63 「名古屋港」というと「水族館」というイメージ。東
海市や知多市の住民から言えば、「名古屋港は緩衝緑
地帯の向こうにあってどんな風になっているのかわ
からない」 

64 イタリア村に行って、港が昔に比べて大変きれいにな
ったと思います。これからも、もっともっと夢ふくら
む港へ変身、進化へ期待!! 

65 観光ぶらりと風光を楽しむことのできる港とするこ
とが愛される港の条件。神戸、横浜とのイメージの違
いを是認したうえで、産業港としてどうぶらりと来て
もらえる港とするか、そのスポットを「あおなみ線」
の活用を含めて車中（あおなみ線）から眺める港風景
のすばらしさと、降りて散歩を楽しみながら風景など
を見ることのできる港にするよう努力してもらいた
い。 

66 港と船を一般の人が身近に感じる環境づくりと施策
が必要。SOLAS 条約対応後の各埠頭に金網が設置され
て外航船を近くで見られなくなり、一般的に身近な存
在となっていない。休日や荷役していない時には、も
うすこし近寄ることができるようにしてはどうか。 

景観や視点場 

67 一般人が立ち入って、コンテナや車の積み込み作業等
を間近で見れる場所が欲しい（特に「あおなみ線」金
城埠頭駅近くに・・・）。 

展開の方向において、
“港らしさ”を感じさ
せる良好な景観の形
成、新たな視点場の創
出、効果的なＰＲ活動
等を記述しています。
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68 フェリー埠頭を金城埠頭へ移転すべきだ。「駅前の一
等地」が、自動車積み出し場所というのはおかしい。
駅に近いという利便やあおなみ線の利用促進だけで
なく、「電車の車窓から船が見える」という『展示効
果』は絶大だと思う。「フェリー」という存在が、名
古屋港から出ていて、それが見られるだけでなく、す
ぐにも乗れるというのは『愛される港』の大きな要素
になる。市民に認知されるということは、実際に船を
使って旅行に行こうという需要促進に繋がるだけで
はなく、港湾行政に対する市民の理解にも繋がる。大
都市の中で、大型フェリーの乗場が電車から見える場
所が、名古屋にできるということは名所にもなるし、
「あおなみ線」の需要促進にもなるし、市民にとって
水辺のバリエーションが増えて、より豊かになる。 

69 貯木場は、水面が平静なことを利用してボートなどの
係留地やカヌーの練習場など市民が使える施設にし
てはどうか。 

既存施設の有
効活用 

70 夢ふくらむ港は近隣住民にとっては最大の要求であ
る。人の集まる港、人の集まる施設、人の集まる商店
街こそ発展する港のシンボルとなる。その為には、名
港管理組合のビルをシンボルタワービルとして見学
者の集まる施設にするべきだ。 

いただいたご意見は、
本構想の推進にあたっ
て、参考とさせていた
だきます。なお、耐震
性能の不足や老朽化対
策等から本庁舎および
名古屋港湾会館の建て
替え、現本庁舎用地や
現港湾会館用地を活用
した開発を築地ポート
タウン計画に基づき行
うことにより、港湾行
政のサービス向上、な
らびに地域開発の推進
を図ることとしていま
す。 

71 夏と冬の港は活気のあるイベントがあるが、春にはも
っと桜の花を増やして人々がたくさんくるように、
又、秋には夏まつりに負けないくらいのお祭りを企画
して一年中港ににぎやかさをこしらえてほしい。 

72 もう少し楽しくする、盛り上がる、昼寝する、元気「モ
リモリ！！」 

新しいイベン
ト・ＰＲ 

73 もっと人気を高めるために、もっとサービスする！ 

展開の方向において、
多様な展開による魅力
向上（イベントの開催、
効果的なＰＲ活動）な
どを記述しています。

74 博物館構想があると新聞で読んだが、一時的な集客施
設を作るのではなく、もっと将来発展していく基礎と
なるような今までにない施設を、期待します。例えば、
国連環境ビルなど、真の国際都市になれるような施
設、将来のここに名古屋ありと言えるような建物、施
設を作って欲しい。 

業務機能の導
入 

75 経済面では高層オフィスビルの建設も必要。 

いただいたご意見は、
本構想の推進にあたっ
て、参考とさせていた
だきます。 

76 砂浜があって森があり、うるおいある快適な空間がほ
しい。 

快適な空間の
形成 

77 公園はぜひ欲しい。 

展開の方向において、
快適な空間形成の推進
などを記述していま
す。 

 

⑤「安全な港」に関する意見 
 

項目 № 意見の概要 対応（案） 

78 テロ対策。スト対策。 

79 防災システムの確立をして欲しい。 

展開の方向において、
災害・テロ行為への備
え、危機管理対策の推
進を記述しています。

安全・安心の確
保 

80 地震対策としての分散対応は、スパ中指定「伊勢湾」
（飛島ふ頭/鍋田ふ頭/四日市港）としてどうあるべき
か、又その事が、名古屋港の２大拠点化策とのメリッ
ト/デメリットを検討して頂きたい。 

いただいたご意見は、
本構想の推進にあたっ
て、参考とさせていた
だきます。 
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81 輸入品に関する名古屋港独自の安全基準設定→名港
の物は安全・安心！とのキャッチフレーズ 

輸入品の検査は国の所
管事項ですが、「安全
な港」に関する１つの
考え方として今後の検
討の参考とさせていた
だきます。 

82 名古屋港の駐車場をなくして、地下鉄駅から港につな
がる木陰があり、中高年が歩けるルートを整備しては
どうか。 

ユニバーサル
デザイン 

83 公共交通機関（地下鉄）を使ってイベントに来た時や
散策を個人で行う時、入口（遊園地）その他細かい道
路がわかりにくい。目印等が欲しい。 

展開の方向において、
ユニバーサルデザイン
を記述しています。 

 

⑥「環境にやさしい港」に関する意見 
 

項目 № 意見の概要 対応（案） 

84 藤前干潟のアピールをもっと広くして欲しい。 

85 

～  
88 

飛島干潟を保全して欲しい。（４件） 

89 飛島干潟は数少ない渡り鳥の休憩地である。名古屋港
が日本の干潟保全の範となることを願う。 

90 藤前干潟に隣接する飛島干潟の保全は将来目標の重
要要素だと思う。子々孫々のことを考え、是非飛島干
潟の保全を明確に盛り込んでほしい。 

91 飛島干潟はシギ・チドリ類やズグロカモメが訪れ、そ
こにそれらの鳥類を養うに足りる餌となる多様な生
物が生息している。日本で今残っている干潟は貴重で
あり、飛島干潟を埋め立てたら、隣接する藤前干潟に
も生物相の減少などの悪影響を及ぼす恐れがある。飛
島干潟の埋立を止めて、後世に渡って保全するようお
願いする。 

92 環境保全、干潟保全・復元、環境学習を期待する。具
体的には、埋立計画のある「飛島干潟」を計画から外
し、保全することを提案する。世界的な希少種である
ズグロカモメをはじめシギ、チドリ類やカニ類の重要
な生息地である。簡単な観察施設も設置すれば、環境
学習の場にもなる。 

93 これ以上の干潟などの埋め立てには反対。 

94 浚渫窪地の埋め戻し、干潟浅場の造成をすすめ、生態
系による流入負荷の処理能力の回復を図る。 

95 残された干潟の保全、木曽川河口域の干潟の自然造成
を助ける。飛島干潟を保全し、ラムサール登録地藤前
干潟へ加入させる。 

96 干潟を残し、微生物から鳥・人間に至る循環形態を守
っていきたい。子孫に大切な自然を残し、心の豊かさ
を継承してゆく活動が今後さらに必要。 

干潟・湿地保全 

97 遊休貯木場、遊休埋立地、木曾岬干拓地などでの、聖
域なき湿地復元策を検討し、その実施をはかる。 

展開の方向において、
自然環境の保全・再生
（藤前干潟の保全な
ど）、環境学習などを
記述しています。また、
いただいたご意見は、
本構想の推進にあたっ
て、参考とさせていた
だきます。 
 

98 伊勢湾、三河湾での青潮の発生が問題になっている。
浚渫して深くしている航路・停泊地は貧酸素水槐の発
生場となる。青潮・貧酸素水塊は公害と位置付けて具
体的な対策をとるべきだ。 

海域環境 

99 名古屋港内の航路や泊地、周辺海域の貧酸素水塊発生
状況の精密な調査を行い、解決策の研究をすすめる。

展開の方向において、
自然環境の保全・再生
（水質改善）を記述し
ています。また、いた
だいたご意見は、本構
想の推進にあたって、
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100 青潮・貧酸素水塊をどうなくすのか。地先の深場には
常時測定器を設置して「公害」モニタリングのデータ
として、水中の溶存酸素量を目標の成果をはかる指標
に加えてほしい。 

101 環境面では、大気と水質、とくに貧酸素をなくす取り
組みを位置づけてほしい。 

102 『貧酸素、青潮の解消努力』：港湾施設（航路、泊地
等）から発生する問題は「公害」視点から、国民総意
による対策の確立が必要。 

103 貧酸素水塊発生を、光化学スモッグ発生などと同様な
「公害」と認定し、常時監視や解決策の研究などへの
制度的対応をとる。 

104 海が青々した透明度のある海に戻したい。その為には
各河川を美しくする必要がある。 

105 『上流域への負荷削減の要請発信』環境分野の追加す
べき将来目標：特に名古屋市の合流下水道の降雨時負
荷削減。 

106 港内の水質が向上したといっても、他の港に比べ、汚
れていると思う。堀川の浄水導入事業と併せ、水質美
化を！ 

107 名古屋港の水をきれいにする。 

108 海の色が汚れていたので少しがっかり。 

参考とさせていただき
ます。 

109 野鳥の通り道に安易な風力発電の風車を設置しない。

110 安全と自然環境に配慮した港であることをアピール
のみでなく、実施していって欲しい。 

111 名古屋港管理組合も港と周辺地域の環境に責任を持
つ姿勢を打ち出すべきだ。 

112 「２１世紀名古屋港自然再生＝都市文明再構築事業」
を、市民主導の「産官学民」協働態勢による、無制限、
最優先政策として実行する。 

113 今後、人口が減っていくのに、大量消費を前提とした
構想をつくっていいのか。環境にやさしい生活スタイ
ルを提案する構想にしてほしい。 

114 新基本構想（案）では約 20 年先を目標とするとして
いるが、20 年後の環境基準は設定されていない。20
年後の「名古屋港のあるべき環境」を示してほしい。

115 大型船対応へと港が整備されていくことで、港が市民
から遠いものになっているのではないか。陸海空をシ
ームレスで繋ぐと強調されているが、陸上輸送が増え
ていけば港周辺の道路公害が激しくなり、周辺地域の
公害につながるようでは困る。 

環境への配慮
や環境を重視
した取り組み 

116 ヨーロッパの代表的な貿易港は、物流に必要な最低限
の物しか設置されておらず、内陸部でもできることは
海を埋めて行わないことを、日本でも今後常識として
いきたい。港の拡張は伊勢湾の更なる汚濁を招くこと
を考える時期である。港の価値を計る物差しとして、
輸出入金額・貨物取扱量だけでなく、港は海を狭め汚
す施設である自覚を元に、その影響をできる限り小さ
くする、見える形でそれを示すことも新たに加えて欲
しい。木曽岬干拓地の今後の活用も、海に戻すなどの
方向で、港の環境悪影響の軽減措置として進めてほし
い。 

展開の方向において、
環境配慮の標準化、自
然環境の保全・再生、
多様な主体との連携・
協働などを記述してい
ます。また、いただい
たご意見を参考に、環
境分野と他の分野の調
和に配慮していきま
す。 
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117 港湾としての機能の充実は当然だが、一方で自然の豊
かに残された場所を設けるのは港湾という無味乾燥
な環境に潤いと安らぎを醸成する。機能優先の無味乾
燥な港湾では親しみが持てる筈はない。環境を生き物
にシフトさせて設計、計画すれば自然に潤いと安らぎ
は醸し出される。 

118 検討委員会、研究会のメンバーに環境関係の専門家が
入っておらずそれが意図的なものとなっている。環境
万博を成功させ、環境問題の最先端を自負する愛知
県・名古屋市が世界の港湾開発をリードできるような
構想ではありえない。ラムサールの認可を受けた藤
前・庄内川河口の重要性を補完する飛島干潟は人工物
で壊される運命にある。バブル崩壊後にバブルの象徴
でありその経営回復に努力していたゴルフ場産業を
さらに圧迫するようなゴルフ場にしてきた最悪の現
状の反省さえ見えてこない。 

119 名古屋港をはじめ名古屋地域の南半分は愛知県の語
源ともなった「鮎稚潟」である。この地域で将来に誇
れる開発をするならば、地域の特性や本来の自然を活
かした構想から始まるべきだ。経済活動に必要な人工
物もあり「鮎稚潟」の自然も十分残され、そのどちら
も将来の明るいものであるとしたら、後進国の開発や
先進国での失敗修正を含め世界をリードできる構想
となる。 

120 浚渫土砂は今後どれだけでるのか。第二・第三のポー
トアイランドが必要になるのか。 

121 浚渫土砂を埋め立てにだけ使っていては、永久に埋め
立てを進めることになる。浚渫土砂の埋め立て以外の
用途を検討すべきだ。 

122 浚渫土砂を川や山に戻すことや失われた干潟や浅場
を再生することに使ってほしい。 

浚渫土砂への
対応 

123 名古屋港は土砂が多く流入すると聞いているが、将来
はどこに処分するのか。 

展開の方向において、
浚渫土砂処分場等の確
保を記述しています。
浚渫は今後とも継続す
ることになりますの
で、新たな対応・活用
方法の検討に努めてい
きます。 

124 主要ポイントの水質は計測されているが、工場などで
の排気ガスや船からの排煙はこのままでいいのか。大
気についての目標、基準を持つべきだ 

125 2000 年 11月に南部公害裁判の判決がでた。企業は立
地の共通性、所在の近隣性、汚染の集合などいわば共
同行為で被害を大きくさせた。だがここへ来てくれと
いって公害企業を誘致したのは名古屋港管理組合で
あり、その反省が必要だ。 

大気環境 

126 名古屋港管理組合として大気の観測所を設けてデー
タを公表して欲しい。 

大気環境は、関係機関
との適切な役割分担や
連携を深めていくこと
に努めていきます。 

127 温暖化に伴う水位（潮位）異常対策。 

128 地球温暖化防止の課題は「待ったなし！」の課題。名
古屋港管理組合も地方公共団体として大きく、かつ重
要な責任を担っていることを忘れないでもらいたい。

地球温暖化 

129 船の中で見た石炭の山。あんなにあると、反対に地球
環境に悪いのではないのかと思う。もうちょっとあの
石炭を減らした方が良い。石炭などが地球を汚してい
る。 

展開の方向において、
港湾活動のゼロエミッ
ション化、自然と新エ
ネルギーの活用促進
（地球温暖化防止への
貢献）などを記述して
います。 
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⑦留保地に関する意見 
 

項目 № 意見の概要 対応（案） 

130 ポートアイランドの活用法。 

131 ポートアイランドに、何か新しい街のような物ができ
るといい。 

132 P.I.を森に。CO2バランスをとろう。 

133 沈埋トンネルにより鍋田ふ頭、ポートアイランド、北
浜埠頭を接続する。 

留保地の活用 

134 文化面、ソフト面でどうしても名古屋や中部は出遅れ
ているイメージが強く、名古屋港も「イタリア村」や
「みなとみらい祭り」が活躍しだしたものの、まだま
だだと思う。“留保地の活用”がその突破口になる。
テーマパークでも公園でも商業地、レストラン街、ヨ
ットハーバーなどの複合的な“ドリームランド”にし
てはいかがか？ 

留保地の展開にあたっ
て、いただいたご意見
は、参考とさせていた
だきます。 

 

⑧その他 
 

項目 № 意見の概要 対応（案） 

135 新基本構想の目標が 20 年先と長いが、目標を１つず
つクリアしていってほしい。 

136 いつ来ても、一番元気のいい名古屋港であって欲し
い。基本構想に基づき、さらなる発展を念願している。

137 日本一の名古屋港を本当に誇らしく思った。香港や釜
山の港も見た事があるが、工業的ばかりでなく文化的
にも名古屋港は優れている。敷地の広大さも魅力的な
港の育成に大きな後押しだと思う。 

138 “名古屋港が日本一”ってすばらしい。元気がずっと
ずっと続きますよう、そして名古屋人が安全で安心に
暮らせるように。 

139 名古屋港が輸出入共に大きく伸びていることを知り
今後の名古屋港の発展につながるものだと力強さを
感じた。 

構想への期待 

140 日常の生活の中に貿易に関する話題に耳を傾け、より
豊かな生活ができるよう関心をもっていきたい。 

いただいたご意見を参
考に、着実に取り組ん
でいきます。 

141 何が構想されているのか、あまり知られていない。も
っと広報すべき。 

142 貨物取扱量だけを基準に港のよさを競うのでなく、環
境・安全・親しみ・スポーツ・いやしなど、総合評価
で順位付けを広報する時代だと思う。港の広報やニュ
ースなどでもその点に留意強調してやってほしい。 

143 言葉に対して具体的にどんなハードやソフトを構想
しているのか、どんどん発信していってほしい。 

144 構想策定、見直しに住民や環境団体の意見が反映でき
るように場を設け、説明会など行ってほしい。 

広報の必要性
や策定プロセ
ス 

145 どんなに小さなことも含めて、徹底して市民・県民に
広報する、逆に、市民・県民には意見を述べる機会を
細かく提供するなどの改革が必要。 

本構想の策定にあたっ
ては、名古屋港ＨＰお
よび広報資料を通じ情
報発信しています。ま
た、いただいたご意見
を参考に、今後も情報
発信に努めていきま
す。 

146 あおなみ線の乗客が少ないが、今後はどのような構想
を持って、乗客を増すのか。 

147 あおなみ線が第２の桃花台にならないよう金城ふ頭
の活用を望む。野鳥観察館との連係を考えたらどう
か。 

あおなみ線の
利活用 

148 あおなみ線をガーデンふ頭に分岐させ、ガーデンふ頭
と金城ふ頭を鉄道でつなぐと動きやすくなる。 

あおなみ線は名古屋港
における重要なアクセ
スと考えています。ま
た、いただいたご意見
は、本構想の推進にあ
たって、参考とさせて
いただきます。 
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149 名古屋港管理組合の管理者は、愛知県知事あるいは名
古屋市長が、少なくとも任期の４年間を務めるように
すべき。 

名古屋港管理
組合の組織 

150 議員 30 名の選出方法を検討するとともに、勝手な１
年ごとの交代を認めず、当局と対等の能力と権威をも
って議論ができる議会をつくりあげるためにどうす
るのか、真摯に検討する。 

いただいたご意見は、
本構想では対象として
いない内容です。 

港湾整備コス
ト 

151 海に港湾施設を作ることは、陸上でつくるより 10 倍
は高くつくので、一概に港で施設をつくることがいい
とは限らない。 

本構想の推進にあたっ
て、費用対効果を考慮
していきます。 

 



 

 

資料３ 名古屋港新基本構想（案） 

 

(案) 

 

 

 

 

名古屋港の針路 

ききららめめきき  愛愛さされれるる港港  
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Ⅰ．長期構想「名古屋港の針路」 

１．策定の趣旨 

〔世界に開く日本のゲートウェイ〕 

名古屋港では、２１世紀に向けて進むべき方向

や果たすべき役割を明らかにし、新たな将来像を

描いた、概ね３０年先を目標年次とする長期構想

「名古屋港基本構想」〔第１次〕を 1988（昭和

63）年に策定し、その後、1999（平成 11）年

に「名古屋港基本構想フォローアップ」〔第２次〕

で点検・見直しを行っています。 

現在まで、構想で掲げた『世界に開く日本のゲ

ートウェイ』を目標にし、各種プロジェクトや基

盤整備を推進しながら、活力と潤いのある港湾空

間づくりを展開してきています。 

〔社会情勢の変化〕 

近年、東アジア地域やＢＲＩＣｓをはじめとする経済成長や国際水平分業の拡大、

情報化の進展、安全や環境に関わる問題の広がりなど、社会情勢はグローバルに短

いサイクルで変化しています。 

わが国の港湾では、世界的な港湾間競争が進展し相対的な地位が低下している中、

国際競争力の強化や魅力あるサービスの提供に向けた取り組みが展開されていま

す。今後もこの競争はより熾烈になっていくことを認識しつつ、船舶の大型化や寄

港地の選定と集約、アジアとの相互依存関係の深化など、港湾を取り巻く情勢を見

極め、その変化に的確に対応していく必要があります。 

〔さらなる発展の醸成〕 

中部地域では、愛知万博の開催（2005.3.25～9.25）や中部国際空港の開港

（2005.2.17）が、交通インフラの拡充や国際的な知名度の向上、交流の裾野の

広がりなど有形無形の効果を生み、元気を拡大させているだけでなく、さらなる躍

進に向けたポテンシャルは確実に高まりつつあります。 

こうした中、名古屋港は、好調な港勢を持続させ、取扱貨物量と貿易額において

わが国港湾の中で第１位を堅持し、日本のゲートウェイとして大きな役割を果たし

ています。これは、名古屋港のもつ港湾機能が、ものづくりをはじめとする好調な

産業活動や2,000万人を擁する背後地域の生活と社会活動に調和して生まれた好

循環によるものと考えられます。 

一方、著しい増加傾向が続くコンテナ貨物への機能強化や企業の国際競争・効率

化を支援するロジスティクス機能の強化、魅力ある港湾空間の提供、安全・安心な

港づくりなど、多様化する要請や抱えている課題が増大し、新たな局面を迎えてい

ます。 

1988 年 第１次 

1999 年 第２次 
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〔新たな将来目標と展開方向〕 

こうした状況のもと、名古屋港がこれからも地域やわが国の持続的な発展に貢献

し、人びとの豊かなくらしを支えるためには、従来の枠組みを見直し、個性と創意

工夫を発揮しながら、課題の克服に取り組み、好循環を持続、発展させていくこと

が重要であり、現在から着実に進めていく取り組みや戦略的・重点的な方向性を明

らかにした、新たな長期構想を打ち出すことが必要不可欠となっています。 

そこで、名古屋港の世界ステージでのさらなる飛躍に向け、実勢と課題を考察し、

新たな将来目標とその展開方向を示す、港勢拡大・課題克服施策が複合した   

“総合飛躍育成型”の長期構想「名古屋港の針路」〔第３次〕を策定しました。 

 

２．性格 

「名古屋港の針路」は、名古屋港管理組合の政策体系の基本であり、さまざまな

主体の諸活動の指針として活用されることを期待しています。また、メッセージと

して広く発信する中で、多くの方々と共有し将来目標を実現することをめざしてい

ます。 

 

３．目標年次 

これから概ね２０年先（2027 年頃）の時期を想定しています。 

 

４．構成 

名古屋港のあゆみや現状、将来展望から強みと課題を分析し、将来目標を設定す

るとともに、その実現に向けた基本姿勢、将来目標の実現を支える５つの分野別将

来イメージとその展開方向を示し、空間利用のゾーニングのイメージを描いていま

す。 
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Ⅱ．あゆみ 

現在の名古屋港が築きあげられるまで、さまざまな進化を遂げてきました。 

 

 

 

 

 

1883 明治16年  名古屋区長（市長）吉田禄在が築港の上申書を県令（県知事）に提出 

1896 明治29年  熱田湾築港工事着手 

1906 明治39年  巡航博覧会船「ろせった丸」（3,875トン）入港 

1907 明治40年  熱田港を名古屋港に改称 開港【11月10日】 

1925 大正14年  1万トン級汽船「ジベッサー」入港 

1941 昭和16年   

    ～       太平洋戦争 壊滅的な打撃を受ける 

1945 昭和20年  

1951 昭和26年  特定重要港湾に指定 名古屋港管理組合設立 

1959 昭和34年  南部臨海工業地帯に東海製鉄㈱（現新日本製鐵㈱名古屋製鉄所）進出決定 

            伊勢湾台風襲来 甚大な被害を受ける 

1963 昭和38年  西部臨海工業地帯造成工事着手 

1964 昭和39年  ９号地（現潮見ふ頭）に中部電力㈱新名古屋火力発電所完成 

  高潮防波堤完成 

1965 昭和40年  金城ふ頭埋立着手 

1968 昭和43年  初のコンテナ船「箱根丸」（16,240トン）入港 

           西部木材港を開設 

1970 昭和45年  名古屋コンテナ埠頭㈱（NCB）設立 

1971 昭和46年  (財)名古屋フェリー埠頭公社（現(財)名古屋港埠頭公社）設立 

1972 昭和47年  名古屋コンテナ埠頭（-12m）供用開始 

1975 昭和50年  伊勢湾シーバース供用開始 

1977 昭和52年  年間取扱貨物量1億トン突破 

1979 昭和54年  ガーデンふ頭埋立着手 

1982 昭和57年  欧州航路第1船「ネドロイド・デルフト」（58,613トン）入港 

1984 昭和59年  名古屋港ポートビルオープン 

1992 平成 4年  名古屋港水族館オープン 

2001 平成13年  鍋田ふ頭耐震強化コンテナ岸壁（-14m）供用開始 

2004 平成16年  伊勢湾スーパー中枢港湾に指定 

2005 平成17年  飛島ふ頭南側耐震強化コンテナ岸壁（-16m）供用開始 

2006 平成18年  世界最大のコンテナ船「エマ・マースク」（170,794トン、全長397.71ｍ）入港 

           年間取扱貨物量２億トン突破 

その昔、「熱田の浜」（現在の熱田神宮の南、堀川と新堀川の合流地

点あたり）と呼ばれる湊町がありました。この浜は、旅人往来の場と

して賑わい、風光明媚の地として知られていました。１６０１（慶長

６）年、熱田（宮）は東海道五十三次の宿駅に指定され、街道唯一の

海路の渡船場として栄えました。この「七里の渡し」（宮の渡し）と呼

ばれたところが、今日の名古屋港発祥の地です。 
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国際貿易港への挑戦！ 

愛知県と名古屋市は名古屋港管理組合を設立し、中部地域の発展

に貢献する国際貿易港への飛躍に向け市町村の枠を越え、港を一体

的に建設、管理、運営する体制を確立しました。 

また、多くの河川が流入する遠浅の地形であり、絶えず土砂を浚

渫して航路や泊地を建設・維持する必要がある特性を逆に利用し、

浚渫土砂により埋立地の造成を進めました。 

築港への挑戦！ 

明治維新後、西洋文化の輸入や殖産興業政策などにより貿易が盛

んになりましたが、名古屋には港がなく他の港に頼らなければなり

ませんでした。そこで、浮かび上がったのが熱田湾築港です。 

当初、築港工事は、国で進められた横浜港や神戸港とは異なり、

愛知県により始められました。莫大な費用がかかるため工事反対論

が巻き起こりましたが、工事費確保の努力や奥田助七郎（初代名古

屋港務所長）が、発展の黎明をもたらしたというべき巡航博覧会船

「ろせった丸」の寄港を導き、築港の真価を示すなど、港の重要性

を訴える地域の人びとの熱意によって名古屋港は開港しました。 

コンテナ対応への挑戦！ 

1960年代後半、海上貨物輸送の形態にコンテナ化という大きな

変化が押し寄せました。京浜や阪神では国主導による公団方式でコ

ンテナ埠頭の整備が進められましたが、名古屋港は見送られまし

た。 

そこで、独自に名古屋港管理組合と邦船社により先進的な方式と

して名古屋コンテナ埠頭㈱（NCB）を設立し、コンテナターミナル

の整備を進め輸送革新の波に対応しました。 

その後も、コンテナ船の大型化や荷役システムの効率化への対応

など、新たな展開への挑戦は続いています。 

災害に強い港への挑戦！ 

伊勢湾台風によって名古屋港は甚大な被害を受け、特に高潮によ

って背後地域や住民に大きな被害が発生しました。これを教訓に、

長さ７．６ｋｍの高潮防波堤の建設や、防潮壁による防護ラインの

形成など、防災対策の強化を始めました。 

産業集積への挑戦！ 

戦後の経済復興とともに、産業の高度化と加工貿易推進の必要性

が強まる中、工業地帯建設の機運が高まり、重化学工業コンビナー

トを建設する計画が打ち出されました。そこで、地域産業の核とな

る製鉄所の誘致に向け、地域の政官財界が一体となった誘致作戦を

展開。四日市港との熱い戦いを経て、名古屋港への誘致に成功しま

した。これを契機に、港内へ造船、電力、石油などの企業が進出し、

その後の発展基盤が整いました。 

築 港 

防災機能 

物流革新 

親しまれる港 

発展の礎 

産業基盤 

笑顔のあふれる空間への挑戦！ 

1970 年代からは潤いのある港をめざして緑化を推進し、人びと

が身近に憩える空間づくり、親しまれる港づくりに向けた整備を進め

ています。広場、緑地、ポートビル、水族館をはじめ、環境や景観へ

の配慮など、笑顔のあふれる港づくりに努めています。 

名古屋港は開港から現在まで、いつも挑戦を続けてきました 

名古屋港に入港した「ろせった丸」。 
当時、十数万人もの見学者が押し寄せた。

昭和 30 年代の東ふ頭（現ガーデンふ頭） 
と名古屋港管理組合庁舎。 

埋め立て中の南部臨海工業地帯と進出した
東海製鉄㈱の工場群。 

伊勢湾台風の被害と建設中の高潮防波堤。 

完成した名古屋コンテナ埠頭。これを契機に飛
島ふ頭はコンテナ輸送の拠点へと成長。 

昭和58年に入港した豪華客船「オイローパ」
とオープン直後のガーデンふ頭臨港緑園。 
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Ⅲ．現状 

１．立地特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
名 古 屋 港 全 景 

資料）港湾法施行令 

名 古 屋 港 全 景 

名古屋港の範囲は、４市１村（名古屋市、東海市、

知多市、弥富市、飛島村）にわたり、広大な陸域（約

4,200 万㎡）と水域（約 8,300 万㎡）を有して

います。 

名古屋港は、日本列島のほぼ中央部、太平洋に

面した伊勢湾の最奥部に位置しています。 

中部国際空港に近接し、また、港内中央部を東

西に結ぶ伊勢湾岸自動車道から東名高速道路と東

名阪自動車に接続して、東海環状自動車道や東海

北陸自動車道、中央自動車道など、広域高速道路

網と結ばれています。さらに、地下鉄によりガー

デンふ頭と名古屋市中心部が、あおなみ線により

金城ふ頭と名古屋駅が結ばれています。 

 

資料）国土交通省道路局 

 

資料）名古屋港管理組合 

周辺主要道路網 

埋立の変遷 

資料）名古屋港管理組合

実線：供用区間 

点線：計画・予定区間 
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外貿貨物のうち、輸出は完成自動車、自動車部品、産業機械が中心で、輸入はＬＮＧ、鉄鉱石、原油

等の原燃料系が６割弱を占めています。主な貿易相手国は、オーストラリア、中国、アメリカ、インド

ネシアなどです。 

 

 

 

 

 

 

外貿コンテナ貨物では、取扱個数が、わが国第３位で年々増加基調にあり、輸出のうち自動車部品で

４割を占め、輸入は生活関連品目が主体となっています。 

２．港勢 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋港は、世界の約150の国や地域と貿易で

結ばれており、総取扱貨物量及び貿易額は、わが

国港湾の中で第１位となっています。 

名古屋港の経済効果は、総額約 26 兆円、雇用

創出効果は約 102 万人と想定されています。

（2001年調査） 

8.7

4.7

7.2

5.2

2.5
1.1

2.5
1.1 1.0

3.6

6.1

3.3

2.5

3.4

3.2

2.1

1.2
1.90.70.5

0

2

4

6

8

10

12

14

名古屋 東京 横浜 神戸 大阪 千葉 三河 清水 川崎 四日市

(兆円）

輸入

輸出

わが国主要港の総取扱貨物量（2005 年） わが国主要港の貿易額（2005 年）

資料）名古屋港管理組合 

資料）各港 HP等より作成（水島港・川崎港は 2005 年速報値） 資料）日本関税協会発行「外国貿易概況」 
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0
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200

名古屋 千葉 横浜 苫小牧 水島 北九州 川崎 大阪 東京 神戸

(百万トン）

内貿

外貿

主なコンテナ船航路 

 輸出 
  46,720 千ﾄﾝ 

輸出 

  46,720 千ﾄﾝ 

 輸入 
  75,234 千ﾄﾝ 

 輸入 
  75,234 千ﾄﾝ 

0

100

200

300

400
（万ＴＥＵ）

名古屋港 110 115 122 148 147 150 143 154 176 174 179 193 216 231 

東京港 147 128 151 185 201 209 220 240 264 261 278 307 336 359 

横浜港 189 217 232 273 233 233 206 213 226 225 230 241 261 273 

大阪港 63 68 80 135 118 120 116 127 147 150 150 161 173 180 

神戸港 241 250 270 135 207 194 190 199 204 180 175 177 185 188 

'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05

主な貿易品目（2005 年） 主な貿易相手国（2005 年） 

わが国五大港の外貿コンテナ個数の推移 主な外貿コンテナ貨物品目 
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３．主な取り組み 

「ものづくり中部」を支える港づくりの推進  

名古屋港では、コスト・サービス水準の向上や国際競争力の強化など、「ものづくり中部」を物流面で

強力に支援する取り組みを進めています。 

飛島ふ頭南側における先導的なコンテナターミナルの形成

（ターミナル運営会社による一元管理・運営の実現、自働化

荷役システム導入等）をはじめとして、航路や泊地、道路の

整備、四日市港や中部国際空港との連携などを推進していま

す。 

また、物流の高度化を図るロジスティクスハブの形成に向

け、土地利用の規制緩和や料金の優遇措置を実施しながらロ

ジスティクスセンターをはじめとする企業誘致活動を行い、

さらなるロジスティクス機能の集積を進めています。 

安全・安心な港づくりの推進 

 災害予防、応急対策及び復旧の諸活動の実施体制を整えるとともに、高潮防波堤や防潮壁など背後地

域を守る防災施設の充実をはじめとした防災対策、フェンスやゲート等の施設整備、警備や監視などに

よる保安対策を実施しています。また、官

民一体となった保安体制の連携強化を図

るなど、安全で安心な港づくりを進めてい

ます。 

 人びとに親しまれる港づくりの推進 

ガーデンふ頭では、親しまれる港づくりを展開し、名古屋港水族館や名古屋港イタリア村などの観光 

施設を整備するとともに、イベントの開催や客船の寄港など、

賑わいのある空間づくりに努めています。また、あおなみ線

により都心部との利便性が高まった金城ふ頭では、国際展示

場で各種イベントが開催されているほか、フットサルコート

や結婚式場などがオープンし、さらに、商業・娯楽施設の導

入など交流拠点の形成を進めています。 

南５区では、海洋性レクリエーションの拠点として人工海

浜の「ブルーサンビーチ」や広場などを整備するとともに、

風力発電施設の整備など、環境への取り組みも行っています。

また、藤前干潟の保全や緑地の整備、中川運河での水質浄化、

港内のゴミ回収、放置艇対策など、良好な港湾環境の形成に

取り組んでいます。 

飛島ふ頭南側ＣＴ 

保安対策 防災訓練 

名古屋みなと祭り 

ガーデンふ頭 

風力発電施設 

企業誘致地区 

金城ふ頭 

藤前干潟

堀川口ポンプ所 

鍋田ふ頭ＣＴ 

航空機部品組立工場 
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４．土地利用の状況 

 
 

港湾の管理運営を円滑に行うため、臨港地区（陸域）を指定し、あわせて効率的な土地利用や秩

序ある開発により、港湾の多様な機能を十分に発揮させるため、次の５種の分区を指定し、目的に

合った企業立地や開発を進めています。 

 

・商港区：旅客や一般貨物を取り扱う区域 

飛島ふ頭・鍋田ふ頭（コンテナ）、金城ふ頭・

新宝ふ頭（完成自動車）など 

・工業港区：工場や工業用施設が立地する区域 

 東海元浜ふ頭（鉄鋼）、北浜ふ頭（穀物・大型

構造物）、南浜ふ頭（LNG・製油）、木場金岡

ふ頭（鋼材・航空宇宙）など 

・特殊物資港区：ばら積み貨物を取り扱う区域 

潮凪ふ頭（石炭）、空見ふ頭（鋼材・セメント）、

船見ふ頭（窯業原料）など 

・保安港区：危険物を取り扱う区域 

潮見ふ頭（エネルギー・石油化学）など 

・修景厚生港区：景観と港湾関係者の福利厚生

のための区域 

ガーデンふ頭や金城ふ頭の一部など 

 

安全関連では、高潮防波堤や防潮壁などの防護

ライン、耐震強化岸壁や緊急輸送道路などを確保

しています。また、フェンスやゲート、監視カメ

ラなどの保安対策施設を港内各地に設置してい

ます。 

  

 
 

名古屋港臨港地区内分区概要 

安全関連機能の分布状況 

資料）名古屋港管理組合

資料）名古屋港管理組合
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2030 年までの世界各地域の GDP 成長率の見通し 

 

 

 

 

 

 

資料）内閣府政策統括官室「世界経済の潮流 2004 年」 

Ⅳ．社会経済および港湾機能の将来展望 

１．社会経済の将来展望 

港湾はさまざまな社会経済活動を支える重要な基盤であることから、名古屋港の将来を検討

するにあたっては、背後地域の社会経済の将来を展望することが重要です。そこで、概ね 20

年先を想定したわが国および中部地域の社会経済の将来展望を８つの視点から示します。 
 

  

  

 

◆ 人口 

・わが国の人口は、少子化の進展により徐々

に減少し、2030年には高齢者が約３割を

占める超高齢社会となり、中部地域でも同

様の傾向となる。これらは、労働力人口の

減少、財政負担の増加、経済規模の縮小等、

さまざまな影響と構造的な変化をもたら

す。 

◆ 経済 

・経済のグローバル化が進展する中で、東

アジアでは地域間経済連携が進み、巨大

な経済圏が形成される。また、中国経済

は成長率を減速させつつも持続的な発

展を遂げる。 

・構造改革の進展による生産性向上や東ア 

ジア経済圏の形成等に伴い、わが国および中部地域の経済はプラス成長を維持する。 

◆ 物流 

・アジア諸国の大規模港湾開発計画の推進

やＩＴの活用、効率化された海上輸送体

系の進展により、高水準で港湾間競争が

展開する。 

・中部地域では、FTA（自由貿易協定）や

EPA（経済連携協定）を活用して東アジ

ア経済圏における相互依存関係を深化さ

せ、コンテナ貨物を中心に輸出入貨物量

の増加やスピーディーで低廉、かつ国際 

輸送と国内輸送、海上輸送と航空輸送が一体となったシームレスな物流が進展し、企業のグロ

ーバルなサプライチェーンマネジメントの構築が促進される。 

・国内物流では、モーダルシフトをはじめとして低公害車の導入、省エネ対策の普及や促進によ

り、物流におけるCO2削減が進む。 

わが国の年齢３区分別人口割合の推移と見通し

 

 

 

 

 

 

資料）国立社会保障・人口問題研究所（2006 年） 

世界の主要な地域貿易協定の動き 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料）経済産業省「経済連携の取組状況について」（2004 年）
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◆ 交流 

・生涯可処分時間（一生のうちで自由に活動できる時間の総

和）の増加に伴い余暇活動が拡大する。自然とのふれあい、

歴史や文化を重視した余暇活動へのニーズが高まる。 

・中部地域では、産業観光など地域資源を活用した魅力度向

上に伴い、中部国際空港および名古屋空港を利用して中国

を中心とするアジア各国や国内各地からの観光客が増加す

る。また、クルーズなど海洋性レクリエーションへの需要

も拡大する。 

◆ 安全 

・安全、安心に対するニーズが高まり、地震や台風、高潮

などの自然災害対策に加え、防犯対策やテロ対策等の強

化が進展する。 

・災害や安全に対し、地域力を高めることが求められ、住 

民やボランティア、ＮＰＯ、企業、行政等の協力や連携が進展する。 

◆ 環境 

・地球温暖化対策が本格化し、脱化石燃料や燃料電池自動車などの技術革新、排出権取引など市場

メカニズムを活用した取り組みが進展するとともに、新エネルギービジネスが創出される。 

・自然環境についての関心や自然および生態系の保全に協働して取り組んでいこうとする機運、自

然とのふれあいや癒しを求めるニーズへの対応が進展する。 

・臨海部には、その利点を活かした環境関連産業が集積し、廃棄物やリサイクル資源を効率的に海

上輸送する静脈物流ネットワークが形成される。 

◆ 公と民、国と地方の関係 

・情報社会に対応した新たな政策形成や実施のスタイルが築かれ、住民や企業、ＮＰＯ、専門家等

の参画を通じて社会の課題解決に資する価値が創発され、実施されるようになる。 

・市町村合併、地方分権の進展により、国と地方、広域自治体と基礎自治体の関係に変革が生じる。

自立的で活力ある中部地域実現の牽引役として名古屋大都市圏の役割が重要となる。 

◆ 産業 

・産業の最適地化生産や消費市場の拡大など、活動が一層グローバルな展開になる中、中部地域の

産業は、ものづくり技術の高度で幅広い集積を活かして、世界的生産ネットワークの中核的な部

分を確保し、得意分野の技術力やより付加価値の高い先端分野での優位性を高めている。 

・自動車産業は、海外生産用部品の生産を中心に成長を維持し、引き続き中部地域経済の牽引役を

担い、航空宇宙をはじめ、新エネルギー、環境関連、ロジスティクスなど新たな産業が世界のフ

ロントランナーに成長し、ものづくりを中心とする産業構造の多様化が進む。 

安全・安心に関する特別世論調査結果 

今の日本は安全な国か 

資料）総務省

（2004 年）

訪日外国人旅行者の見通し 

 

 

 

 

 

資料）「日本 21 世紀ビジョン」に関する専

門調査会(2004 年) 
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２．港湾機能の将来展望  

今後の社会経済情勢を踏まえた名古屋港の機能に関わる将来展望について、６つの視点から

示します。 

 
 

◆ 物流 

・国際海上コンテナ輸送においては、船舶の大

型化が一層進展し、欧州航路などの基幹航路

の代表船型は 6,000～7,000TEU 積級とな

る。さらに、今後建造される新造船は8,000 

TEU積超級の比率が高まる。 

・基幹航路の寄港地がますます絞り込まれる中

で、名古屋港は、自動車関連品目を中心にも

のづくり産業からの輸出入貨物を多く抱えて

いることで、基幹航路の寄港が維持される可

能性が高い。 

・名古屋港の外貿コンテナ貨物量は増加を維持

し、2027 年には 200５年の約 1.5 倍にな

る。この結果、名古屋港の相対的な地位は向

上し、貨物量増加と利便性向上（航路網充実）

の好循環が加速する可能性が高い。名古屋港

の集荷・配送範囲は中部地域よりも拡大し、

広域的な流通機能を強化しやすい環境が整

う。 

・東アジア域内における国際輸送の準国内輸送

化への動きに伴い、RORO方式等によるスピ

ードを重視したシャトル型の国際航路網の形

成が進む。また、モーダルシフトの進展に対

応し、フェリー、RORO船、コンテナ船の航

路が拡充される。中部地方－九州地方－韓国、

中部地方―九州地方－中国といった国際・国

内兼用航路が開設される可能性もある。 

・国際輸送と国内輸送の結節点となる臨海部物

流拠点の立地需要の増加や、国際物流のシー

ムレス化に伴い、中部国際空港と連携し、

海上輸送と航空輸送の柔軟な使い分けが可

能なマルチモーダルな環境整備が進む。 

・ＩＴを活用し、コストやスピード、安全な

どさまざまな面で効率化や高度化が進む。 

わが国のフルコンテナ船の喫水の動向 

 

 

 

 

 

 

 

資料）国土交通省港湾局監修「数字でみる港湾 2005」

わが国の国際海上コンテナ貨物量の見通し 

 見通し（2020年） 

国際海上コンテナ 2,200～2,600万 TEU 
資料）国土交通省「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保

全航路の開発に関する基本方針」(2004年) 

 

アジア準国内輸送化の事例 
・日韓：下関－釜山や博多－釜山には国際フェリーが

毎日運航され、輸送時間やコストの面で、一般の海

上輸送と航空輸送の中間的なサービスを提供 

・日中：博多－上海を 26 時間で結ぶ高速 RORO 船が週

２便運航されており、17 時までに搬入すれば翌々日

午後の荷渡しが可能 
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34.5
38.5 37.5 36.4 33.3
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2.41.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

'80 '82 '84 '86 '88 '90 '92 '94 '96 '98 '99 '00 '01 '02 '03

12ｍ以上 10ｍ以上 5ｍ以上 5ｍ未満

名古屋港の取扱貨物量の推計 

 2005年 
（実績） 

2027年 
（推計） 

 

総取扱貨物量 187 210～330 (百万ﾄﾝ)

外貿貨物量 122 150～210 (百万ﾄﾝ)

うち外貿コンテナ 41 
(231) 

70～80 
(380～440) 

(百万ﾄﾝ) 

(万TEU)

内貿貨物量 65 60～120 (百万ﾄﾝ)

資料）名古屋港管理組合 

8,000TEU 積超級コンテナ船の建造計画（2006.9 現在）

'06 '07 '08 '09 '10 '11 不明

8,000-8,999 72 19 27 25 24 2 0 2 171

9,000-9,999 13 14 11 10 14 0 0 6 68

10,000- 1 1 2 11 17 11 4 0 47

合計 86 34 40 46 55 13 4 8 286

単位）隻
資料）交通政策審議会第１９回港湾分科会

竣工計画
合計

竣工
済み

船型
（TEU)
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◆ 交流 

・余暇活動の拡大に伴い、親水空間の保全および創出、クルーズ客船の寄港回数の増加、コンベン

ション施設の利用率向上、名古屋港内や伊勢湾内を結ぶ旅客船航路の拡充、港まちづくりの取り

組みが活発化する。 

・これらを通じ、名古屋港の魅力が高まり、国内外から多くの人びとが訪れるとともに、港が周辺

住民にとって身近なもの、親しみあるものとなり「みなとまち“NAGOYA”」ともいうべき新

しい地域イメージの形成が進む。 

◆ 産業 

・産業構造やエネルギー供給構造の変化、新規・成長産業の誘致、既

存産業の更新や拡張、集約化の進展により、臨海部用地の高度利用

が円滑に進む。 

・自動車産業では、現状の国内生産規模は確保されるが、生産拡大へ

の対応は主に中国や東欧、南米等の成長市場の現地生産で対応され

るため、完成車輸送に対応した機能は現状維持となる。 

◆ 安全 

・地震や台風、高潮等の自然災害への対策やテロ対策等の強化、円滑で安定した港湾諸活動の確保、

施設の計画的な更新や強化が進むことによって、安全性の高い港としての地位が確立し、人びと

の名古屋港に対する安心感が高まる。 

・施設のユニバーサルデザイン化が推進され、高齢者や障害者も含めたさまざまな人が、安心して

訪れることができる空間が形成される。 

◆ 環境 

・港湾活動全体として資源の循環と環境負荷の低減を図るゼロエミッション化や、自然環境の保全、

再生、創出の取り組みが活発化する。これらの取り組みは、港湾空間の環境向上とともに、環境

学習の場の拡大にもつながる。 

・港湾空間は、浚渫土砂の処分場としての役割を引き続き果たすとともに、背後地域の都市活動に

伴う一般廃棄物処分場やリサイクル工場等の要請との調和を図りながら、さまざまな広がりを

持って有効に活用される。 

◆ 港湾の管理運営 

・住民、企業、NPO、専門家などさまざまな主体が、名古屋港の管理運営に参画する機会が拡大

することにより、計画策定や施設等の維持管理および運営といったさまざまな場面で効果的に民

間の知識、知恵、活力が活用され、限られた財政的・人的資源の中で、既存ストックを最大限に

有効活用し、創意工夫を発揮しながら効率的な港湾の管理運営や魅力的な港づくりが進められ

る。 

航空宇宙産業の動向 

2006 年から生産が本格

化した民間航空機の国際

共同開発では、日本企業が

機体の35％を担当する。

航空機メーカーは名古屋

港に工場を増設して対応

する。 
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Ⅴ．強みと不安要素 

あゆみ、現状、社会経済および港湾機能の将来展望を踏まえ、名古屋港の強みと不安要素を示

します。 

〈主な強み〉 

◆ものづくり中部 

背後に世界有数のものづくり産業が集積し、中部地域９

県のＧＤＰはわが国の約２割（カナダに相当）、製造品

出荷額等では、全国第１位の愛知県（2004 年 36.8 兆

円）をはじめとして約３割を占めています。名古屋港で

取り扱う貨物の約 98％が中部９県で生産ならびに消費

され、ものづくり中部と密接な関係にあります。 

◆ロケーション 

日本列島のほぼ中央部に位置し、陸海空の各輸送モード

との利便性が高く、わが国全体を 1 つの集荷・配送圏と

捉えた流通拠点を設置する際の優位性が高くなってい

ます。特に、広域道路網の拡充により、名古屋港までの

時間的距離が短くなり利便性が向上するとともに、中部

国際空港に近接（約７km）し、航空輸送と連携したシ

ーand/or エア輸送に有利な環境が整っています。 

◆国土資源 

名古屋市と有機的な関連を持ちつつ独自性のある周辺

都市が多核的に配置された大都市圏を構成し、自然、土

地、水などの国土資源に恵まれています。 

◆物流環境 

物流ネットワークのゲートウェイとして、五大港内でも

遜色ない国際コンテナ航路網と充実した港湾機能が 

整っています。 

◆先進性 

スーパー中枢港湾の指定を受け、超大型コンテナ船の入

港が可能となる大水深（-16ｍ）高規格コンテナターミ

ナルの整備等、国際競争力を重点的に強化する取り組み

を官民一体となって進めています。 

◆情報システム 

すべてのコンテナターミナルを一元管理する「名古屋港

統一ターミナルシステム」や「港湾ＥＤＩシステム」が

稼動し、港湾業務のスピードアップに貢献しています。 

◆一体性 

複数の行政区域にわたる大規模港湾を一元的に計画、建

設、管理、運営する組織を確立し、関係者と一体となっ

た発展を推進しています。 

◆親しまれる港づくり 

ガーデンふ頭や金城ふ頭、南５区を中心として、憩い、

楽しめる場を提供するなど、親しまれる港づくりに取り

組んでいます。また、干潟の保全や風力発電施設、緑地

の整備など、良好な港湾環境の保全、再生、創出に努め

ています。 

◆防護ライン 

背後地域を浸水から守る高潮防波堤と防潮壁による２段

構えの防護ラインを有しています。また、各種訓練や機

能強化など危機管理への備えを充実させています。 

資料）コンテナ流動調査

名古屋港からの距離

航空輸送との連携 

製造品出荷額等の比較 

トン 構成比 トン 構成比

中部 1,315,028 98% 1,365,035 98%

北海道 407 0% 3,675 0%

東北 526 0% 437 0%

関東 9,824 1% 7,928 1%

近畿 16,402 1% 9,201 1%

中国 2,627 0% 1,373 0%

四国 474 0% 136 0%

九州 3,162 0% 409 0%

沖縄 0 0% 15 0%

合計 1,348,450 100% 1,388,209 100%

輸出
地区

輸入

ものづくりとの一体性

高潮防波堤・電動化された防潮扉 

交流・環境空間の創出 

輸出入コンテナの地区別構成 

資料）名古屋港管理組合 

資料）名古屋港管理組合 

資料）2004年工業統計 
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〈主な不安要素〉 

◇コンテナ施設 

コンテナ貨物は増加傾向にあり、船舶の大型化に対応した高

規格コンテナバースと東アジアとの貿易に代表される多頻

度少ロットの輸送形態へ対応する施設を充実および確保す

ることが必要です。 

◇展開用地 

コンテナ機能の拡充やロジスティクス機能の集積、運用の高

度化を進める上で、機能拡充に資する展開用地の確保とニー

ズにあわせた柔軟な対応が必要です。 

◇道路体系 

コンテナターミナル周辺での混雑や輸送経路の要所で渋滞

が発生しており、円滑な輸送体系の確立に向けた陸上交通網

の拡充が必要です。 

◇フェリー・ＲＯＲＯ船 

モーダルシフトやスピーディーな輸送形態の進展に向け、フ

ェリーやＲＯＲＯ船の利用を拡大していくことが必要です。 

◇産業構造 

特定産業への過度な依存構造は脆弱性をはらんでおり、名古

屋港を活用する新たな産業の誘致や育成など、構造の多様化

に取り組むことが必要です。 

◇国際都市機能 

中部地域は、国際ビジネスや業務等の国際都市機能の集積が

相対的に弱いことが指摘されており、商取引や貿易促進に向

けた高次な諸機能を強化することが必要です。 

◇防災対策 

名古屋港とその周辺地域は、東海地震の地震防災対策強化地

域に、また東南海・南海地震の地震防災対策推進地域に指定

されており、耐震強化岸壁等のハード整備だけでなく、関係

機関との連携体制をはじめとしたソフト対策の充実も必要

です。 

◇環境配慮 

豊かなくらしや地域の発展と環境保全との調和を図り、あら

ゆる段階で環境に配慮することが必要です。 

◇浚渫土砂 

名古屋港の地形特性上、国際水準の施設の整備や維持には浚

渫が不可欠であるため、土砂処分場を確保し続けることにと

どまらず、新たな対応を検討していくことも必要です。 

◇存在感 

親水空間や憩いの場の提供などを通じ、人びとが港をより身

近に感じ、港との精神的な距離が縮まるよう、知名度や認知

度、理解度の向上を図ることが必要です。 

◇財政制約 

財政制約に加え、わが国経済の成熟化により、投資余力の低

下が懸念される中、投資の効率化を一層追求していくことが

必要です。 

◇維持管理・更新 

健全な港湾機能の継続的な確保に向け、計画的な維持管理お

よび更新、適正な財政運営が必要です。なお、建設後 5０年

を経過する施設量は、今後２０年以内がもっとも多くなって

います。 

世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキング 

名古屋港の主なコンテナターミナル（2005年） 

東海地震の地震防災対策強化地域 

東南海・南海地震の地震防災対策推進地域 

わが国の公債残高と名古屋港管理組合組合債残高の推移 

※公債残高は各年度の3月末現在額（平成17年は見込み） 

※組合債残高は各年度の当初予算額 

資料）名古屋港管理組合資料
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水際線総延長（ｍ）

港頭地区 西部地区 南部地区 防潮壁

13,001

47,454

86,473

22,324

11,692 5,356
13,019

建設から 50年を経過する施設量の推移 

※港頭地区：堀川、築地・ガーデン、大手、築地東、大江、昭和、船見、潮見、一州町、稲永、汐凪、

汐止、空見、金城 

 西部地区：木場金岡、飛島、弥富、鍋田、 南部地区：新宝、東海元浜、北浜、南浜、南5区 

資料）名古屋港管理組合資料

資料）EMAP BUSINESS COMMUNICATIONS「Containerisation International」 

資料）名古屋港管理組合 

資料）中部地方整備局ＨＰ

1,256
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1,100
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1,500

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

150

250

350

450

550
公債残高

組合債残高

（兆円）（億円）

　　　　　公債残高
　　　　　組合債残高

施設名
バース
数

水深
（ｍ）

外貿コンテ
ナ取扱個数
（千ＴＥＵ）

金城ふ頭 2 10.5 400

飛島ふ頭 9 10-16 2,620

鍋田ふ頭 2 10-14 735

3,755 2,307

バース総延長
（ｍ）

（千ＴＥＵ） （千ＴＥＵ） （千ＴＥＵ）

1 ロッテルダム（オランダ） 2,655 1 香港（中国） 12,550 1 シンガポール 23,192
2 ＮＹ／ＮＪ （米国） 2,367 2 シンガポール 11,846 2 香港（中国） 22,427
3 香港（中国） 2,289 3 高雄（台湾） 5,232 3 上海（中国） 18,084
4 高雄（台湾） 1,901 4 ロッテルダム（オランダ） 4,787 4 深圳（中国） 16,197
5 神戸 1,857 5 釜山（韓国） 4,503 5 釜山（韓国） 11,840
6 シンガポール 1,699 6 ハンブルグ（ドイツ） 2,890 6 高雄（台湾） 9,470
7 横浜 1,327 7 横浜 2,757 7 ロッテルダム（オランダ） 9,300
8 アントワープ（ベルギー） 1,243 8 ロサンゼルス（米国） 2,555 8 ハンブルグ（ドイツ） 8,050
9 ロングビーチ（米国） 1,172 9 ロングビーチ（米国） 2,390 9 ドバイ（アラブ首長国連邦） 7,619
10 ハンブルグ（ドイツ） 1,159 10 アントワープ（ベルギー） 2,329 10 ロサンゼルス（米国） 7,484

・・・・ ・・・・

12 東京 2,177 21 東京 3,759
14 東京 1,004 22 名古屋 1,477 27 横浜 2,900
名古屋 422 23 神戸 1,464 * 名古屋 2,489
ＮＹ／ＮＪ：ﾆｭｰﾖｰｸ・ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ

2005年1985年　 1995年

・・・・

静岡県 愛知県 三重県

①
東海地震
防災対策強化地域

74（100％） 58（74％） 18（27％）

②
東南海・南海地震
防災対策推進地域

36（49％） 78（90％） 66（100％）

①＋② 36（49％） 54（62％） 18（27％）
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Ⅵ．基本姿勢と将来目標 

１．基本姿勢 

名古屋港は、物流、産業、交流、安全、環境といったさまざまな機能を持つ、わが国を代表す

る港湾であり、そして、中部地域の海の玄関です。 

これまでもそうであったように、現在、そして将来にわたって名古屋港の使命は、「中部地域

の活力を支え、わが国の持続的な発展に貢献する」「人びとの豊かなくらしを支える」ことで

す。こうした使命を果たすために、将来に向けた基本姿勢を次のように定めます。 

 

い つ も 挑 戦 ！  

 

『 いつも挑戦！』とは、これからもさらなる進化に向けて、現状に満足することなく、さまざ

まな面において、常に挑戦し続けるという姿勢を表したものです。 

名古屋港の歴史は、まさに挑戦の連続でした。その歴史を受け継ぎ、これからも、ものづくり

との一体的発展によって培ってきた優位性、名古屋港発展の鍵を握ってきた先進性や独自の

アイデア、地域の各界全体が連携する粘り強い取り組みなどにより、好循環のさらなる発展に

向け、常に挑戦する港であり続けます。 

 

 
２．将来目標 

これからめざしていく将来目標を次のように定め、名古屋港は未来へと歩んでいきます。 

 

 

 

 

きらめき 愛される港 
わが国経済を牽引する元気な中部地域のものづくり産業を世界と結ぶとともに、広域的

な流通拠点機能を担い、世界物流の中枢として、先進的で信頼される港湾機能、準国内輸

送化が進むアジア航路や大型コンテナ船が就航する基幹航路をはじめとする充実した航

路網、企業のグローバルなSCMを支える高度なロジスティクス機能を有することにより、

世界のステージできらめく港をめざします。 

また、人びとのくらしに欠かせない物資の効率的な流通を支え、親水空間や交流の場を

提供し、背後地域の安全で安心な生活を守り、かけがえのない自然環境と共生するなど、

あらゆる面で地域と一体となり、地域から愛される港をめざします。 



 

  3-16

 

 

将来目標の実現にあたっては、以下のことを大切にしながら取り組んでいきます。 

 

＊ 港湾間競争が熾烈で、財政的な制約が増加する時代にあって、徹底的に無駄を

排し、効果的かつ効率的な整備、管理、運営を実現するため、「港湾経営」の

視点をより重視し、「顧客志向」「成果志向」に立った港湾運営体制への変革を

進めていきます。 

＊ 新規整備と合わせて、既存ストックの有効活用とライフサイクルマネジメント

（ＬＣＭ）を推進しながら、今ある資産を使いこなし、港の持つ能力の効用を

最大限発揮していきます。 

＊ 変化が極めて速いニーズに適切に対応し、柔軟で機敏な事業実施、臨機応変な

対応、創意工夫の発揮に努めていきます。 

＊ 要請や意見に耳を傾け、港の利便性の向上に努めていきます。 

＊ 幅広くプロモーションを推進し、港の利活用と勢力拡大を図ります。 

＊ 親しみやあこがれ、誇りなど港への気持ちが生まれ、育まれるよう、港の存在

感を高めていきます。 

＊ 自然を大切にし、貴重な資源として利活用するなど、あらゆる段階で環境に配

慮していきます。 

＊ 自然災害やテロから地域を守り、常に安心を感じられるよう万全な危機管理に

努めていきます。 

＊ 港湾間をはじめ、ロジスティクス機能における中部国際空港や、道路整備に関

する関係機関など、さまざまな連携に努めていきます。 

＊ 誰にも満足されるベストサービスを追求していきます。 

＊ 多様な主体の理解や協力を得て、地域全体として名古屋港を良くしていこうと

いう気持ちを共有しながら、一体となって取り組みを推進していきます。 
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Ⅶ．分野別将来イメージ 

将来目標「きらめき 愛される港」をめざすにあたり、５つの分野（物流、産業、交流、安全、環

境）から、将来イメージを設定するとともに、実現に向けた基本目標と展開の方向を示します。 

 
 
 

将来目標を支える分野別将来イメージ 

≪物 流≫ 

≪産 業≫ ≪交 流≫ 

≪安 全≫ ≪環 境≫ 
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★ 基 本 目 標 ① ★ 

＊ 国際・国内海上輸送機能の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 基 本 目 標  ② ★  

＊ ロジスティクスハブ機能の強化 

 

グローバルロジスティクスの港 

 

将来イメージ   世界で活躍するものづくり産業の持続的な発展や人びとの豊かなく

らしを支える物流基盤として、国際・国内海上輸送ターミナルの機

能強化や陸海空を結ぶロジスティクスハブの形成に取り組み、グロ

ーバルロジスティクスにおける中枢拠点となる港をめざします。 
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★ 展開の方向 ① ★ 
○スーパー中枢港湾プロジェクトの推進・充実・深化 

次世代高規格コンテナターミナルの形成、四日市港や中部国際空港との連携強化及びIT基盤の形

成といった各種取り組みを一体的に推進し、高い国際競争力を持ち、利用しやすい港づくりを進

めていきます。 

○コンテナ機能の強化 

コンテナ貨物を集中的かつ効率的に取り扱うことができるよう、コンテナ機能を集約するととも

に、先進的なIT技術の積極的な活用、運用の高度化、需要動向に対応した新たな施設整備や既存

コンテナターミナルの高質化などによって、コンテナ機能の強化を図ります。 

○戦略的プロモーション 

一体的で総合的なマーケティングリサーチ機能やプロモーションの推進体制としくみの確立等を

通じて、船社や荷主に対する戦略的なプロモーションを推進し、基幹航路をはじめとする国際航

路網の拡充や取扱貨物量の増加を図ります。 

○東アジア域内輸送への対応 

東アジア地域における準国内輸送化の進展などに伴う近海航路貨物輸送の需要拡大に遅滞なく対

応するとともに、国際フェリーの拡充やRORO方式の普及など新たな輸送体系にも対応できる施

設整備を進めます。 

○港湾諸手続きの迅速化 

シングルウィンドウシステムの利用拡大やITを活用した情報共有化システムの導入を進めます。

また、FAL条約の締結を踏まえた手続きの簡素化や国際標準化等の動きにも迅速に対応します。 

○コスト・サービス水準の向上 

次世代高規格コンテナターミナルおよび既存コンテナターミナルの高度化、高質化を図り、港全

体のコスト・サービス水準の向上に努め、使いやすい港づくりを進めます。また、新たなコンテ

ナターミナルの管理・運営のあり方についても模索していきます。 

○長期的な対応 

貨物量の増加、船舶の大型化に備え、長期的視点に立ったコンテナターミナルの整備が可能とな

る空間の確保に努めます。 

○効率的な物流オペレーション 

完成自動車、ＬＮＧ、鉄鉱石、鋼材といった、多様な在来貨物について、利用者からの要請や品

目ごとの物流ニーズの変化を的確に捉えた物流機能の充実を図ります。また、ロジスティクスハ

ブの形成に向けた取り組みと連携しながら、船舶の大型化への対応や港湾施設の充実、弾力的な

料金設定など、ハードとソフト両面での取り組みを進めることにより、港湾機能と産業機能（物

流産業やものづくり産業）が相互に競争力を強め合う好循環の創出をめざします。 

○モーダルシフトの促進 

環境負荷が少ない海上輸送へのモーダルシフトを促進するため、内陸部を含めた物流情報の提供

や、複合一貫輸送に対応したターミナルの充実を図るとともに、フェリー航路や東アジア域内航

路の活用も図りつつ、内航輸送の拡大を推進します。また、海上コンテナの鉄道輸送の促進など、
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海上輸送と鉄道貨物輸送の連携拡大をめざします。 

○航路体系の確立 

国際輸送における迅速性がますます重要視されるとともに、船舶の大型化が進む中で、名古屋港

への入出港の円滑化を図るため、港内の航路整備や運用基準の見直し等により、安全かつ効率的

で経済的な航路体系の確立をめざします。 

★ 展開の方向 ② ★ 
○ロジスティクス機能の集積 

国際・国内海上輸送機能と一体的に機能しながら、荷主のSCMに貢献し、生産部品の加工や組立

など付加価値を生むロジスティクス機能の集積を推進します。そのため、柔軟な土地利用の展開

や新たな用地創出のもとで必要な空間を確保しつつ、立地条件の緩和や進出環境の充実、アフタ

ーフォローの強化を図ります。 

○広域流通拠点の形成 

日本列島の中央に位置する地理的特性と広域道路網の整備進展を踏まえ、国内貨物の集荷および

配送に関わる機能の誘致を進め利用の促進と背後圏の拡大を図るとともに、わが国の広範囲をカ

バーする広域流通拠点の形成をめざします。 

○広域道路網の拡充 

名古屋環状２号線（西南部・南部）の整備を促進し、中部地域における南北軸のアクセス性を向

上させるなど、広域的な道路体系を拡充します。また、名古屋港と背後地域を結ぶ主要な経路に

ついて、コンテナ輸送の円滑化に向けた道路整備や施設改良などを促進します。 

○臨港道路体系の充実 

港内のふ頭間を結ぶ東西方向の道路軸や高規格・広域道路網と円滑に連絡する幹線臨港道路の強

化を図り、併せて、交通結節点におけるボトルネックの解消、特殊車両の重量化に対応した改良

等により、港内の道路サービス水準を向上させ、臨港道路体系を充実します。 

○シームレスな物流環境の形成 

海上輸送と航空輸送の柔軟な利用が可能な「シーand/orエア輸送」を促進するため、名古屋港

と中部国際空港間の貨物情報の共有化等を進めます。また、海上貨物と航空貨物双方の輸送容器

（コンテナ、パレット等）に対応可能な設備や機器の整備を進めることなどにより、海上輸送と

航空輸送の相互に対応した物流環境の形成を進めます。 

○情報基盤の強化 

最先端の情報通信技術の動向を踏まえつつ、物流効率化に資するシステムの高度化やセキュリテ

ィシステムの向上のため、情報基盤の強化を図ります。 

○物流事業者の誘致・育成 

関係者一体となった誘致活動に向け、戦略プランの策定を進めます。また、名古屋港の物流機能

強化に資する事業者を積極的に誘致ならびに育成します。 
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★ 基 本 目 標 ★ 

＊ 産業の高度化・新展開・創出 

 

 

ものづくりの港 

 

将来イメージ   広大な空間や物流機能と生産の場が一体となったポテンシャルを活

用して、既存産業の高度化や新展開、新たな基幹産業の創出を促進

し、高い国際競争力を持った新たなものづくりの基盤が形成される

港をめざします。 
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★ 展開の方向 ★ 

○高度化・新展開 

臨海部に立地する基礎素材型産業やエネルギー産業等の高度化や新展開、航空宇宙産業など最先

端産業の成長を支援することにより、新たな基幹産業や新規事業を創出し、産業構造の多様化を

促進していきます。 

 

○競争力の維持・強化 

ハイブリッド・燃料電池車などの環境関連技術で世界の最先端をいく自動車産業をはじめとした

既存産業について、研究開発機能や技術力の強化、新たな事業展開に向けた要請に適切に対応し

ていきます。 

 

○新規・成長産業の誘致・育成 

新たな基幹産業となりうる新規・成長産業の誘致を推進します。誘致にあたっては、既存産業の

活動状況の把握とともに、プロモーション専門組織の設置やマーケティングリサーチ機能の確立

を図り、戦略的な活動を展開します。 

 

○体制づくり 

用地の有効活用を促進するため、遊休地を有する企業と、新規立地や拡張に向けて土地を必要と

する企業との間を結ぶしくみの構築など、用地の動向把握や情報提供、また、規制の緩和、行政

の意志決定や手続きの迅速化など、各企業の土地利用ニーズに素早く対応できるしくみづくりを

進めます。 

 

○活動の連携 

中部地域では、産業誘致・産業交流・産業ビジョンづくりなどが地域レベルをはじめとしてさま

ざまに展開されています。こうした活動への参加や情報収集を通して、臨海部の産業活性化を促

進します。 

 

○産業動向の把握・分析 

臨海部に立地する企業の動向や状況を把握ならびに分析することにより、企業からの要請や企業

への支援に向けた対応に努めます。 
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★ 基 本 目 標 ★ 
＊ うるおいと魅力のある港湾空間の形成 

 
 
 

夢のふくらむ港 

 

将来イメージ   地域住民、来訪者、就業者など名古屋港に集うあらゆる人びとのニー

ズに応え、うるおいある快適な港湾環境、レクリエーションを楽し

む場や魅力的な観光資源、港ならではの情緒やロマンを提供するこ

とで、ときめきとやすらぎを感じ、親しまれ、みんなの夢がふくら

む港をめざします。 
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★ 展開の方向 ★ 
○快適な空間の形成 

親水空間、緑地、遊歩道をはじめとした魅力向上に関わる整備や改良、アクセスの充実による利

便性の確保や進展など、環境分野の取り組みと連携しつつ、関係者が一体となって名古屋港に関

わる活動全体に配慮することにより、地域住民、来訪者、就業者などさまざまな人びとにとって

快適な港湾空間の形成を進めます。 
 

○親しまれる港づくり 

水際線をはじめとするさまざまな空間を演出し、活用することにより、港にロマンや憩いを求め

て訪れる人びととのつながりを一層強め、人びとと港の距離を縮める親しまれる港づくりをまち

づくりと連携しながら推進します。 
 

○港固有資源の活用 

名古屋港発展の過程や産業の変遷が感じられる歴史・文化資源の保存と活用や、港湾施設見学会

の開催など、港固有資源の活用により、イメージ向上やＰＲにつながる取り組みを進めます。 
 

○“港らしさ”を感じる景観の形成 

「名古屋港景観基本計画」「名古屋港カラー計画」により良好な景観形成を図るとともに、港らし

さの演出や四季の変化に配慮した取り組みを進めるなど、情緒豊かな魅力ある港湾景観創出に努

めます。 
 

○多様な展開とＰＲ活動 

変化が著しい利用者ニーズを迅速かつ的確、柔軟に取り入れられるよう、民間活力の活用などに

より整備、管理、運営を行うとともに、イベント開催の工夫や効果的なＰＲ活動、これらの評価

を行いながら、魅力や知名度の向上と交流の促進を図ります。 
 

○視点場の創出 

船舶や荷役作業など港の姿や活動を遠景で感じる眺望エリアの拡充を図ります。また、港湾機能

に支障がない水域などに、新たな風景を発見することができる水際線を開放した視点場（緑地）

の創出をめざします。 
 

○多様な主体との連携・協働 

憩いとやすらぎのある身近な交流の場の創出や維持管理について、地域住民の声の収集に努める

中で、住民、ＮＰＯ、ボランティア、民間団体等の多様な主体と連携ならびに協働した取り組み

を推進します。 
 
○「水の交流軸」の形成 

水際線を活かした景観の保全や形成を進め、港、河川、運河の景観を楽しめるようにするととも

に、港内の各地区間や港と背後地域を結ぶ、ゆとりとやすらぎのもてる水辺の回遊路や快適な移

動手段の提供を検討し、新たな交流の道筋となる「水の交流軸」の形成を図ります。 
 
○クルーズ客船の誘致 

需要動向や名古屋港の特性などを踏まえ、クルーズ客船の寄港数の増加を図ります。また、フェ

リーの利用と魅力の拡大をめざします。
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★ 基 本 目 標 ★ 
＊ 安全性・信頼性・危機管理の向上 

 

 
 

 

 

安全な港 

 

将来イメージ   防災・保安対策の充実により、危機管理に強く、大規模災害やテロか

ら地域を守り、災害発生時の救援・復旧活動を支え、背後産業活動を

継続させる安定した港湾機能を提供することにより、人びとの安心な

くらしに貢献し、安全に訪れ、利用できる、信頼される港をめざしま

す。 
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★展開の方向★ 

○平常時からの備え 

関係機関が連携して防災・保安訓練の実施や情報の共有化に取り組むとともに、防災拠点として

求められる機能を最大限発揮するため連携体制の強化を進めます。 

 

○施設の計画的な更新・強化 

港湾施設をはじめとする既存機能の維持および管理を適切に行うとともに、耐震強化岸壁、緊急

輸送道路、防潮壁等の防災施設や、監視カメラ、フェンス等のテロ対策施設の整備や更新を計画

的に進めます。また、国土の保全および人びとの生命と財産を守る海岸保全施設の液状化対策を

進めるなどの防護機能の確保に努めます。 

 

○危機管理対策の強化 

緊急時における行政機能や企業活動を維持するための事業継続計画作成、情報伝達をはじめとし

た相互の連携体制の構築、危機管理対策の取り組み内容を港内の立地企業や利用者等へ情報発信

し共有することなどにより、官民一体となった危機管理体制の充実および強化を図ります。 

 

○体制づくりと連携 

大規模災害発生時においても、ものづくり中部を支える名古屋港の背後地域や企業の社会経済活

動を維持するため、機動的な復旧活動の確保に向けた体制の整備や、周辺港湾と災害発生時にお

ける港湾施設の相互利用による補完体制の構築に努めます。また、さらなるリスク軽減に向け、

遠方の港湾との連携についても対応を図ります。 

 

○港湾諸活動の確保 

船舶の航行や離着岸、貨物の積み降ろしや輸送など、円滑で、安全かつ安定した諸活動の確保に

向けて、港湾機能の充実を進めます。 

 

○緊急物資輸送ネットワークの強化 

災害発生時には都市内の道路ネットワークが寸断される恐れがあるため、堀川や中川運河などの

都市内水面を活用した緊急物資輸送ネットワーク構築への要請に備えます。 

 

○ユニバーサルデザイン化 

既存の旅客施設、集客施設、親水空間や、今後整備する各種施設のユニバーサルデザインを推進

し、人びとが安心して訪れ利用することができる空間の形成を進めます。 
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★ 基 本 目 標 ★ 

＊ 良好な港湾環境の形成 

 

 

 

 

環境にやさしい港 

 

将来イメージ   沿岸域全体を視野に入れる中で、港湾のあらゆる機能に環境配慮を取

り込み、多様な人びとと連携しながら、次世代に引き継ぐ良好な港

湾環境の形成を通じて、自然環境、生活環境、地球環境などさまざ

まな面で環境を守り、環境にやさしい港をめざします。 
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★ 展開の方向 ★ 
○環境配慮の標準化 

港湾の開発および利用に際しては、環境への影響予測や研究、民間等の優秀な技術の活用などを

通じ、あらゆる段階における環境配慮の標準化を図り、良好な港湾環境の保全、再生、創出を推

進します。 
 
○ゼロエミッション化 

さまざまな主体と連携しながら、廃棄物の減量化や資源の再利用や再生など、環境負荷低減の取

り組みを進め、港湾活動のゼロエミッション化に向け環境配慮に努めます。 
 
○静脈物流拠点の形成 

循環型社会形成の支援に向けて、背後地域と連携しながら、静脈物流ネットワークの海上輸送拠

点の形成を推進します。 
 
○自然環境の保全・再生 

先進的な取り組みも視野に入れながら、緑地整備や水質改善をはじめ港らしさを活かした良好な

景観形成や眺望場所の拡充、ラムサール条約湿地に登録された藤前干潟の保全など、豊かで美し

い自然環境の保全や再生に努めます。 
 
○多様な主体との連携・協働 

良好な港湾環境づくりや維持管理などについて、住民やＮＰＯ、企業など背後地域も含めた多様

な主体との連携や協働に取り組んでいきます。 
 
○環境学習の場の提供 

港湾環境への取り組みについて学んだり、多様な生物が生息する良好な自然環境について、体験

したり、学習したりできる場の提供を図っていきます。 
 
○秩序ある港湾空間 

港湾区域内において、放置等禁止区域の指定などの規制措置によるプレジャーボートの適正な係

留・保管場所確保の推進、ゴミや放置自動車の不法投棄防止など、港湾空間の適正な維持管理に

努めます。 
 
○自然と新エネルギーの活用 

海面や水面、樹木など自然がもつ効用の利活用に努めるとともに、自然を活かした新エネルギー

活用や新エネルギービジネスの立地を促進し、地球温暖化防止に貢献します。 
 
○浚渫土砂処分場等の確保 

恒久的に発生する浚渫土砂について、適切な処分場の確保を進めます。また、背後地域からの要

請に伴う廃棄物処理に関わる空間の確保等については、港湾機能との調和を図りつつ検討してい

きます。 
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世界的な港湾間競争が熾烈を極めている中、近隣アジア主要港の躍進によって、わが国港湾の相

対的な地位が低下しており、喫緊の取り組みとして国際競争力の強化が必要になっています。そこ

で、物流面において、当面の期間、特に積極的かつ集中的に取り組む重点項目を設定し、環境と安

全に配慮しつつ、将来目標の実現を強力に牽引していきます。 

 

〔重点項目〕 

コンテナ機能の強化 

 

 

 

交通機能の強化 

 

 

 
ロジスティクスハブ機能の強化 

 

 

 

 

 

 

●飛島・鍋田ふ頭の拠点化に向けて、コンテナ貨物の需要動向に応じた施

設整備やコンテナ機能の集約を推進していきます。 

●先進的なＩＴ技術を活用し、運用の高度化を推進していきます。 

●広域道路網の拡充の促進、臨港道路体系の充実を推進していきます。 

●円滑な航路体系の充実を推進していきます。 

●広域流通拠点の集積を推進していきます。 

●ロジスティクス機能の集積を推進していきます。 
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Ⅷ．空間利用のゾーニングのイメージ 

名古屋港の現状における空間利用状況と分野別将来イメージを踏まえ、それぞれの相互関係に

も留意しながら、将来の空間利用の方向性とゾーニングのイメージを示します。 

なお、交流分野と環境分野は、交流・環境ゾーンとして一体的に示しています。また、安全分

野は、高潮・津波から背後地域を守るための防護ラインの確保や個別施設の計画的な更新・強化、

緊急物資輸送ネットワークの構築などのように、面的な広がりではなく線的もしくは点的である

ため、ゾーニングとしては示していません。 

１．将来の空間利用の方向性 

物 流 

〔現状〕コンテナ機能は飛島ふ頭と鍋田ふ頭を中心に

集積し、スーパー中枢港湾プロジェクトの中核と

して、飛島ふ頭に次世代高規格コンテナターミナ

ルが供用しています。また、物流機能の強化に向

けロジスティクスハブの形成を進めています。 

新宝ふ頭、金城ふ頭、弥富ふ頭で完成自動車の輸

出が、潮見ふ頭で移出入が行われています。また、

内港地区をはじめとして工業品や農水産品などの

さまざまな貨物が取り扱われています。南部地区

を中心とする専用ふ頭では、原燃料系を主体とし

て、名古屋港全体の３割に相当する貨物が取り扱

われています。 

〔今後〕コンテナ貨物量は増加傾向が続くことが予想

されることから、次世代高規格コンテナターミナ

ルを中核として、飛島ふ頭と鍋田ふ頭を中心とす

るコンテナ機能の拠点化を推進します。また、  

広域流通拠点の形成などロジスティクス機能の集積や道路・航路体系の

充実、航空輸送との連携など、陸海空を結ぶマルチモーダルな環境整備

を推進します。これらの推進とともに、貨物取扱形態の変化に注視しな

がら物流用地の確保や柔軟な土地利用などにより、西部地区を中心に効

率的で質の高い物流ゾーンを形成していきます。 

 

 

 

 

 

 

 
2005年 万TEU

（実績） 231
2027年 万TEU

（推計） 380～440

外貿コンテナ貨物量

コンテナターミナル一覧        2006年 12月現在 

飛島ふ頭 
ターミナル名 鍋田ふ頭 

南側 北 ＮＣＢ 南 
金城ふ頭 

岸 壁 T1,T2 TS2 90,91,92 R1,R2,R3 93,94 76,77 

延 長 735m 400m 620m 900m 700m 400m 

水 深 -14m -16m -10～12m -12m -15m -10.5m 

2005 取扱個数 
(万 TEU) 76.8 0.7 28.2 68.5 42.9 13.3 
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産 業 

〔現状〕東南部地区は、鉄鋼、航空宇宙、大型構造物、食品などの生産関連、

製油やＬＮＧ基地、発電所などのエネルギー産業が集積しています。また、

潮見ふ頭や新宝ふ頭周辺には、化学関連をはじめとした基礎素材型産業が立

地し、西部地区には、航空宇宙、鋼材、木材、造船の関連企業が進出してい

ます。 

〔今後〕こうした既存産業の集積を活かし、東南部地区は、既存産業の高度化

や新展開、新規産業の創出など、新たなものづくり基盤の形成に寄与する産

業（生産）拠点として企業集積を図ります。潮見ふ頭は、エネルギーや化学

関連の産業展開ゾーンとして活用するとともに、ふ頭全体の新たな展開や再

編を模索します。また、航空宇宙をはじめとする多様な産業が立地する西部

地区は、周辺の土地利用を踏まえ物流や生産関連の誘導を推進します。 

交 流・環 境 

〔現状〕親しまれる港づくりを推進するガーデンふ頭や、新たな交流の拠点に

向け着々と開発が進む金城ふ頭のほか、鍋田ふ頭や南５区などには、港なら

ではのロケーションを活かしたスポーツ・レクリエーション施設が充実して

います。 

〔今後〕既に整備されている施設を活かしながら、金城ふ頭におけるモノづく

り文化交流拠点構想の推進、堀川や中川運河など都心部につながる水面の活

用、周辺地域の施設との連携を図るなど、交流空間や環境空間を拡充します。

また、産業や物流機能とのすみ分けを行い、利用者の動線に配慮しながら親

水空間の活用を進め、魅力ある景観や緑のネットワークの形成を推進します。

日本有数の渡り鳥の飛来地である藤前干潟をはじめ、港内の自然環境の保全

や活用、環境学習や教育の場の提供に努めていきます。 

安 全 

〔現状〕沖合いにある高潮防波堤と港内の防潮壁により、高潮や津波の背後地

域への浸入を防いでいます。大規模地震対策として、緊急物資等の輸送に対

応する耐震岸壁を大江ふ頭と潮凪ふ頭に、コンテナ輸送に対応する耐震強化

コンテナ岸壁を鍋田ふ頭と飛島ふ頭に整備しています。さらに、浮体式防災

基地（ミニフロート）が金城ふ頭とガーデンふ頭に配置されているほか、背

後地域と耐震強化岸壁を結ぶ緊急輸送道路など輸送ネットワークの確保を

図っています。また、改正 SOLAS 条約と法令に基づき、保安施設の整備、

制限区域の設定、出入管理等の措置を講じています。 

〔今後〕背後地域を高潮や津波から守るために防護ラインの適正な確保を図る

とともに、耐震強化岸壁整備や液状化対策をはじめとして、港湾施設、防災

施設、保安施設の計画的な更新と強化、堀川や中川運河などを活用した緊急

物資輸送ネットワークの構築に努めていきます。 
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２．新たな情勢への備え 

今後の新たな情勢に適切に対応するため、ポートアイランドと南５区拡張空間を大規模な空間

を有し一体的な開発が期待できる留保ゾーンとして設定します。 

留保ゾーンへの利用展開に向けては、具体的な空間利用需要が顕在化することが前提になりま

すが、一方で、地元、行政、関係者の合意形成、事業枠組みの設定、事業費の確保、環境への影

響評価など、着手の事前段階でさまざまな条件や課題の整理が必要となります。また、これらの

調整や解決には、政策的かつ技術的な面をはじめとして長期間を要することが予想されます。そ

こで、社会情勢や地域経済の動きに注視しながら、関係機関と一体となった展開への準備を可能

な限りめざします。なお、将来、留保ゾーンに求められる空間利用のイメージを例示します。 

 

○物流機能（高度な物流の拠点） 

コンテナ貨物量の大幅な増加傾向が継続し、また、ロジス

ティクスハブの役割が拡大した場合、コンテナターミナル

を中心とした高度な物流拠点としての利用が考えられます。 

 

○産業機能（新産業・新エネルギーの拠点） 

新たな基幹産業の創出や拡大、新エネルギー産業の集積が

顕著となった場合、新規・成長産業の誘致先、既存産業施

設等の拡大展開先としての利用が考えられます。 

 

○交流機能（複合アミューズメントの拠点） 

人びとの余暇活動や中部地域への観光客来訪が大幅に拡

大し、新たなレクリエーション拠点や観光拠点の創出が必

要となった場合、複合型のアミューズメント拠点や、海洋

性レクリエーション拠点としての利用が考えられます。 

 

○安全機能（中核的広域防災の拠点） 

大規模災害発生に備えて、中部地域全体をカバーする中核

的な広域防災拠点設置の機運が高まった場合、緊急物資の

保管機能、救援物資受け入れのコントロール機能のほか、

中継基地やベースキャンプとしての利用が考えられます。 

 

○環境機能（自然環境創出の拠点） 

地球温暖化対策や環境関連技術の進展とともに、自然との

ふれあいや環境問題の解決に寄与する良好な港湾環境創出

へのニーズが拡大した場合、多様な生物の生息場所やウォ

ーターフロントオアシス公園など、自然環境を創出する拠

点としての利用が考えられます。 
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（ゾーニングのイメージ図） 

 

物流ゾーン 

産業ゾーン 

交流・環境ゾーン 

留保ゾーン 
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〈 留意点 〉 

 

 

◆継続的な評価・見直しの実施 

名古屋港を取り巻く社会経済の変化は極めて速く、また変化の方向性も予測困難な点もあ

ることから、想定範囲を超える情勢の変化が生じた場合や、めざす方向と実態の乖離が著し

い場合等には、必要に応じて見直しを行っていきます。 

特に、経済見通しなどが想定と大きく乖離していないかを継続的にチェックし、大きな乖

離が生じた場合や生じる可能性が高い場合には、将来展望に立ち返った見直しが必要です。

また、環境問題や技術革新、商取引形態等については、今後大きな変化が想定されるため、

継続的にその動向を注視していく必要があります。 

なお、ここで掲げる内容は長期的な取り組みの方向を示すものであり、対象事業、事業主

体など、いずれの点においても特に限定していません。また、具体的な施設整備や事業を実

施する場合には、費用対効果分析等によって事前にその必要性や効果を検証する必要がある

と考えています。
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＜ 資 料 編 ＞  
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１．策定経緯 

長期構想の検討にあたっては、平成17年度に「名古屋港新基本構想検討有識者懇談会（学識者、

国、経済団体、港湾管理者により構成）」と、「名古屋港新基本構想検討関係行政機関会議（学識者、

国、関係自治体、港湾管理者により構成）」を設置し、事前検討ならびに意見交換を行った。 

また、平成18年度は、「名古屋港新基本構想検討委員会（学識者、利用者、ＮＰＯ、関係行政機関、

経済団体、港湾管理者で構成）」と「名古屋港新基本構想検討委員会地域研究会（学識者、利用者、

住民、ＮＰＯ、関係行政機関、港湾管理者で構成）」を設置し、各３回の会議を通じて基本構想の検

討を実施した。 

この他、住民・来訪者へのアンケート調査、シンポジウム「なごやこう未来港房」の開催、イン

ターネット等によるパブリックコメント等のパブリックインボルブメントを実施した。  
＜名古屋港新基本構想検討委員会＞                  （順不同・敬称略） 

 氏  名 所  属  等 

委員長 栢 原 英 郎 社団法人日本港湾協会会長 

委 員 中 島 邦 雄 政策研究大学院大学教授 

委 員 山 本 幸 司 名古屋工業大学大学院社会工学専攻教授 

委 員 黒 田 達 朗 名古屋大学大学院環境学研究科教授 

委 員 奥 田 隆 明 名古屋大学大学院環境学研究科助教授 

委 員 二 村 真理子 愛知大学経営学部助教授 

委 員 髙 橋 治 朗 名古屋港利用促進協議会会長 

委 員 萩 野   聖 名古屋海運協会会長 

委 員 近 藤 猪三郎 名古屋港運協会会長 

委 員 木 全 英 一 東海倉庫協会会長 

委 員 高 松 孝 行 トヨタ自動車株式会社物流企画部主査 

委 員 富 崎 茂 彰 ユニー株式会社営業本部商品管理部長 

委 員 野 沢 雅 春 日本通運株式会社名古屋国際輸送支店支店長 

委 員 寺 井   彰 株式会社ジェイアイティー名古屋支店支店長 

委 員 井 上 勝 俊 ＮＰＯ法人伊勢湾フォーラム理事 

委 員 中 田   實 
ＮＰＯ法人名古屋南部地域再生センター理事長 

愛知江南短期大学学長 

委 員 大 脇   崇 国土交通省港湾局計画課港湾計画審査官 

委 員 宮 本 卓次郎 国土交通省中部地方整備局港湾空港部長 

委 員 藤 井 則 義 愛知県建設部部長 

委 員 尾 崎 好 計 名古屋市住宅都市局長 

委 員 成 田 多喜夫 名古屋商工会議所企画振興部長 

委 員 大 野 睦 彦 社団法人中部経済連合会常務理事 

委 員 北 川 清 司 名古屋港管理組合企画調整室長 
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＜名古屋港新基本構想検討委員会地域研究会＞             （順不同・敬称略） 

 氏  名 所  属  等 

座 長 山 本 幸 司 名古屋工業大学大学院社会工学専攻教授 

委 員 北 河 雅 夫 名古屋港運協会事務局次長兼業務部長 

委 員 木 部   秀 名古屋市民 

委 員 保 坂 松 男 東海市民 

委 員 江 端 菊 和 知多市民 

委 員 佐 藤 恵 子 弥富市民 

委 員 門 野 堯 子 飛島村民 

委 員 井 上 勝 俊 ＮＰＯ法人伊勢湾フォーラム理事 

委 員 中 井   誠 ＮＰＯ法人名古屋南部地域再生センター研究員 

委 員 
森   信 哉 

（杉 野 浩 茂） 
国土交通省港湾局計画課課長補佐 

委 員 森 橋   真 中部地方整備局港湾空港部港湾計画課長 

委 員 大 西 裕 之 中部地方整備局名古屋港湾事務所企画調整課長 

委 員 中 西   肇 愛知県知事政策局企画課長 

委 員 小 池 千 晶 愛知県建設部港湾課長 

委 員 山 口 一 勝 名古屋市総務局企画部企画課長 

委 員 青 木 公 彦 名古屋市住宅都市局都市再生推進部臨海開発推進室長 

委 員 細 井 時 雄 東海市都市建設部都市整備課長 

委 員 早 川 昌 典 知多市企画部企画情報課長 

委 員 村 瀬 美 樹 弥富市総務部企画情報課長 

委 員 佐 藤 國 夫 飛島村総務部企画課長 

委 員 太 田 吉 彦 名古屋港管理組合企画調整室次長 

（   ）は前任者 
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２．パブリックインボルブメント 

(１)アンケート調査 

①調査方法 

■調査期間：2005 年 10月 13日（木）～2005 年 10月 31日（月） 

■配布方法 

□住民基本台帳調査（以降、「住民基本台帳」） 

・手 法：住民基本台帳からの層別抽出（住所・年齢・性別）による郵送配布・郵送回収 

・対 象：名古屋市（500）、東海市（100）、知多市（100）、弥富町（100）、飛島村（100）、

計 900人に発送 

・回答数：有効サンプル数 214 通（回収率 23.8％） 

□施設配布調査（以降、「施設配布」） 

・手 法：行政機関（市役所、町村役場、区役所）や公共施設等における配布・郵送回収 

・対 象：来訪者 

・配 布：名古屋港情報センター、名古屋港周辺施設（名古屋港水族館、ガーデンふ頭案

内所、名古屋港イタリア村）、愛知県庁、名古屋港に隣接する市町村の各市役所・

役場・区役所 

・回答数：有効サンプル数 183 通 

 
②調査結果概要 

1)名古屋港のイメージと役割 

・ 名古屋港のイメージとして、「近い」「発展性のある」

「活力のある」ことが認識されている。 

・ 名古屋港の役割について、住民基本台帳では、「産業

を支えていること」、施設配布では、「生活を支えて

いること」への回答が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

図 名古屋港のイメージの得点化 

※「５」を５点、「４」を４点、「３」を３点、「２」

を２点、「１」を１点として得点化した。住民基本

台帳の結果上位５位（小数点以下第１位で同点含）
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図 名古屋港の役割（ＳＡ） 
住民基本台帳（n=214） 施設配布（n=183） 
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2)将来の名古屋港への期待 

・ 将来の名古屋港への期待として、住民基本台帳では「国際的に競争力のある港」という回答が

過半数に達している。 

・ また、20年先の名古屋港として、「国際競争力のある」「世界に誇れる港」であって欲しいとい

う意見が複数出されているほか、「活力のある港」「仕事や人に夢を抱ける様な場所」といった

意見が出された。 

図 名古屋港が、将来、どういう港であって欲しいと思いますか。 

（３つまで） 

44.4

44.4

43.9

23.4

23.4

22.4

17.3

4.7

39.3

52.5

26.2

40.4

24.6

25.7

22.4

19.7

12.0

50.5

0.0 20.0 40.0 60.0

国際的に競争力のある港

レジャーを楽しむ港

防災拠点として大きな役割を持つ港

自然資源を豊富に有し守り、創る港

マリンレジャーの充実した港

人々が住み、憩い、働く港

産業を支援する港

人・もの・情報が行き交う港

その他

住民基本台帳n=214 施設配布n=183

％

 
 
3)名古屋港の来訪経験と交流・環境分野の期待 

・ 過去１年間に名古屋港を訪れたことがある人は７割以上いる（住民基本台帳 70％、施設配布

81％）。その４分の３以上は観光目的であり、名古屋港水族館（約８割）や、名古屋港ポートビ

ル（約６割）、南極観測船ふじ（約半数）等に多くの人が来訪している。 

・ 親しみやすい名古屋港になるための期待としては、「港の景色を楽しめるようにする」という回

答が半数を超えており、「港らしい景色づくり」に対するニーズは高い。 

・ 名古屋港について「緑豊かな」「環境にやさしい」といったイメージは低い。しかし、将来への

期待は高く、特に、現在ある自然資源を生かしたり、環境を改善し創るということに期待する

という回答が多く集まった。 

図 親しみやすい名古屋港になるための期待（３つまで）   図 環境に先進的な名古屋港であるための期待（３つまで） 
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％   
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33.6

22.9

18.7

18.2

1.4

55.2

54.6

41.0

39.9
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現在ある自然資源を生かし自然を守る

環境を改善し創る港とする

人々が環境について学べる場にする

循環型社会構築へ貢献する港とする

環境負荷が小さくなる取り組み推進

廃棄物処理など環境改善のための場

所とする

環境負荷の少ない輸送手段（船・港）と

しての機能を高める

その他

％  

・世界一の港を目指してほしい。ほかにない港（オンリ

ーワン） 

・国際的にも有名であってほしい 

・経済的港として活気がありながら都市生活者には身

近な自然を与えてくれるそんな名古屋港と名古屋の

街であってくれたらと願います。 

・国際的な拠点であると同時に、「名古屋観光」といえ

ば「名古屋港」が第１にあがるような、モノも人も集ま

る場となることを期待します。 

・国際競争力があって安全性を重点、名古屋近郊の

人々が楽しく観光を拡大し物流と観光の明るい名古

屋港であると期待します。 

・今よりも更に活力のある港であってほしい。愛知の

産業を盛り上げてくれることを願います。 

・働く場を間近でみることで仕事や人に夢を抱けるよう

な場所であってほしいです。子供たちが社会見学と

いう形で体験できたり、興味、夢の幅が広がれば力

強い子供が育ち、未来も明るいと思います。 

Ｑ．20年先の名古屋港への期待 

住民基本台帳n=214 施設配布n=183
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(２)シンポジウム 

パブリックインボルブメントの一環として、名古屋港や新基本構想策定のＰＲとともに、地域住

民をはじめとして一般の方々から幅広い意見・アイデアを集めることを目的として、シンポジウム

「なごやこう未来港房」を開催した。 

①開催日時：平成18年10月29日（土） 13：20～16：30 

②開催場所：名古屋港ポートビル講堂 

③プログラム概要 

■講演 

□歴史編「名古屋港れきし発見！」 

NPO法人堀川まちネット副理事長 末吉順治氏 

□現代編「名古屋港と経済について考えよう！」 

名古屋大学大学院教授 黒田達朗氏 

■海上見学（遊覧船・平成１） 

■ビデオ上映 

■名古屋港新基本構想原案の説明 

③参加者数：１４０名 

受付の様子                      会場内の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演・質疑応答の様子                 海上見学（船内）の様子 
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(３)パブリックコメント 

①目的 

「名古屋港新基本構想（案）」について幅広く意見やアイデアを募集することを目的として、パブ

リックコメントを実施した。 

 
②実施概要 

 「名古屋港新基本構想（案）」について、名古屋港ホームページへの掲載、概要版パンフレット（返

信用葉書付）の配布、名古屋港情報センター等での閲覧、シンポジウム「なごやこう未来港房」に

おけるアンケートを通じて、一般から意見を募集した。実施概要は以下の通り。 

 

■募集期間：2006 年 10月 28日（土）～11月 27日（月）  【31日間】 

■募集方法 

□概要版パンフレットの配布 

・名古屋港情報センター、基本構想担当、名古屋港周辺施設（名古屋港水族館、名古屋港

湾会館、名古屋港ポートビル、名古屋港ゴルフ倶楽部）、愛知県庁、名古屋港に隣接する

市村の各市役所・役場・区役所 

・シンポジウム「なごやこう未来港房」参加者への配布 

□概要版パンフレット及び新基本構想（案）の掲載 

・名古屋港ホームページ 

□新基本構想（案）の閲覧 

・名古屋港情報センター、基本構想担当 

■意見の提出方法：郵送、FAX、メール、持参 

■パブリックコメントの設問内容 

○ 回答者の属性 

○ 基本姿勢・将来目標のわかりやすさ、並びにふさわしさ 

○ 分野別の将来目標の中で特に期待するもの 

 ○ その他アイデアや自由意見 

 

表 パブリックコメントの結果概要 

■回答件数：152 通 

■回答方法：郵送（28通）、メール（24通）、FAX（1通）、持参（0通）、 

      シンポジウムアンケート（99通） 
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③自由意見の概要 

 自由意見としてはのべ 151件の意見がよせられた。 

 項目別の意見延べ件数は次の通り。 
表 項目別の自由意見の延べ件数 

大分類 小分類 意見件数 

めざす方向性 １１ 

将来目標の内容・表現 ４ 

全体の方向性や将来目標 

（１９件） 

新しい視点・目標 ４ 

国際物流の活性化 １１ 

内航海運の重要性、モーダルシフトの推進 ４ 

「グローバルロジスティクス

の港」 

（１６件） 環境面への配慮 １ 

自動車産業以外の産業育成の必要性 １ 「ものづくりの港」 

（２件） 環境面への配慮 １ 

交通アクセス・回遊性 １２ 

新規施設・アトラクションの整備 １２ 

景観や視点場 ６ 

既存施設の有効活用 ３ 

新しいイベント・ＰＲ ３ 

業務機能の導入 ２ 

「夢のふくらむ港」 

（４０件） 

快適な空間の形成 ２ 

安全・安心の確保 ４ 「安全な港」 

（６件） ユニバーサルデザイン ２ 

干潟・湿地保全 １４ 

海域環境 １１ 

環境への配慮や環境を重視した取り組み １１ 

浚渫土砂への対応 ４ 

大気環境 ３ 

「環境にやさしい港」 

（４６件） 

地球温暖化 ３ 

留保地 （５件） 留保地の活用 ５ 

構想への期待 ６ 

広報の必要性や策定プロセス ５ 

あおなみ線の利活用 ３ 

名古屋港管理組合の組織 ２ 

その他 

（１７件） 

港湾整備コスト １ 

合   計 １５１ 
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３．用語解説集 

 

【あ】 

■ アジア航路 

日本と韓国、中国、台湾、シンガポール、香港等のアジア域内の港湾間を結ぶ航路。 

■ アメニティ 

歴史的環境や自然景観などにも配慮した総合的な住み心地の良さ。快適さ。 

■ あおなみ線 

名古屋駅と名古屋港の金城ふ頭を 24 分で結ぶ路線で、2004（平成 16）年 10 月 6 日に開業した

新しい鉄道。 

■ 移出 

貨物・産物を国内の他の地域へ送り出すこと。 

■ 移入 

貨物・産物を国内の他の地域から受け入れること。 

■ 伊勢湾 

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の別表第二では、愛知県伊良湖岬灯台から三重

県大王崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域。海上交通安全法施行令の第一条では、

大山三角点から石鏡灯台まで引いた線、立馬崎灯台から佐久島南端まで引いた線及び同地点から

羽豆岬まで引いた線を他の海域との境界とする。 

■ 伊勢湾岸自動車道 

愛知県豊田市と三重県四日市市を結ぶ全長約 53㎞の自動車専用道路。 

■ 伊勢湾台風 

1959（昭和 34）年 9月 26日に紀伊半島に上陸し、東海地方を中心に近畿から東海の広範囲で大

きな被害を及ぼした台風で、伊勢湾で高潮 3.5ｍが発生して 、倒木、家屋損壊多数で死者 5,098

人を出した。 

■ 一部事務組合 

市町村等の事務の一部を共同処理するために設立された組合で、特別地方公共団体。1市町村で

は対応できない、あるいは広域で取り組んだ方が効率的である等の理由で設立されている。 

■ ウォーターフロント 

海・川・湖などに面する水際の地帯。 

■ オアシス 

疲れをいやし、心に安らぎを与えてくれる場所。憩いの場。元来は、砂漠の中で、水が湧き、樹

木の生えている所のこと。 

 

【か】 

■ 外貿 

外国貿易の略。 
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■ 外航 

外国航路の略。 

■ 海岸保全施設 

海岸保全区域内にある堤防、護岸、その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設。 

■ 基幹航路 

一般に、北米・アジア・欧州の３極を直接結ぶ航路。 

■ 危機管理 

大地震・大停電・テロなど，天災・人災を問わず不測の事態に対して事前の準備を行い、被害を

最小限に食い止めるよう対処するための諸施策。 

■ 近海航路 

日本と中国、韓国、香港、台湾の港湾間を結ぶ航路。 

■ クルーズ 

客船による観光旅行。周遊船旅行。 

■ グローバル化 

世界的規模に広がること。政治・経済・文化などが国境を越えて地球規模で拡大することをいう。 

■ グローバル・ロジスティクス 

世界規模での物流体系。 

■ 結節点 

つなぎめ。むすびめ。 

■ 公団方式 

「公団（公社）方式」は、1960 年代半ば、「コンテナ埠頭の緊急整備」と「専用使用によるコン

テナ船の効率的利用」を可能とするため、従来の「公共方式」を補完することを目的として創設

された整備方式。「公共方式」は不特定の船会社がその都度利用するのに対し、「公社方式」は国

と地方の無利子貸付金や財投資金等の借入金により施設整備し、特定の船会社等に貸し付け、そ

の貸付料から原価回収することを基本とする。 

■ 航路 

船舶等が海上を運航するための通路。 

■ 港湾ＥＤＩシステム 

船舶入出港時及びコンテナに関連した港湾施設の使用許可申請時などの諸手続きを、電子情報で

交換できるコンピューターシステム。海上貨物通関情報処理システム（Sea‐NACCS）等との連携

により、港湾業務のワンストップサービスを目指す。 

■ 港湾区域 

港湾法で定める手続きにより、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者の権限の及びうる範

囲として認可した水域。その範囲は、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小

限度の区域とされている。 

■ コンテナ 

一般的には貨物の規格を統一するために取り入れられた輸送用の容器のこと。ＩＳＯ規格によっ
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て国際的にコンテナの定義、主要寸法、最大総重量、表示方法などが規定されている。サイズに

は、20フィート、40フィートなど、タイプ別には、ドライ、冷凍（リーファ）などがある。 

■ コンテナターミナル 

コンテナ船が着岸し、コンテナを船に積み降ろしするための作業及びコンテナの一時保管を行う

場所。岸壁に隣接して設置されている。 

■ コンビナート 

企業相互の生産性の向上のために原料・燃料・工場施設を計画的・有機的に結び付けた工業地域

または企業集団のこと。 

■ コンベンション 

博覧会や見本市などの大規模な催し。 

 

【さ】 

■ 在来貨物 

コンテナ貨物以外の一般貨物を指す。 

■ サプライチェーンマネジメント（ＳＣＭ） 

企業活動の管理手法の一つで、原材料の調達から生産・販売・物流の業務の流れを一つの「供給

の鎖」（サプライチェーン）ととらえて、企業の壁を越えて情報を共有し、総合的に管理するこ

とで全体の最適化を図ろうとするもの。 

■ 産業クラスター 

わが国産業の国際競争力を強化するとともに､地域経済の活性化に資するため､全国各地に企業､

大学等が産学官連携､産産･異業種連携の広域的なネットワークを形成し､知的資源等の相互活用

によって､地域を中心として新産業･新事業が創出される状態。 

■ シーandエア 

複合輸送の一種で、海上（船）輸送と航空（飛行機）輸送を組み合わせた輸送サービス。北米西

岸経由欧州向けルート等、海上輸送、航空輸送ともに長距離であることが一般的であるが、名古

屋港においては臨海部で生産された航空機の半製品を中部国際空港（セントレア）まで海上輸送

し、そこから北米まで航空輸送する形態の輸送が実施されている。 

■ シーorエア 

海上（船）輸送と航空（飛行機）輸送のそれぞれの長所を比較し、貨物の種類や輸送のニーズに

合わせて臨機応変に輸送手段を選択すること。港湾と空港双方へのアクセスが比較的良好な場合

にのみ実現可能。 

■ シームレス 

切れ目、境のないこと。 

■ 市場メカニズム 

価格の変化に応じて、市場は需要と供給を自動的に調整し、均衡させるような仕組みになってい

ること。 
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■ フェリー（自動車航送船） 

海上輸送法に定められている免許又は許可を受けて、自動車輸送を行っている船舶。 

■ シャーシ 

コンテナを自動車で輸送する際に用いる台車。 

■ シャトル 

定期往復便。 

■ 重要港湾 

日本における港湾の一区分。港湾法第 2条第 2項において「国際海上輸送網又は国内海上輸送網

の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるもの」と定義され

ている。 

■ 準国内輸送化 

国際輸送においても国内輸送並みの利便性が求められること。 

■ 少子高齢化 

生まれてくる子供の数が減り、65歳以上の高齢者の数が増えていくこと。 

＊ 少子化：出生率が低下し、子供の数が減少すること。 

＊ 高齢化：65歳以上の年齢の人の割合が、７%以上を占める場合を「高齢化社会」としてい

る。 

■ 静脈物流 

従来の製品の製造・流通過程で生じる物流（動脈物流）とは逆に、消費者から排出される廃棄物

を回収・再資源化するための物流。製品の生産から再資源化までの循環を、人体の血流にたとえ

た表現。 

■ シングルウィンドウシステム 

利用者がいずれかのシステムに対して１回の入力・送信を行うことにより、複数の行政機関に対

する手続きを行えるシステム。例えば、入港届は港湾管理者、港長、税関、入国管理局、検疫所

の各システムに入力・送信しなければならなかったが、シングルウィンドウシステムの稼働（2003

（平成 15）年 7月稼働）により、1回の送信で行えるようになった。 

■ 浚渫（しゅんせつ）、浚渫土砂 

海底・河床などを、水深を深くするために掘削すること、またその際に発生する土砂。 

■ スーパー中枢港湾 

官民が連携して港湾の重点投資や機能強化を進め、アジア主要港に対抗できる国際拠点港を育て

るプロジェクト。国が 2004（平成 16）年 7月、京浜港（東京港・横浜港）、伊勢湾（名古屋港・

四日市港）、阪神港（大阪港・神戸港）の３港湾を指定した。港湾のコストを３割引き下げるほ

か、現在は３日程度の船が着岸してから貨物が出荷されるまでの時間を１日程度にするのが目標。 

■ 西部木材港 

1959（昭和 34）年の伊勢湾台風による甚大な被害を受けたことを契機に建設された木材を専用

に取り扱う地区。第 1から第 7まで合計 134万 3千㎡の水面・陸上貯木場が建設された。 
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■ ゼロエミッション 

工場などから出る廃棄物や廃熱を他の活動の原材料やエネルギーとして利用することで、廃棄物

（エミッション）がゼロになることを目指すという考え方。国連大学が提唱。 

■ 船社 

船を持ち、旅客や貨物の運送を扱う会社。海運会社。 

 

【た】 

■ 耐震強化岸壁（耐震バース） 

大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確保するために、

特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される岸壁をいう。 

■ 太平洋戦争 

第二次世界大戦の内 1941（昭和 16）年 12月 8日（大本営発表日）から 1945（昭和 20）年 8月

15日の玉音放送(停戦)を経て、9月 2日に降伏調印の期間における、大日本帝国と、主にアメリ

カ・イギリス・オランダなど連合国との戦争の呼称の一つである。 

■ 道州制 

数府県の地域を単位とする広域行政体として、道または州を置く制度。社会・経済の変化に伴い、

現行の府県制の不適当を是正しようとして構想されたもの。 

■ 高潮 

台風や発達した低気圧の通過時に、強風による海水の吹き寄せや気圧降下による海水の吸い上げ

により水面が高くなる現象。 

■ 高潮防波堤 

港と背後地を高潮災害から守るため、高潮のエネルギーを港の外側で減少させて、港内や内陸部

への影響を極力弱めることを目的とする施設。名古屋港においては、伊勢湾台風を教訓に、知多

堤から鍋田堤まで、全長は 7.6ｋｍ、高さは 6.5ｍの高潮防波堤が建設された。 

■ 地球温暖化 

二酸化炭素などの温室効果ガスの蓄積という人為的な要因が主因となって気候が急速に温暖化

すること。 

■ 中部国際空港（セントレア） 

2005（平成 17）年 2月 17 日、成田、関西国際空港に次ぐ国内 3番目のハブ（拠点）空港として

開港。愛知県常滑市沖合の伊勢湾海上に 3,500m の滑走路を持つ。国際線と国内線を歩いて乗り

継ぎできるうえ、24時間運用可能であり、商業施設も充実している。 

■ 中部地域 9県 

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、富山県、石川県、福井県、滋賀県の 9県。 

■ 遠浅 

水ぎわから遠くのほうまで浅い状態のこと。 

■ 東海地震 

東海地方に近い将来発生する可能性が高いとされる大地震。駿河湾から西北西にもぐり込むフィ
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リピン海プレートに引きずり込まれている、陸地側プレートの跳ね返りにより発生するとされて

いる。大規模地震特別措置法の対象となっている。 

■ 東南海・南海地震 

今世紀前半にも発生のおそれが指摘されており、東海から九州にかけてのわが国の広い範囲に、

地震の揺れや津波による相当甚大な被害をもたらす恐れがあると考えられている。この東南海・

南海地震の発生確率は、今後 30年以内に 40％、さらに 50年以内に 80％と予測されており、東

南海地震と南海地震が同時発生した場合、Ｍ8.5前後になると推定されている。 

■ 特定重要港湾 

港湾法第四十二条の 2 で重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要として政令によ

り定められている港湾。全国の 23港が指定されている。また特に重要なものを指定特定重要港

湾として指定している。名古屋港は指定特定重要港湾に指定されている。 

 

【な】 

■ 内貿 

内国貿易の略称。 

■ 内航 

内国航路の略。国内の海上輸送サービスのこと。 

■ 内貿ユニットロード 

一般には、雑貨輸送の効率化を図るため、機械荷役が出来る単位（パレット、コンテナ等）にま

とめられた貨物で内貿貨物のうち、内航コンテナ船、ＲＯＲＯ船、フェリーで輸送される貨物。 

■ 中川口ポンプ所 

降雨時、水位上昇に応じて中川運河内の排水処理を行う。実績として、ポンプ 1台の稼動による

運河水位の低下は 1時間で 6～7cm程度可能。 

■ 名古屋港統一ターミナルシステム（ＮＵＴＳ） 

名古屋港内全てのコンテナターミナルを一元管理する、国内でも先進のコンピューターシステム。

名古屋港の港湾運送事業者が開発・運営し、これにより荷役作業の効率化や処理時間の短縮化が

図られ、物流コスト削減に貢献している。 

■ 荷主 

荷物の発送人。 

■ 名古屋環状2号線 

名古屋市のほぼ外周部に位置し、東西約 15km、南北約 20km、総延長約 66.2km。名古屋市を中心

に放射状に伸びる幹線道路や名古屋高速道路と連絡し、名古屋都市圏をネットワークする主要幹

線道路のひとつとなる。自動車専用道路と一般道路の 2つの役割をもつばかりでなく、沿道との

調和を図る環境づくりも重視した構成になっている。 

■ 名古屋港景観基本計画 

港湾景観形成の総合的かつ計画的推進のため、名古屋港管理組合と関係市町村、民間企業共通の

目標と、目標を実現するための指針を明らかにした計画。 
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■ 名古屋港カラー計画 

ロマンと活気にあふれた港づくりをめざして、様々な機能や形態の建築物、工作物の配色に一定

のルールを用いてコントロールすることにより、地区のイメージを好ましい状態にし、港のゾー

ニングを明確にすることを目的とした計画。 

■ 名古屋港管理組合 

名古屋港を国際港湾として開発・発展させるため、愛知県及び名古屋市を母体とし、1951（昭和

26）年に設立された特別地方公共団体。以来、港湾管理者として、名古屋港の開発・運営から将

来計画の策定、船舶に対する諸サービスまで、多岐にわたる業務を行っている。 

■ 名古屋コンテナ埠頭株式会社（ＮＣＢ） 

名古屋港管理組合と主要な邦船社の出資により 1970（昭和 45）年 12月に設立され、コンテナ埠

頭の建設、管理運営を行っている。 

■ 燃料電池 

燃料の酸化還元反応によって生じる化学エネルギーを、直接電気エネルギーに変える電池。正極

に酸素または空気、負極に水素ガスを用いるものなどがある。 

 

【は】 

■ 排出権取引 

経済活動のしくみを使って国や産業の違いを乗り越えながら、温室効果ガスの抑制を世界規模で

すすめようとする方法。 

■ ハイブリッド 

異種のもの同士が組み合わされて、新しいものができること。また、新しくできたもの。ガソリ

ンエンジンのほかにも動力源を持ち、ガソリン消費量を抑えて、走ることのできる自動車を「ハ

イブリッド車」という。 

■ パブリックインボルブメント 

行政による計画の策定を、住民や市民の参加を積極的に募って行うこと。 

■ パブリックコメント 

行政による施策を原案段階で公表し、市民一般から意見を募り、その上で意志決定を行う手続。 

■ ハートビル法 

高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、1994

（平成６）年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進

に関する法律」の略称。この法律は、不特定多数の者が利用する建築物を建築する者に対し、障

害者等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを 努力義務として課すものである。 

■ 干潟 

海岸で潮がひいたときに現れる砂泥底。 

■ 費用対効果分析（費用効果分析） 

ある目的を達成するための諸案の費用と効果を比較検討し、優先順位を明らかにすること。効果

については、金額表示されるとは限らない点が、費用便益分析と異なる。 
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■ 複合一貫輸送 

特定の貨物が船舶、鉄道、自動車、航空機など種類の異なる2つ以上の輸送手段により相次いで

運送される場合を複合輸送あるいは複合運送といい、貨物の発送人の戸口で貨物が積められ、か

つ封印された貨物を輸送の中継地で一度も開封することなく貨物の受取人の戸口まで単一の運

送人の一元的な責任管理のもとに届けることを複合一貫輸送という。コンテナの普及により普遍

化した。 

■ 物流 

生産者から消費者に至るまでの商品の流れ。 

■ プロモーション（港湾プロモーション） 

（販売などの）促進。奨励。本文では、港湾機能・空間の総合活用推進施策として、貨物・航路・

企業・産業・各種機能の誘致を行うこと。 

■ プレジャーボート 

ヨット・クルーザーなど、レジャー用の小型船舶の総称。 

■ 防潮壁 

高潮防波堤と埋立地によって減殺された高潮が、背後地域へ浸入するのを防止するための施設。

全長は 26.4ｋｍ、高さは名古屋港基準面より 6.0ｍから 6.5ｍ。防潮壁には、64ヶ所の防潮扉が

設置されており、非常時には閉鎖する。石油、アルコールなどの危険物タンクが多い潮見ふ頭で

は、高潮、津波による海側からの被害の防止と、タンクの破損による危険物の海上流出防止の両

機能がある。 

■ ボトルネック 

生産活動や文化活動などで、全体の円滑な進行・発展の妨げとなるような要素。隘路。 

 

【ま】 

■ マーケティング 

一般には、消費者の求めている商品・サービスを調査し、供給する商品や販売活動の方法などを

決定することで、生産者から消費者への流通を円滑化する活動。本文では、港湾の利用者や荷主

企業のニーズを調査し、港の運営に役立てることを指す。 

■ マスタープラン 

基本となる計画または設計。 

■ ミニフロート 

浮体式防災基地。緊急時には、被災地に出動し、被災した岸壁に代わって船舶などを係留するこ

とができ、緊急支援物資の受け入れや住民の緊急輸送の拠点として活用される。現在、伊勢湾で

は名古屋港に 2函係留されており、平常時は一般船舶の係留用浮桟橋として利用されている。 

■ メガオペレーター 

スーパー中枢港湾における次世代高規格コンテナターミナル（メガターミナル）の一体的な運営

を担う運営主体。 
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■ モーダルシフト 

輸送のモード（方式）を転換すること。トラック運転手の不足や交通渋滞、大気汚染を解消する

ため、輸送手段をトラックから大量輸送が可能な船舶や鉄道に転換すること。 

■ 藻場 

沿岸で海中に海草の繁茂している所。アマモ群落のアマモ場、ホンダワラ類の多いガラモ場、コ

ンブ類などの生えている海中林と呼び分けることもあり、魚類がよく集まる。 

 

【や】 

■ 遊休地 

活用されていない土地のこと。 

■ ユニバーサルデザイン 

障害者・高齢者・健常者の区別なしに、すべての人が使いやすいように製品・建物・環境などを

デザインすること。1974（昭和 49）年、アメリカのメースによって提唱された概念。 

 

【ら】 

■ ライフサイクルマネジメント（ＬＣＭ） 

常に、施設の老朽化実態と機能低下の把握を行い、適切に維持管理を行うことにより、最小のコ

ストで所要の性能を確保していくこと。 

■ レクリエーション 

仕事や勉強などの疲れを癒やし、精神的・肉体的に新しい力を盛り返すための休養・娯楽。 

■ リサーチ 

調査・研究すること。 

■ 臨港地区 

港湾機能の保持、活用を図るために指定するもので、水域たる港湾区域とともに、港湾行政上の

基礎的地区。指定は都市計画法上の地域地区の一つとして、港湾管理者の申し出により都市計画

決定される。臨港地区は、港湾管理者業務、港湾施設、環境整備負担金徴収についての地域的範

囲を画するものであり、また、域内構築物の規制や行為の届出等の規制行政の対象範囲でもある。 

■ 流通 

生産者などから商品を消費者へ販売するための物・貨幣・情報の流れ。 

■ ロジスティクス 

もとは軍事用語で、最前線の部隊へ物資を供給する後方支援のこと。企業経営においては、顧客

や市場のニーズに合わせて、的確なタイミングで、できるだけ無駄なく、輸送もしくは保管しよ

うとする取り組みを指す。 

■ ロジスティクスハブ 

中枢的・中核的な国際コンテナ埠頭に隣接する地区において、流通加工機能等の高度な物流サー

ビスを提供する地域。 
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【わ】 

■ ワンストップサービス 

一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計されたサービス。 

 

【A～Z】 

■ BRICs 

経済発展が著しいブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)の頭文字を

合わせた４ヶ国の総称のこと。 

■ EPA（経済連携協定：Economic Partnership Agreement） 

FTA（自由貿易協定）と異なり、ただ単に通商上の障壁を取り除くだけでなく、締約国間で経済

取引の円滑化、経済制度の調和並びに、サービス、投資、電子商取引等、さまざまな経済領域で

の連携強化・協力の促進等をも含めたものをいう。 

■ FAL 条約（国際海上交通の簡易化に関する条約） 

国際航海に係る船舶の入港、停泊、出港に関連する形式、書類要件、手続を最小化、簡素化する

ことによって、国際海運の円滑化を図ること。 

■ FTA（自由貿易協定：Free Trade Agreement） 

物品の関税、その他の制限的な通商規則、サービス貿易等の障壁など、通商上の障壁を取り除く

自由貿易地域の結成を目的とした、２国間以上の国際協定。 

■ LNG（液化天然ガス：Liquefied Natural Gas） 

液化天然ガス。東南アジア、中東アジア諸国及び西豪州で産出される LNG は、LNG船の球形タン

ク内でマイナス 162度に冷却し、体積を 600分の 1にして運搬される。（LPG：液化石油ガス） 

■ NPO 

Non-Profit Organization 又は Not-for-Profit Organization の略であり、ボランティア団体

や市民活動団体などの民間の非営利組織・団体を意味する。 

■ RORO 船 

貨物をトラックやフォークリフトなどにより、船内に直接乗り入れて積み降ろしをする（水平荷

役方式）ために、船尾や船側にゲートを有する船舶。 

■ TEU（Twenty-Foot Equivalent Units） 

20 フィート（コンテナの長さ）換算のコンテナ取扱個数の単位。大部分のコンテナオペレータ

ーは、ＩＳＯ規格の 20フィートコンテナや 40フィートコンテナ等の形状（容積）が異なる複数

のコンテナを採用しているため、場合により、コンテナ単純合計個数で取扱量を計るよりも 20

フィートコンテナ１個を 1TEU、40フィートコンテナ１個を 2TEU として計算する方が実態を適切

に把握することができる。 
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2007年に名古屋港は開港百周年を迎えました 

 

名古屋港は 1907 年の開港から今日まで、 

地域の発展と市民の生活を支える役割を担ってきました。 

そして今、新たな 100年に向けての出発点に立っています。 

いままでの役割を、これからも果たし続けることができるように、 

新たな長期構想「名古屋港の針路」を策定します。 

 

これからも、明るい名古屋は港から 
 

 
名古屋港開港百周年マスコットキャラクター  

ポータン 


