
参 考

平成１４年度 特定港湾施設整備事業基本計画各港別表



 １．上屋

平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
(棟)

備　考

苫小牧
苫小牧港
管理組合

工業港
（中央南）

1.0

酒田 山形県 外港 1.0

大阪 大阪市
南港外港

（中ふ頭）
1.0 

和歌山下津 和歌山県 本港(2) 1.0 

境 境港管理組合 昭和北 4.0

広島 広島県 出島 1.0 

宇部 山口県 芝中 1.0 

宿毛湾 高知県 池島 1.0

鹿児島 鹿児島県 本港区(貨南) 2.0

合　　　　計 13.0

 ２．荷役機械

平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
(基)

備　考

苫小牧
苫小牧港
管理組合

商港（入船） 1.0

横浜 横浜市 本牧 3.0

金沢 石川県 大野 1.0 

清水 静岡県 新興津 3.0

田子の浦 静岡県 中央 2.0

御前崎 静岡県 女岩 1.0 

四日市
四日市港
管理組合

霞ヶ浦
（南ふ頭東）

1.0

神戸 神戸市
ﾎﾟ-ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

２期
2.0 

広島 広島県 出島 1.0 

苅田 福岡県 本港11 1.0 

博多 福岡市 ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ 3.0

合　　　　計 19.0



 ３．ふ頭用地

平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
(千m2)

備　考

紋別 紋別市 第３ふ頭 6.0

釧路 釧路市 第４ふ頭 2.5

留萌 留萌市 三泊 17.9

苫小牧
苫小牧港
管理組合

東港（中央） 9.7

苫小牧
苫小牧港
管理組合

勇払浜 7.0

函館 函館市 若松（南） 0.9

函館 函館市 港町 2.6

函館 函館市 豊川 1.8

石狩湾新
石狩湾新港
管理組合

西 7.9 

青森 青森県 本港（中央） 8.6

むつ小川原 青森県 鷹架（Ⅰ期） 2.5

釜石 岩手県 須賀 2.0

大船渡 岩手県 永浜 1.1

石巻 宮城県 雲雀野 17.9

酒田 山形県 外港 7.9

相馬 福島県 ３号ふ頭 10.0

小名浜 福島県 ５・６号ふ頭 24.0

小名浜 福島県 東港 4.1

常陸那珂 茨城県 中央ふ頭 2.5 

常陸那珂 茨城県 北ふ頭 10.3

鹿島 茨城県 北航路 16.1

木更津 千葉県 木更津南部 1.4

東京 東京都 １２号地 23.2 

横浜 横浜市 大黒 14.2

横浜 横浜市 瑞穂 10.9

横浜 横浜市 本牧(BC) 27.3



平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
(千m2)

備　考

横浜 横浜市 南本牧 8.9

小木 新潟県 羽茂 3.1

伏木富山 富山県 伏木（外港） 5.0 

七尾 石川県 大田（西） 1.3 

七尾 石川県 大田（東） 3.2 

金沢 石川県 大野 1.2 

敦賀 福井県 鞠山（南） 5.2 

敦賀 福井県 金ヶ崎 1.0 

清水 静岡県 新興津 118.3

御前崎 静岡県 女岩 24.8

衣浦 愛知県 武豊北ふ頭 4.2 

衣浦 愛知県 亀崎ふ頭 6.9 

三河 愛知県
神野ふ頭
（西）

27.3 

名古屋
名古屋港
管理組合

稲永ふ頭 4.0 

名古屋
名古屋港
管理組合

鍋田ふ頭 3.0 

四日市
四日市港
管理組合

霞ヶ浦（南ふ
頭Ⅲ期）

8.2

四日市
四日市港
管理組合

霞ヶ浦
（北ふ頭）

5.8 

津松阪 三重県 大口 16.0

鳥羽 三重県 佐田浜 2.7

舞鶴 京都府 和田 3.5 

阪南 大阪府 阪南４区 2.0 

大阪 大阪市 南港東 2.9 

大阪 大阪市 北港南 6.8 

尼崎西宮
芦屋

兵庫県 尼崎 5.4 

姫路 兵庫県 中島 1.3 

姫路 兵庫県 広畑 14.9 



平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
(千m2)

備　考

由良 兵庫県 由良（２） 3.5 

明石 兵庫県 外港 2.4 

神戸 神戸市 ﾎﾟ-ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 19.3 

神戸 神戸市
ﾎﾟ-ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

沖
12.8 

新宮 和歌山県 三輪崎 4.6 

日高 和歌山県 御坊 2.7 

和歌山下津 和歌山県 本港 5.2 

境 境港管理組合 昭和南 5.6 

浜田 島根県 福井 0.7 

三隅 島根県 松原 5.5 

岡山 岡山県 福島 1.7 

宇野 岡山県 宇野 1.2 

水島 岡山県 玉島４号 5.0 

水島 岡山県 玉島６号 11.0 

福山 広島県 箕沖 9.1 

尾道糸崎 広島県 貝野 2.4 

広島 広島県 五日市 6.1 

広島 広島県 宇品内港 4.7 

広島 広島県 出島東 4.1 

広島 広島県 出島 12.5 

大竹 広島県 東栄 6.0 

呉 呉市 阿賀 6.0 

岩国 山口県 新港 1.0 

岩国 山口県 室の木 6.7 

徳山下松 山口県 晴海(3) 2.6 

徳山下松 山口県 晴海沖 12.0 



平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
(千m2)

備　考

徳山下松 山口県 新南陽 8.2 

宇部 山口県 芝中 12.1 

徳島小松島 徳島県 赤石 39.4

橘 徳島県 小勝・後戸 1.5

高知 高知県 三里 2.2

下関 下関市 長府 1.3 

下関 下関市 新港 10.2 

苅田 福岡県 本港11 12.6

苅田 福岡県 新松山 9.1

北九州 北九州市 響灘(西) 58.5

北九州 北九州市 砂津 0.8

博多 福岡市 ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ① 44.8

佐世保 佐世保市 三浦 0.2

長崎 長崎県 本港 0.3

長崎 長崎県 香焼 0.5

厳原 長崎県 久田 3.1

有川 長崎県 有川 2.4

郷ノ浦 長崎県 郷ノ浦 7.3

福江 長崎県 大波止 1.4

青方 長崎県 相河 3.0

相の浦 長崎県 奈留 2.8

水俣 熊本県 百間 7.4

鬼池 熊本県 鬼池 7.9

中津 大分県 田尻 65.6

志布志 鹿児島県 若浜 1.9



平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
(千m2)

備　考

志布志 鹿児島県 新若浜 33.8

鹿児島 鹿児島県 本港区 0.8

鹿児島 鹿児島県 中央港区 0.5

垂水 鹿児島県 本城 2.1

里 鹿児島県 里 1.7

西之表 鹿児島県 中央 7.2

名瀬 鹿児島県 佐大熊 2.3

名瀬 鹿児島県 長浜 1.7

中城湾 沖縄県 新港 3.0

中城湾 沖縄県 西原・与那原 1.7

那覇
那覇港

管理組合
新港ふ頭 8.6

那覇
那覇港

管理組合
浦添ふ頭 3.9

那覇
那覇港

管理組合
那覇ふ頭 4.2

平良 平良市 トゥリバー 1.4

合　　　　計 1,059.0



 ４．都市再開発等用地

平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
(千m2)

備　考

紋別 紋別市 第３ふ頭 8.0

釧路 釧路市 第４ふ頭 2.7

留萌 留萌市 三泊 2.0 

白老 白老町 本港 15.6

函館 函館市 若松（南） 0.1

函館 函館市 港町 1.3

青森 青森県 本港（中央） 5.9

常陸那珂 茨城県 常陸那珂 22.3 

東京 東京都
大井ふ頭～
１５号地

168.0 

東京 東京都
１０～

１３号地
141.0 

横浜 横浜市 南本牧 22.1

横浜 横浜市 中央・新港 18.3

敦賀 福井県 鞠山（南） 4.0 

清水 静岡県 新興津 2.2

御前崎 静岡県 地頭方 15.1 

衣浦 愛知県 ３号地 34.0 

三河 愛知県 御津１区 34.0 

名古屋
名古屋港
管理組合

西部（第１貯
木場）

19.0 

名古屋
名古屋港
管理組合

西部（第７貯
木場）

18.0 

舞鶴 京都府 和田 3.2 

阪南 大阪府 阪南２区 32.0 

大阪 大阪市 新島 120.5 

大阪 大阪市 南港北 0.8 

大阪 大阪市 北港南 76.3 

大阪 大阪市 北港北 1.2 

尼崎西宮
芦屋

兵庫県 南芦屋浜 76.0 



平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
(千m2)

備　考

尼崎西宮
芦屋

兵庫県 扇町 11.2 

津名 兵庫県 生穂 10.0 

神戸 神戸市 ﾎﾟ-ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 45.7 

神戸 神戸市
ﾎﾟ-ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

沖
410.0 

神戸 神戸市
新港～

東部臨海部
0.6 

神戸 神戸市 新港東 7.4 

神戸 神戸市 摩耶 8.5 

水島 岡山県 玉島(Ⅱ期) 153.5 

福山 広島県 内港 7.9 

福山 広島県 箕沖 3.5 

尾道糸崎 広島県 松浜 2.4 

広島 広島県 五日市南 102.0 

広島 広島県 廿日市 5.3 

広島 広島県 宇品内港 2.9 

広島 広島県 出島 36.0 

呉 呉市 阿賀 15.2 

橘 徳島県 小勝・後戸 2.6

粟津 徳島県 松茂 7.6

松山 愛媛県 外港 1.5

高知 高知県 三里 1.5

下関 下関市 長府 15.3 

下関 下関市 新港 0.5 

北九州 北九州市 響灘(西) 3.0

北九州 北九州市 砂津 2.4

博多 福岡市 ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ 44.7



平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
千m2

備　考

佐世保 佐世保市 三浦 3.1

長崎 長崎県 本港 5.1

熊本 熊本県 本港 8.9

志布志 鹿児島県 新若浜 13.9

中城湾 沖縄県 西原・与那原 51.6

那覇 那覇港管理組合 新港ふ頭 6.0

平良 平良市 トゥリバー 1.0

合　　　　計 1,834.4



 ５．工業用地

平成１４年度計画

港　名 事業主体 地区名
数量
千m2

備　考

石狩湾新
石狩湾新港
管理組合

中央 0.5 

八戸 青森県
八太郎

（市川）
26.1

大船渡 岩手県 永浜 3.4

石巻 宮城県 雲雀野 21.4

伏木富山 富山県 伏木（外港） 11.4 

衣浦 愛知県 ３号地 12.0 

三河 愛知県 田原１区 58.0

三河 愛知県 田原４区 22.0 

日高 和歌山県 御坊 13.1 

大竹 広島県 東栄 47.8 

宿毛湾 高知県 池島 7.4 

北九州 北九州市 新門司 6.8

北九州 北九州市 響灘(東) 4.7

中城湾 沖縄県 新港 50.4

合　　　　計 285.0
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