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国土交通省港湾局長   
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国土交通省海事局長   
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スーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果等について 

 

 国土交通省港湾局及び海事局が共同で設置したスーパー中枢港湾選定委員会の審議結果

を踏まえ、貴職の提案されたスーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果及びス

ーパー中枢港湾育成プログラムの作成指針を別添－１及び別添－２のとおり提示いたしま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】国土交通省 港湾局 計画課 
小野(46304)、奥田(46327)、石原(46344) 
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東京港の目論見の評価結果 
 

（１）国家経済・社会に対する効果 

港湾サービス向上の観点から東京港、川崎港、横浜港の京浜３港は、相互に連携に向

けた取り組みを進めているが、コンテナターミナルの機能分担の明確化と投資の効率化

等を促進するための広域的な港湾行政の連携は今後の課題となっている。 

目論見書では、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスの実現に向けた方法論と港湾

関係者の役割分担が明確に認識されており、国際・国内中継貨物の誘致等による需要の

開拓等に関する港湾経営戦略については検討途上にあるものの、スーパー中枢港湾の育

成を通じてわが国の経済・社会の発展に貢献する一定の見込みを有するものと評価され

る。 

 

（２）コンテナ港湾としての規模 

今後、３４０万～３６０万 TEU／年のコンテナ取扱いを目指すこととしており、単独で

はマーケット立地型のスーパー中枢港湾の規模に達しないものの、次世代高規格コンテ

ナターミナルの形成と競争に必要な一定のコンテナ取り扱い規模を有するに至ることが

見込まれる。 

 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの形成 

東京港の大井コンテナ埠頭及び青海コンテナ埠頭は、それぞれ、水深－１５m、バース

延長２，３５０ｍ、及び水深－１２ｍ～－１５ｍ、バース延長１，５７０ｍの施設規模

を有することから、コンテナヤードの奥行きが拡張される等のヤード機能拡充によって、

次世代高規格コンテナターミナルの施設規模を満足する可能性を有する。 

しかしながら、一体的なターミナルオペレーションついては、当面の間はオペレータ

ー間の業務の共同化､協業化を段階的に進めることとしており、その実現可能性はまだ評

価できる段階にない。 

 

（４）ターミナルオペレーターの経営環境整備に関する施策 

官民一体となった協力体制が構築され具体の協力内容に関しての検討が進んでいるが、

アジアの主要港との競争に向けたコスト、サービスに関する目標達成に向けて、港湾管

理者には更に率先して実現性ある施策の詰めを行うことが求められる。 

なお、諸手続きの簡素化、IT 化に向けた明確な戦略を有し、他港を先導する形で港湾

情報プラットフォームの導入が推進されている他、背後交通ネットワークとの円滑なア

クセス確保に向けた臨港交通施設の整備に関して明確なスケジュールを有している。 
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（５）スーパー中枢港湾で実施される施策・戦略 

目論見書は、公社ターミナル及び公共ターミナルから構成される既存のコンテナター

ミナル群を、稼働させつつ段階的に大規模化することを提案しており、今後の具体の検

討によっては革新的な施策、戦略が打ち出せる可能性がある。 

 

（６）評価のまとめ 

大規模な経済の集積を背後に有し、年間５００万 TEU のコンテナ取り扱い需要を有す

る東京湾に位置すると言う地理的ポテンシャルを有すること、及び既存港湾ストックに

恵まれることから、京浜港としての広域港湾連携の下に、マーケット立地型のスーパー

中枢港湾育成が実現する可能性を有する。 

 



東京港に対するスーパー中枢港湾育成プログラム作成の指針 

１．指針の対象 

  東京都（東京港港湾管理者） 

２．基本方針 

東京湾のコンテナ港湾としての国際競争力の向上と港湾投資の効率化を図るために、

湾内のコンテナ物流機能の一体化、例えて言えば次世代高規格コンテナターミナルの

ハード・ソフトの整備や管理・運営の一元化等を目指し、同一湾内において隣接し物

流上の同様の課題を共有する横浜港と共同で「京浜港」として、わが国最大の産業と

人口の集積に直結する東京湾のコンテナ取り扱い需要を生かした「マーケット立地型」

のスーパー中枢港湾の育成に向けたスーパー中枢港湾育成プログラムを作成する。 

３．作成にあたっての留意事項 

 東京港が、横浜港とともに「マーケット立地型」のスーパー中枢港湾育成プログラムを

作成し、指定の基準を達成する上で留意すべき特段の事項は以下のとおり。 

（１） 東京湾における広域的な行政の連携やコンテナ物流機能の一体化に向けた戦略の

明確化を図ると共に、その実現に向けた行動計画を明記すること。特に横浜港と

の連携の下に、 

① 東京湾において次世代高規格コンテナターミナルとしての機能の高度化が

目論まれている、東京港青海ふ頭、大井ふ頭、及び横浜港本牧ふ頭、南本

牧ふ頭、大黒ふ頭の５地区について、横浜港との連携の下に、先導的、実

験的な施策の展開の場としてふさわしい地区を絞り込む等、東京湾におけ

る次世代高規格コンテナターミナルの重点的かつ早期の形成に向けた取り

組みの手順を明確化すること。 

② ターミナル間の適切な競争環境の形成のため、次世代高規格コンテナター

ミナル以外のターミナルに関する当面の間の役割分担及び運営戦略と、次

世代高規格コンテナターミナルにおいて先導的、実験的に展開された施

策・戦略の適用によるこれら以外のターミナルの将来発展に関する見通し

を明確化すること。 

③ 東京湾内のコンテナ横持ち輸送の円滑化やコンテナ機能の将来発展余地の

確保、大規模災害時の港湾機能途絶に対する対応性の向上等について、川

崎港も含めた京浜港一体としての戦略検討を行なうこと。 
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（２） スーパー中枢港湾の育成を通じた港湾の国際競争力の強化に向け、国際・国内中

継貨物の誘致等による需要の開拓等に関し、明確な港湾経営戦略を確立するとと

もに、その実施に向けた行動計画を明記すること。特に、東京湾が一定規模のロ

ーカル貨物を有する北米航路のラストポート・ファーストポートである特性を生

かして、中国及び東南アジアを視野に入れた国際コンテナ貨物中継機能の維持・

拡充策を含むこと。 

（３） 次世代高規格コンテナターミナルの運営を引き受ける単一事業者であるターミナ

ルオペレーターの形成手順、課題、見通し等を明記すること。 

（４） 港湾コストの３割削減及び港湾におけるリードタイムの１日程度までへの短縮等

の目標達成に向けた施策の展開に関して、目標達成上の隘路及び課題克服の考え

方等を明記すること。特に、港湾管理者が率先して打ち出す支援策について、そ

の実施に向けた行動計画を明記すること。 

（５） ロジスティクスセンター形成に向けた戦略の検討を進め、その形成に向けた行動

計画を明記すること。 

（６） スーパー中枢港湾の指定にあたっては、スーパー中枢港湾育成に向けた諸施策が

わが国のコンテナ港湾全般を先導する実験的試みとして、国家的な見地から見て

支援する戦略的価値を有することが求められることに鑑み、育成プログラムに含

まれる施策・戦略について革新性の観点からの意義を明記すること。 

４．作成のスケジュール 

 スーパー中枢港湾候補は、スーパー中枢港湾選定委員会が提示する「スーパー中枢港

湾育成プログラムの骨子」に基きスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、国土交通

省に提出されたい。なお、プログラムの作成作業は、平成１５年度内を目途とする。 
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スーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果等について 

 

 国土交通省港湾局及び海事局が共同で設置したスーパー中枢港湾選定委員会の審議結果

を踏まえ、貴職の提案されたスーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果及びス

ーパー中枢港湾育成プログラムの作成指針を別添－１及び別添－２のとおり提示いたしま

す。 

以上 
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小野(46304)、奥田(46327)、石原(46344) 
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川崎港の目論見の評価結果 
 

（１）国家経済・社会に対する効果 

港湾サービス向上の観点から東京港、川崎港、横浜港の京浜３港は、相互に連携に向

けた取り組みを進めているが、コンテナ港湾として小規模である川崎港は、主体的に広

域的な港湾行政の連携を促進することが困難となっている。 

また、港湾管理者の目論見としてもアジアの主要港を凌ぐコスト・サービスの実現に

向けた方法論と港湾関係者の役割分担は必ずしも明確化されておらず、国際・国内中継

貨物の誘致等による需要の開拓等に関する港湾経営戦略も明確さを欠く。このため、ス

ーパー中枢港湾の育成を通じてわが国の経済・社会の発展に貢献するとの説得性に乏し

い。 

（２）コンテナ港湾としての規模 

目論見書では、１００万 TEU／年のコンテナ取り扱いを目指すこととしているが、展望

は明確ではなく、背後圏の産業集積へのインパクトの弱さ、中継港湾としての発展性の

乏しさからも、単独ではスーパー中枢港湾の規模に達しえないものと評価される。 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの形成 

東扇島地区に延長１,０００以上のコンテナターミナルの整備が可能な水際線と用地

を有するが、港湾計画に定められた範囲では次世代高規格コンテナターミナルの施設規

模を満足する可能性を有しない。 

（４）ターミナルオペレーターの経営環境整備に関する施策 

従前より港湾管理者が率先して港湾料金低減に向けた施策を展開してきたが、川崎港

としての官民一体となった協力体制の構築は行われていない。 

なお、東扇島地区における倉庫等の集積及び臨海部用地は、京浜港のロジスティクス

センター機能集積の可能性を秘める。 

（５）スーパー中枢港湾で実施される施策・戦略 

目論見書からは、今後、革新的な施策、戦略が打ち出される可能性が見出せない。 

 

（６）評価のまとめ 

大規模な経済集積とコンテナ取り扱い需要を有する東京湾において、東京港及び横浜

港の間に位置するものの、自主的に次世代高規格コンテナターミナルを形成する可能性

を有していない。

別添－１ 



川崎港に対するスーパー中枢港湾育成プログラム作成の指針 

１．指針の対象 

川崎市（川崎港港湾管理者） 

２．基本方針 

川崎港は、単独ではスーパー中枢港湾の育成を目指すことは困難と考えられるが、

東京港・横浜港間のコンテナ横持ちルートの確保やロジスティクスセンターとしての

将来発展余地提供等の面において東京湾におけるコンテナ物流の高度化に貢献する可

能性はある。よって、スーパー中枢港湾育成プログラムへの参画をなお希望するので

あれば、京浜港としてのスーパー中枢港湾育成プログラムにおいて、東京港及び横浜

港を補完する川崎港の役割の具体化を検討されたい。 
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国土交通省港湾局長   

金澤 寛  

 

 

国土交通省海事局長   

徳留 健二 

 

 

スーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果等について 

 

 国土交通省港湾局及び海事局が共同で設置したスーパー中枢港湾選定委員会の審議結果

を踏まえ、貴職の提案されたスーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果及びス

ーパー中枢港湾育成プログラムの作成指針を別添－１及び別添－２のとおり提示いたしま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】国土交通省 港湾局 計画課 
小野(46304)、奥田(46327)、石原(46344) 

tel 03-5253-8111(代表) 
tel 03-5253-8670(夜間直通) 
fax 03-5253-1650 
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横浜港の目論見の評価結果 
 

（１）国家経済・社会に対する効果 

港湾サービス向上の観点から東京港、川崎港、横浜港の京浜３港は、相互に連携に向

けた取り組みを進めているが、コンテナターミナルの機能分担の明確化と投資の効率化

等を促進するための広域的な港湾行政の連携は今後の課題となっている。 

目論見書では、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスの実現に向けた方法論と港湾

関係者の役割分担が明確に認識されており、国際・国内中継貨物の誘致等による需要の

開拓等に関する港湾経営戦略については検討途上にあるものの、スーパー中枢港湾の育

成を通じてわが国の経済・社会の発展に貢献する一定の見込みを有するものと評価され

る。 

 

（２）コンテナ港湾としての規模 

今後、３５０万TEU／年のコンテナ取扱いを目指すこととしており、単独ではマーケッ

ト立地型のスーパー中枢港湾の規模に達しないものの、次世代高規格コンテナターミナ

ルの形成と競争に必要な一定のコンテナ取り扱い規模を有するに至ることが見込まれる。 

 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの形成 

既設、整備中、計画を合わせると、南本牧コンテナ埠頭は、水深－１６m、バース延長

１，４５０ｍ、本牧コンテナ埠頭は、水深－１３m～－１６ｍ、バース延長２，８００ｍ、

及び、大黒コンテナ埠頭は、水深－１２ｍ～－１６ｍ、バース延長９４０ｍの施設規模

を有することから、コンテナヤードの奥行きが拡張される等のヤード機能拡充によって、

それぞれが次世代高規格コンテナターミナルの施設規模を満足する可能性を有する。 

また、一体的なターミナルオペレーションついては、港内でコンテナを取り扱う１種

元請会社によって設立された横浜港ターミナル株式会社が既に本牧埠頭の二つのターミ

ナルで業務を実施しており、２種、４種事業者についても、事業の協同化が推進される

など、将来のオペレーション会社形成に一定の見通しが有ると評価される。 

 

（４）ターミナルオペレーターの経営環境整備に関する施策 

官民一体となった協力体制が構築され、「横浜ハブポートプログラム」に基き横浜港の

国際競争力を強化するための課題の解決に取り組み、具体的な成果を生んでいるが、港

湾管理者には更に率先して実現性のある施策の詰めを行うことが求められる。 

なお、諸手続きの簡素化、IT 化に向けた明確な戦略を有し、他港を先導する形で港湾

情報プラットフォームの導入が推進されている他、背後交通ネットワークとの円滑なア
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クセス確保に向けた臨港交通施設の整備に関して明確なスケジュールの提示が可能であ

ること、ロジスティクスセンター形成に向けて明確な戦略を持ち、既に基盤整備、事業

者の誘致等を進めていることから、ターミナルオペレーターの経営環境整備に関し他港

を先導するものと評価される。 

 

（５）スーパー中枢港湾で実施される施策・戦略 

使いやすい港づくり推進協議会による「横浜ハブポートプログラム」の実施や ISO の

取得を目指した取り組み等、他港に先駆けた港湾構造改革の推進が目論まれており、今

後の具体の検討によっては革新的な施策、戦略が打ち出せる可能性がある。 

 

（６）評価のまとめ 

大規模な経済の集積を背後に有し、年間５００万 TEU のコンテナ取り扱い需要を有す

る東京湾に位置すると言う地理的ポテンシャルを有すること、及び横浜ハブポートプロ

グラムに基き他港に先駆けて港湾の国際競争力強化に向けた取り組みを展開しているこ

と、既存港湾ストックに恵まれること等から、京浜港としての広域港湾連携の下に、マ

ーケット立地型のスーパー中枢港湾育成が実現する可能性を有する。 



横浜港に対するスーパー中枢港湾育成プログラム作成の指針 

１．指針の対象 

横浜市（横浜港港湾管理者） 

２．基本方針 

東京湾のコンテナ港湾としての国際競争力の向上と港湾投資の効率化を図るために、

湾内のコンテナ物流機能の一体化、例えて言えば次世代高規格コンテナターミナルの

ハード・ソフトの整備や管理・運営の一元化等を目指し、同一湾内において隣接し物

流上の同様の課題を共有する東京港と共同で「京浜港」として、わが国最大の産業と

人口の集積に直結する東京湾のコンテナ取り扱い需要を生かした「マーケット立地型」

のスーパー中枢港湾の育成に向けたスーパー中枢港湾育成プログラムを作成する。 

３．作成にあたっての留意事項 

横浜港が、東京港とともにマーケット立地型スーパー中枢港湾としてスーパー中枢港湾

育成プログラムを作成し、指定の基準を達成する上で留意すべき特段の事項は以下のとお

り。 

（１） 東京湾における広域的な行政の連携やコンテナ物流機能の一体化に向けた戦

略の明確化を図ると共に、その実現に向けた行動計画を明記すること。特に東

京港との連携の下に、 

① 東京湾において次世代高規格コンテナターミナルとしての機能の高度化が

目論まれている、横浜港本牧ふ頭、南本牧ふ頭、大黒ふ頭、及び東京港青

海ふ頭、大井ふ頭の５地区について、東京港との連携の下に、先導的、実

験的な施策の展開の場としてふさわしい地区を絞り込む等、東京湾におけ

る次世代高規格コンテナターミナルの重点的かつ早期の形成に向けた取り

組みの手順を明確化すること。 

② ターミナル間の適切な競争環境の形成のため、次世代高規格コンテナター

ミナル以外のターミナルの当面の間の役割分担及び運営戦略と、次世代高

規格コンテナターミナルにおいて先導的、実験的に展開された施策・戦略

の適用によるこれら以外のターミナルの将来発展に関する見通しを明確化

すること。 

③ 東京湾内のコンテナ横持ち輸送の円滑化やコンテナ機能の将来発展余地の

確保、大規模災害時の港湾機能途絶に対する対応性の向上等について、川
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崎港も含めた京浜港一体としての戦略検討を行なうこと。 

（２） 次世代高規格コンテナターミナルの運営を引き受ける単一事業者であるターミナ

ルオペレーターの形成手順、課題、見通し等を明記すること。 

（３） 港湾コストの３割削減及び港湾におけるリードタイムの１日程度までへの短縮等

の目標達成に向けた施策に関して、目標達成上の隘路及び課題克服の考え方等を明

記すること。特に、港湾管理者が率先して打ち出す支援策について、その実施に向

けた行動計画を明記すること。 

（４） スーパー中枢港湾の指定にあたっては、スーパー中枢港湾育成に向けた諸施策がわ

が国のコンテナ港湾全般を先導する実験的試みとして、国家的な見地から見て支援

する戦略的価値を有することが求められることに鑑み、育成プログラムに含まれる

施策・戦略について革新性の観点からの意義を明記すること。 

４．作成のスケジュール 

 スーパー中枢港湾候補は、スーパー中枢港湾選定委員会が提示する「スーパー中枢港湾

育成プログラムの骨子」に基きスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、国土交通省に

提出されたい。なお、プログラムの作成作業は、平成１５年度内を目途とする。 



国 港 計 第 ７ １ 号 

国海総第５１５号 

平成 15 年３月５日 

 

名古屋港港湾管理者 名古屋港管理組合管理者 

管理者 名古屋市長 松原 武久 様 

 

 

国土交通省港湾局長   

金澤 寛  

 

 

国土交通省海事局長   

徳留 健二 

 

 

スーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果等について 

 

 国土交通省港湾局及び海事局が共同で設置したスーパー中枢港湾選定委員会の審議結果

を踏まえ、貴職の提案されたスーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果及びス

ーパー中枢港湾育成プログラムの作成指針を別添－１及び別添－２のとおり提示いたしま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】国土交通省 港湾局 計画課 
小野(46304)、奥田(46327)、石原(46344) 

tel 03-5253-8111(代表) 
tel 03-5253-8670(夜間直通) 
fax 03-5253-1650 
E-mail ishihara-h89sc@mlit.go.jp 



名古屋港の目論見の評価結果 
 

（１）国家経済・社会に対する効果 

近傍に位置する四日市港とは、大規模災害時の対応や IT 基盤の共有化を進めることと

しているが、伊勢湾内におけるコンテナターミナルの機能分担の更なる明確化と投資の

効率化等を促進するための広域的な港湾行政の連携は今後の課題となっている。 

目論見書では、国際・国内中継貨物の誘致等による需要の開拓等に関する港湾経営戦

略については検討途上にあるものの、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスの実現に

向けた方法論と港湾関係者の役割分担は一定の明確さを有しており、スーパー中枢港湾

の育成を通じてわが国の経済・社会の発展に貢献する一定の見込みを有する。 

 

（２）コンテナ港湾としての規模 

今後、２３０万～２５０万 TEU／年のコンテナ取り扱いを目指すこととしており、マー

ケット立地型のスーパー中枢港湾の規模に達しないが、中部地域は「ものづくり産業」

の中枢圏域として枢要な地域経済ブロックであることから、わが国産業の集積地の国際

競争力の維持、向上を目指したチャレンジャー型のスーパー中枢港湾としての意義を生

じる可能性を有する。 

 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの形成 

次世代高規格コンテナターミナルの実現が目論まれている飛島ふ頭南側コンテナター

ミナルは、港湾計画上、水深－１５～１６m、バース延長７００ｍの施設規模を有するが、

NCB ターミナルや公共９３、９４号岸壁を含む飛島埠頭地区のロジスティクスセンター化

を視野に入れ隣接する水際線及び背後用地の一体的整備を港湾計画決定するなどの今後

の取り組みを通じて次世代高規格コンテナターミナルとしての施設規模を満足する可能

性を有する。 

また、一体的なターミナルオペレーションの実現可能性は、飛島ふ頭南側コンテナタ

ーミナルの一体的な運営に向けた準備作業が港運等の企業グループにより進行中である

ことから具体化の見通しは十分あるものと評価される。 

 

（４）ターミナルオペレーターの経営環境整備に関する施策 

官民一体となった協力体制が構築され具体の協力内容に関しての検討が進んでいるが、

アジアの主要港との競争に向けたコスト、サービスに関する目標達成に向けて、港湾管

理者には更に率先して実現性ある施策の詰めを行うことが求められる。 

なお、諸手続きの簡素化、IT 化に向けた明確な戦略を有し、他港を先導する形で港湾

別添－１ 



情報プラットフォームの導入が推進されている。 

 

（５）スーパー中枢港湾で実施される施策・戦略 

目論見書は24時間運営に対応した自動化荷役システムの導入や飛島埠頭全体のロジス

ティクスセンター化構想等を提案しており、今後の具体の検討によっては革新的な施策、

戦略が打ち出せる可能性が高い。 

 

（６）評価のまとめ 

地域の枢要なブロックである伊勢湾に位置すると言う地理的ポテンシャルを有し、一

体的なターミナルオペレーションの実現性が高いことから、チャレンジャー型のスーパ

ー中枢港湾育成が実現する可能性を有する。 



名古屋港に対するスーパー中枢港湾育成プログラム作成の指針 

１．指針の対象 

名古屋港管理組合（名古屋港港湾管理者） 

２．基本方針 

伊勢湾のコンテナ港湾としての国際競争力の向上を図るために、湾内のコンテナ物

流機能の一体化や港湾投資の効率化にも配慮し、四日市港との広域的な行政の連携を

図りつつ、わが国輸出産業の集積地に直結するコンテナロジスティクスの拠点性を生

かした「チャレンジャー型」のスーパー中枢港湾の育成に向けたスーパー中枢港湾育

成プログラムを作成する。 

３．作成にあたっての留意事項 

 名古屋港が、コンテナロジスティクスの拠点性に着目した「チャレンジャー型」のスー

パー中枢港湾育成プログラムを作成し、指定の基準を達成する上で留意すべき特段の事項

は以下のとおり。 

（１）国際・国内中継貨物の誘致等によるコンテナ取り扱い需要の拡大に関し、明確

な港湾経営戦略を確立するとともに、その実施に向けた行動計画を明記するこ

と。 

（２）中部地域に集積した輸出産業がアジアとの国際水平分業を最大限に活用し国際

競争力を維持してゆく上で重要なサプライチェーンマネジメントの拠点として、

飛島埠頭のロジスティクスセンター化を推進する。その際、次世代高規格コン

テナターミナルとして高質化が目論まれている飛島埠頭南地区－16m コンテナ

ターミナルを核として、空運や陸上輸送との緊密な連携を念頭に置いたインタ

ーモーダルな機能の形成に向けての取り組みを図りつつ、飛島埠頭地区の物流

機能の一体化を図ることとし、そのための基本戦略及び地元協力体制の整備、

行政手続きの実施等に向けた行動計画を明記すること。また、ロジスティクス

センターが万一の大規模災害によって使用が困難となった場合の中部圏経済に

対する影響の大きさに鑑み、四日市港の活用をも考慮したリスク回避策のあり

方を検討すること。 

（３）伊勢湾内のターミナル間の適切な競争環境の形成のため、次世代高規格コンテ

ナターミナル以外のターミナルの当面の間の役割分担及び運営戦略と、次世代

高規格コンテナターミナルにおいて先導的、実験的に展開された施策・戦略の

適用によるこれら以外のターミナルの将来発展に関する見通しを明確化するこ
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と。 

（４）港湾コストの３割削減及び港湾におけるリードタイムの１日程度までへの短縮

等の目標達成に向けた施策に関して、目標達成上の隘路及び課題克服の考え方

等を明記すること。特に、港湾管理者が率先して打ち出す支援策について、そ

の実施に向けた行動計画を明記すること。 

（５）背後圏における高規格道路の整備スケジュールを明確化するとともに、これら

背後圏交通ネットワークとのアクセス性向上のための臨港交通施設の整備スケ

ジュ－ルを明記すること。また、伊勢湾内のコンテナ横持ち輸送の円滑化、コ

ンテナ機能の将来発展余地の確保等の考え方についても明確化すること。 

 

４．作成のスケジュール 

 スーパー中枢港湾候補は、スーパー中枢港湾選定委員会が提示する「スーパー中枢港

湾育成プログラムの骨子」に基きスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、国土交通

省に提出されたい。なお、プログラムの作成作業は、平成１５年度内を目途とする。 



国 港 計 第 ７ ２ 号 

国海総第５１６号 

平成 15 年３月５日 

 

四日市港港湾管理者 四日市港管理組合管理者 

管理者 三重県知事 北川 正恭 様 

 

 

国土交通省港湾局長   

金澤 寛  

 

 

国土交通省海事局長   

徳留 健二 

 

 

スーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果等について 

 

 国土交通省港湾局及び海事局が共同で設置したスーパー中枢港湾選定委員会の審議結果

を踏まえ、貴職の提案されたスーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果及びス

ーパー中枢港湾育成プログラムの作成指針を別添－１及び別添－２のとおり提示いたしま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】国土交通省 港湾局 計画課 
小野(46304)、奥田(46327)、石原(46344) 

tel 03-5253-8111(代表) 
tel 03-5253-8670(夜間直通) 
fax 03-5253-1650 
E-mail ishihara-h89sc@mlit.go.jp 



四日市港の目論見の評価結果 
 

（１）国家経済・社会に対する効果 

四日市港は「伊勢湾経済圏発展のための２ゲートウェイ構想」を掲げ、名古屋港との

連携、協働によって物流コスト最小化の観点から荷主がゲートウェイを選択できる環境

を整備することとしているが、コンテナ港湾として小規模であることから主体的に広域

的な港湾行政の連携を促進することが困難となっている。 

また港湾管理者の目論見としても、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスの実現に

向けた方法論と港湾関係者の役割分担は必ずしも明確化されておらず、国際・国内中継

貨物の誘致等による需要の開拓等に関する港湾経営戦略も明確さを欠くため、スーパー

中枢港湾の育成を通じてわが国の経済・社会の発展に貢献するとの説得性に乏しい。 

（２）コンテナ港湾としての規模 

目論見書では、平成 20 年前半に 33 万 TEU／年のコンテナ取り扱いを目指すこととして

おり、背後圏の産業集積へのインパクトの弱さ、中継港湾としての発展性の乏しさから

も、単独ではスーパー中枢港湾の規模に達しえないものと評価される。 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの形成 

霞が浦地区に延長 660～680ｍと 250m のコンテナターミナルを有するが、大幅な施設拡

張がなされない限り、次世代高規格コンテナターミナルとしての規模が満足される可能

性はない。 

しかしながら、四日市港の港運事業者を中心として、ターミナルオペレーターの設立

に向けた検討が始まっており、一体的なターミナルオペレーションの実現に向けて一定

の見通しがあるものと評価される。 

（４）ターミナルオペレーターの経営環境整備に関する施策 

官民一体となった協力体制の整備が進みつつあり、港湾管理者が率先して港湾料金低

減に向けた施策の検討を行っている。 

（５）スーパー中枢港湾で実施される施策・戦略 

目論見書からは、今後、革新的な施策、戦略が打ち出される可能性が見出せない。 

 

（６）評価のまとめ 

「ものづくり産業」の中枢圏域を背後圏とする伊勢湾において、名古屋港と近接する

ものの、自主的に次世代高規格コンテナターミナルを形成する可能性は乏しい。 
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四日市港に対するスーパー中枢港湾育成プログラム作成の指針 

１．指針の対象 

四日市港管理組合（四日市港港湾管理者） 

２．基本方針 

四日市港は、単独ではスーパー中枢港湾の育成を目指すことは困難と考えられるが、

大規模災害時等における名古屋港のリダンダンシー確保等の役割を果たす可能性はあ

る。よって、スーパー中枢港湾育成プログラムへの参画をなお希望するのであれば、

名古屋港港湾管理者が検討するスーパー中枢港湾育成プログラムにおいて、四日市港

の補完的役割の具体化を検討されたい。 
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国 港 計 第 ７ ３ 号 

国海総第５１７号 

平成 15 年３月５日 

 

大阪港港湾管理者 大阪市 

代表者 大阪市長 磯村 隆文 様 

 

 

国土交通省港湾局長   

金澤 寛  

 

 

国土交通省海事局長   

徳留 健二 

 

 

スーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果等について 

 

 国土交通省港湾局及び海事局が共同で設置したスーパー中枢港湾選定委員会の審議結果

を踏まえ、貴職の提案されたスーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果及びス

ーパー中枢港湾育成プログラムの作成指針を別添－１及び別添－２のとおり提示いたしま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】国土交通省 港湾局 計画課 
小野(46304)、奥田(46327)、石原(46344) 

tel 03-5253-8111(代表) 
tel 03-5253-8670(夜間直通) 
fax 03-5253-1650 
E-mail ishihara-h89sc@mlit.go.jp 



神戸・大阪港の目論見の評価結果 
 

（１）国家経済・社会に対する効果 

大阪湾における広域連携の実現の一歩として、神戸港及び大阪港は、共同で目論見書

を作成したが、コンテナターミナルの機能分担の明確化と投資の効率化等を促進すると

ともに、相互に協力して港湾サービス水準を高めるための実質的な港湾行政の連携は、

今後の課題となっている。 

目論見書では、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスの実現に向けた方法論の明確

化が必要であるものの、国際・国内中継貨物の誘致等による需要の開拓等に関する港湾

経営戦略についての検討が進んでおり、港湾関係者の役割分担も明確に認識されている

ことから、スーパー中枢港湾の育成を通じてわが国の経済・社会の発展に貢献する一定

の見込みを有するものと評価される。 

 

（２）コンテナ港湾としての規模 

神戸港・大阪港を合わせた外貿コンテナ取り扱い貨物量は、現時点で既に年間約３３

０万 TEU あり、今後５年程度の間に、次世代高規格コンテナターミナルの形成と競争に

必要な年間４００万 TEU のコンテナ取り扱い規模に至ることが見込まれる。 

 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの形成 

神戸港のポートアイランド（第２期）コンテナ埠頭 PC１３～１８及び六甲アイランド

コンテナ埠頭、大阪港の夢洲コンテナターミナルは、それぞれ、水深－１５m、バース延

長２，８００ｍ、水深－１４ｍ、バース延長２，８００ｍ、水深－１５m、バース延長１，

０５０ｍの施設規模を有することから、必要に応じてバース水深の増深やコンテナヤー

ドの奥行き拡張等を行うことによって、次世代高規格コンテナターミナルの施設規模を

満足する可能性を有する。 

また、一体的なターミナルオペレーションの実現性については、荷役作業の共同化

が進められている他、官民が一体となってターミナルオペレーター形成に向けた検討組

織を立ち上げており、次世代高規格ターミナル運営を引き受ける単一事業者のターミナ

ルオペレーターに関し、一定の見通しがあると評価される。 

 

（４）ターミナルオペレーターの経営環境整備に関する施策 

神戸港・大阪港では、コスト・サービス水準の目標達成に向けて、官民一体となった

協力体制の整備が進められているが、港湾管理者には更に率先して実現性ある施策の詰

めを行うことが求められる。 

別添－１ 



なお、目論見書では諸手続きの簡素化、IT 化に向けた明確な戦略の下に、他港を先導

する形で港湾情報プラットフォームの導入が推進されている他、背後交通ネットワーク

との円滑なアクセス確保に向けた臨港交通施設の整備に関しても明確なスケジュールの

提示が可能となるものと期待される。 

 

（５）スーパー中枢港湾で実施される施策・戦略 

目論見書は、公社ターミナル及び新方式ターミナルから構成されるコンテナターミナ

ル群を、稼働させつつ段階的に大規模化することを提案しており、今後の具体の検討に

よっては革新的な施策、戦略が打ち出せる可能性がある。 

 

（６）評価のまとめ 

大規模な経済の集積を背後に有し、神戸港・大阪港を合わせて年間３３０万 TEU のコ

ンテナ取り扱い需要を有する大阪湾に位置すると言う地理的ポテンシャルを有すること、

及び既存港湾ストックに恵まれることから、神戸港・大阪港の広域港湾連携の下に、マ

ーケット立地型のスーパー中枢港湾育成が実現する可能性を有する。 



大阪湾に対するスーパー中枢港湾育成プログラム作成の指針 

１．指針の対象 

神戸市（神戸港港湾管理者）及び大阪市（大阪港港湾管理者）の連合体 

２．基本方針 

大阪湾のコンテナ港湾としての国際競争力の向上と港湾投資の効率化を図るために、

湾内のコンテナ物流機能の一体化、例えて言えば次世代高規格コンテナターミナルの

ハード・ソフトの整備や管理・運営の一元化等を目指し、神戸港港湾管理者及び大阪

港港湾管理者が連携の更なる具体化を図りつつ「阪神港」として、わが国第二位の産

業と人口の集積に直結する大阪湾のコンテナ取り扱い需要を生かした「マーケット立

地型」のスーパー中枢港湾の育成に向けたスーパー中枢港湾育成プログラムを作成す

る。 

３．作成にあたっての留意事項 

 神戸港・大阪港が「マーケット立地型」のスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、

指定の基準を達成する上で留意すべき特段の事項は以下のとおり。 

（１）阪神港としての広域的な行政の連携の下に、コンテナ物流機能の一体化等の港湾の

国際競争力強化のための戦略的な施策を両港の港湾管理者が一致・共同して展開す

るための行動計画を明記すること。その際、 

① 次世代高規格コンテナターミナルとして機能の高度化が目論まれている神

戸港 PI 二期地区、六甲埠頭、大阪港夢洲ターミナルの３地区について、先

導的、実験的な施策の展開の場としてふさわしい地区を絞り込む等、大阪

湾における次世代高規格コンテナターミナルの重点的かつ早期の形成に向

けた取り組みの手順を明記すること。 

② ターミナル間の適切な競争環境の形成のため、次世代高規格コンテナター

ミナル以外のターミナルの当面の間の役割分担及び運営戦略と、次世代高

規格コンテナターミナルにおいて先導的、実験的に展開された施策・戦略

の適用によるこれら以外のターミナルの将来発展に関する見通しを明確化

すること。 

③ 大阪湾内のコンテナ横持ち輸送の円滑化やコンテナ機能の将来発展余地の

確保、大規模災害時の港湾機能途絶に対する対応性の向上等について、阪

神港一体としての戦略検討を行なうこと。 

別添－２ 



（２）スーパー中枢港湾の育成を通じた港湾の国際競争力の強化に向け、国際・国内中継

貨物の誘致等による需要の開拓等に関し、更なる港湾経営戦略の明確化を図るとと

もに、その実施に向けた行動計画を明記すること。特に、中国及び東南アジアを視

野に入れた国際コンテナ貨物中継機能の維持・拡充策や瀬戸内海諸港との内航フィ

ーダー貨物の維持・拡充策をターゲットとして含むこと。 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの運営を引き受ける単一事業者であるターミナル

オペレーターの形成手順、課題、見通し等を明記すること。 

（４）港湾コストの３割削減及び港湾におけるリードタイムの１日程度までへの短縮等の

目標達成に向けた施策の展開に関して、目標達成上の隘路及び課題克服の考え方並

びに官民一体となった協力体制の更なる強化策等を明記すること。特に、神戸港と

大阪港を一体として開港指定する等の目論見書において国に求められている諸施策

について、港湾管理者が率先して行う今後の取り組みの行動計画を明記すること。 

（５）ロジスティクスセンター形成に向けた戦略の検討を進め、その形成に向けた行動計

画を明記すること。 

（６）スーパー中枢港湾の指定にあたっては、スーパー中枢港湾育成に向けた諸施策がわ

が国のコンテナ港湾全般を先導する実験的試みとして、国家的な見地から見て支援

する戦略的価値を有することが求められることに鑑み、育成プログラムに含まれる

施策・戦略について革新性の観点からの意義を明記すること。 

４．作成のスケジュール 

 スーパー中枢港湾候補は、スーパー中枢港湾選定委員会が提示する「スーパー中枢港

湾育成プログラムの骨子」に基きスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、国土交通

省に提出されたい。なお、プログラムの作成作業は、平成１５年度内を目途とする。 
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スーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果等について 

 

 国土交通省港湾局及び海事局が共同で設置したスーパー中枢港湾選定委員会の審議結果

を踏まえ、貴職の提案されたスーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果及びス

ーパー中枢港湾育成プログラムの作成指針を別添－１及び別添－２のとおり提示いたしま

す。 
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神戸・大阪港の目論見の評価結果 
 

（１）国家経済・社会に対する効果 

大阪湾における広域連携の実現の一歩として、神戸港及び大阪港は、共同で目論見書

を作成したが、コンテナターミナルの機能分担の明確化と投資の効率化等を促進すると

ともに、相互に協力して港湾サービス水準を高めるための実質的な港湾行政の連携は、

今後の課題となっている。 

目論見書では、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスの実現に向けた方法論の明確

化が必要であるものの、国際・国内中継貨物の誘致等による需要の開拓等に関する港湾

経営戦略についての検討が進んでおり、港湾関係者の役割分担も明確に認識されている

ことから、スーパー中枢港湾の育成を通じてわが国の経済・社会の発展に貢献する一定

の見込みを有するものと評価される。 

 

（２）コンテナ港湾としての規模 

神戸港・大阪港を合わせた外貿コンテナ取り扱い貨物量は、現時点で既に年間約３３

０万 TEU あり、今後５年程度の間に、次世代高規格コンテナターミナルの形成と競争に

必要な年間４００万 TEU のコンテナ取り扱い規模に至ることが見込まれる。 

 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの形成 

神戸港のポートアイランド（第２期）コンテナ埠頭 PC１３～１８及び六甲アイランド

コンテナ埠頭、大阪港の夢洲コンテナターミナルは、それぞれ、水深－１５m、バース延

長２，８００ｍ、水深－１４ｍ、バース延長２，８００ｍ、水深－１５m、バース延長１，

０５０ｍの施設規模を有することから、必要に応じてバース水深の増深やコンテナヤー

ドの奥行き拡張等を行うことによって、次世代高規格コンテナターミナルの施設規模を

満足する可能性を有する。 

また、一体的なターミナルオペレーションの実現性については、荷役作業の共同化

が進められている他、官民が一体となってターミナルオペレーター形成に向けた検討組

織を立ち上げており、次世代高規格ターミナル運営を引き受ける単一事業者のターミナ

ルオペレーターに関し、一定の見通しがあると評価される。 

 

（４）ターミナルオペレーターの経営環境整備に関する施策 

神戸港・大阪港では、コスト・サービス水準の目標達成に向けて、官民一体となった

協力体制の整備が進められているが、港湾管理者には更に率先して実現性ある施策の詰

めを行うことが求められる。 

別添－１ 



なお、目論見書では諸手続きの簡素化、IT 化に向けた明確な戦略の下に、他港を先導

する形で港湾情報プラットフォームの導入が推進されている他、背後交通ネットワーク

との円滑なアクセス確保に向けた臨港交通施設の整備に関しても明確なスケジュールの

提示が可能となるものと期待される。 

 

（５）スーパー中枢港湾で実施される施策・戦略 

目論見書は、公社ターミナル及び新方式ターミナルから構成されるコンテナターミナ

ル群を、稼働させつつ段階的に大規模化することを提案しており、今後の具体の検討に

よっては革新的な施策、戦略が打ち出せる可能性がある。 

 

（６）評価のまとめ 

大規模な経済の集積を背後に有し、神戸港・大阪港を合わせて年間３３０万 TEU のコ

ンテナ取り扱い需要を有する大阪湾に位置すると言う地理的ポテンシャルを有すること、

及び既存港湾ストックに恵まれることから、神戸港・大阪港の広域港湾連携の下に、マ

ーケット立地型のスーパー中枢港湾育成が実現する可能性を有する。 



大阪湾に対するスーパー中枢港湾育成プログラム作成の指針 

１．指針の対象 

神戸市（神戸港港湾管理者）及び大阪市（大阪港港湾管理者）の連合体 

２．基本方針 

大阪湾のコンテナ港湾としての国際競争力の向上と港湾投資の効率化を図るために、

湾内のコンテナ物流機能の一体化、例えて言えば次世代高規格コンテナターミナルの

ハード・ソフトの整備や管理・運営の一元化等を目指し、神戸港港湾管理者及び大阪

港港湾管理者が連携の更なる具体化を図りつつ「阪神港」として、わが国第二位の産

業と人口の集積に直結する大阪湾のコンテナ取り扱い需要を生かした「マーケット立

地型」のスーパー中枢港湾の育成に向けたスーパー中枢港湾育成プログラムを作成す

る。 

３．作成にあたっての留意事項 

 神戸港・大阪港が「マーケット立地型」のスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、

指定の基準を達成する上で留意すべき特段の事項は以下のとおり。 

（１）阪神港としての広域的な行政の連携の下に、コンテナ物流機能の一体化等の港湾の

国際競争力強化のための戦略的な施策を両港の港湾管理者が一致・共同して展開す

るための行動計画を明記すること。その際、 

① 次世代高規格コンテナターミナルとして機能の高度化が目論まれている神

戸港 PI 二期地区、六甲埠頭、大阪港夢洲ターミナルの３地区について、先

導的、実験的な施策の展開の場としてふさわしい地区を絞り込む等、大阪湾

における次世代高規格コンテナターミナルの重点的かつ早期の形成に向け

た取り組みの手順を明記すること。 

② ターミナル間の適切な競争環境の形成のため、次世代高規格コンテナター

ミナル以外のターミナルの当面の間の役割分担及び運営戦略と、次世代高規

格コンテナターミナルにおいて先導的、実験的に展開された施策・戦略の適

用によるこれら以外のターミナルの将来発展に関する見通しを明確化する

こと。 

③ 大阪湾内のコンテナ横持ち輸送の円滑化やコンテナ機能の将来発展余地の

確保、大規模災害時の港湾機能途絶に対する対応性の向上等について、阪神

港一体としての戦略検討を行なうこと。 

別添－２ 



（２）スーパー中枢港湾の育成を通じた港湾の国際競争力の強化に向け、国際・国内中継

貨物の誘致等による需要の開拓等に関し、更なる港湾経営戦略の明確化を図るとと

もに、その実施に向けた行動計画を明記すること。特に、中国及び東南アジアを視

野に入れた国際コンテナ貨物中継機能の維持・拡充策や瀬戸内海諸港との内航フィ

ーダー貨物の維持・拡充策をターゲットとして含むこと。 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの運営を引き受ける単一事業者であるターミナル

オペレーターの形成手順、課題、見通し等を明記すること。 

（４）港湾コストの３割削減及び港湾におけるリードタイムの１日程度までへの短縮等の

目標達成に向けた施策の展開に関して、目標達成上の隘路及び課題克服の考え方並

びに官民一体となった協力体制の更なる強化策等を明記すること。特に、神戸港と

大阪港を一体として開港指定する等の目論見書において国に求められている諸施策

について、港湾管理者が率先して行う今後の取り組みの行動計画を明記すること。 

（５）ロジスティクスセンター形成に向けた戦略の検討を進め、その形成に向けた行動計

画を明記すること。 

（６）スーパー中枢港湾の指定にあたっては、スーパー中枢港湾育成に向けた諸施策がわ

が国のコンテナ港湾全般を先導する実験的試みとして、国家的な見地から見て支援

する戦略的価値を有することが求められることに鑑み、育成プログラムに含まれる

施策・戦略について革新性の観点からの意義を明記すること。 

４．作成のスケジュール 

 スーパー中枢港湾候補は、スーパー中枢港湾選定委員会が提示する「スーパー中枢港

湾育成プログラムの骨子」に基きスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、国土交通

省に提出されたい。なお、プログラムの作成作業は、平成１５年度内を目途とする。 



国 港 計 第 ７ ５ 号 

国海総第５１９号 

平成 15 年３月５日 

 

北九州港港湾管理者 北九州市 

代表者 北九州市長 末吉 興一 様 

 

 

国土交通省港湾局長   

金澤 寛  

 

 

国土交通省海事局長   

徳留 健二 

 

 

スーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果等について 

 

 国土交通省港湾局及び海事局が共同で設置したスーパー中枢港湾選定委員会の審議結果

を踏まえ、貴職の提案されたスーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果及びス

ーパー中枢港湾育成プログラムの作成指針を別添－１及び別添－２のとおり提示いたしま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】国土交通省 港湾局 計画課 
小野(46304)、奥田(46327)、石原(46344) 

tel 03-5253-8111(代表) 
tel 03-5253-8670(夜間直通) 
fax 03-5253-1650 
E-mail ishihara-h89sc@mlit.go.jp 



北九州港の目論見の評価結果 
 

（１）国家経済・社会に対する効果 

地理上のポテンシャルを活かし東アジアのハブポートを目指す北九州港は、博多港と

の共通する最大の競争相手を釜山港と設定し、サービスレベルを博多港との競争と連携

の両面により向上させるとの認識に立っており、コンテナターミナルの機能分担の明確

化と投資の効率化等を促進するための広域的な港湾行政の連携はまだ発想されるに至っ

ていない。 

目論見書では、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスの実現に向けての方法論や目

標達成に向けた港湾関係者の役割分担は明確に認識されていると評価される。 

 

（２）コンテナ港湾としての規模 

今後、１００万TEU／年のコンテナ取り扱いを目指すこととしており、マーケット立地

型のスーパー中枢港湾の規模には達しないが、地理上のポテンシャルを活かしたコンテ

ナ中継港湾としての発展の可能性を残しており、その港湾経営戦略次第ではチャレンジ

ャー型スーパー中枢港湾としての意義を生じる可能性を有する。 

 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの形成 

北九州港ひびきコンテナターミナルは、水深－１０ｍ～１５ｍ、バース延長１，０４

０ｍの港湾施設を整備中であり、平成１５年度中に予定されるターミナルの供用とヤー

ドの拡充によって、次世代高規格コンテナターミナルの施設規模を満足し得る。 

また、本ターミナルのオペレーターについては、ＰＦＩ手続きにより選定された優先

交渉者と平成１５年春の運営会社設立に向け交渉中であり、単一事業者のターミナルオ

ペレーターの設立に十分具体的な見通しがある。 

 

（４）ターミナルオペレーターの経営環境整備に関する施策 

ひびきコンテナターミナルの運営開始に向けて官民一体となった協力体制が構築され、

協力内容に関しての具体の検討が進み、その一部については実施に移されているが、ア

ジアの主要港との競争に向けたコスト、サービスに関する目標達成の見込みはまだ明確

ではない。なお、背後交通ネットワークとの円滑なアクセス確保に向け、関連道路の整

備等が進められており、サービス開始の時期等に関して明確なタイムスケジュールの提

示が可能である。 

 

（５）スーパー中枢港湾で実施される施策・戦略 

別添－１ 



目論見書は、地理上のポテンシャルを活かした国際コンテナ中継港湾としてのチャレ

ンジャー型スーパー中枢港湾を提案しており、PFI によるわが国初の本格的なコンテナタ

ーミナルの形成等今後のターミナル運営の動向によっては革新的な施策、戦略が打ち出

されたと評価される可能性がある。 

 

（６）評価のまとめ 

現在整備中の施設の供用等により容易に次世代高規格コンテナターミナルの規模を満

足し得ること、及び単一事業者のターミナルオペレーターの設立に十分具体的な見通し

があることから、地理上のポテンシャルを活かした中継港湾としての戦略の展開次第で

は、チャレンジャー型のスーパー中枢港湾の育成が実現する可能性を有する。 



北九州港に対するスーパー中枢港湾育成プログラム作成の指針 

１．指針の対象 

北九州市（北九州港港湾管理者） 

２．基本方針 

北部九州の地理的ポテンシャルを生かしつつ急増するアジアのコンテナ輸送マーケ

ットをターゲットとした先導的な国際・国内中継港湾の実現を目指す「チャレンジャ

ー型」のスーパー中枢港湾の育成に向けたスーパー中枢港湾育成プログラムを作成す

る。 

３．作成にあたっての留意事項 

 北九州港が、わが国の他のコンテナ港湾を先導する形で釜山との国際競争を展開する「チ

ャレンジャー型」のスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、指定の基準を達成する上

で留意すべき特段の事項は以下のとおり。 

（１） 釜山港との直接競争を目指し、特に中国の経済成長を中心として急増するアジアの

コンテナ輸送マーケットを獲得するための具体的な戦略、行動計画等を明記するこ

と。特に、関門港としてのソフト・ハードの蓄積と北部九州の地理上のポテンシャ

ルを活かしたコンテナ中継港としての魅力の増進及び国際・国内航路の誘致に関し

その目途を明記すること。 

（２） 港湾コストの３割削減及び港湾におけるリードタイムの１日程度までへの短縮等

の目標達成に向けた施策の展開に関して、目標達成上の隘路及び課題克服の考え方

等を明記すること。特に、港湾管理者が率先して打ち出す支援策について、その実

施に向けた行動計画を明記すること。 

（３） 諸手続の簡素化、ＩＴ化に向けた明確な戦略及びロジスティクスセンター形成に向

けた戦略の検討を進め、その行動計画を明記すること。 

４．作成のスケジュール 

 スーパー中枢港湾候補は、スーパー中枢港湾選定委員会が提示する「スーパー中枢港湾

育成プログラムの骨子」に基きスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、国土交通省に

提出されたい。なお、プログラムの作成作業は、平成１５年度内を目途とする。 
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国 港 計 第 ７ ６ 号 

国海総第５２０号 

平成 15 年３月５日 

 

博多港港湾管理者 福岡市 

代表者 福岡市長 山崎 広太郎 様 

 

 

国土交通省港湾局長   

金澤 寛  

 

 

国土交通省海事局長   

徳留 健二 

 

 

スーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果等について 

 

 国土交通省港湾局及び海事局が共同で設置したスーパー中枢港湾選定委員会の審議結果

を踏まえ、貴職の提案されたスーパー中枢港湾の育成に向けた目論見書の評価結果及びス

ーパー中枢港湾育成プログラムの作成指針を別添－１及び別添－２のとおり提示いたしま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】国土交通省 港湾局 計画課 
小野(46304)、奥田(46327)、石原(46344) 

tel 03-5253-8111(代表) 
tel 03-5253-8670(夜間直通) 
fax 03-5253-1650 
E-mail ishihara-h89sc@mlit.go.jp 



博多港の目論見の評価結果 
 

（１）国家経済・社会に対する効果 

地理上のポテンシャルを活かし東アジアのハブポートを目指す博多港は、北九州港と

の共通する最大の競争相手を釜山港と設定し、サービスレベルを北九州港との競争と連

携の両面により向上させるとの認識に立っており、コンテナターミナルの機能分担の明

確化と投資の効率化等を促進するための広域的な港湾行政の連携はまだ発想されるに至

っていない。 

目論見書では、アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスの実現に向けての方法論の明

確化が必要であるものの、目標達成に向けた港湾関係者の役割分担は概ね認識されてい

るものと評価される。 

 

（２）コンテナ港湾としての規模 

今後、中期的には１００万 TEU／年、長期的には２００万 TEU／年のコンテナ取扱いを

目指すこととしており、マーケット立地型のスーパー中枢港湾の規模には達しないが、

地理上のポテンシャルを活かしたコンテナ中継港湾としての発展の可能性を残しており、

その港湾経営戦略次第ではチャレンジャー型スーパー中枢港湾としての意義を生じる可

能性を有する。 

 

（３）次世代高規格コンテナターミナルの形成 

博多港アイランドシティ地区では、水深－１４m、バース延長３３０ｍの施設を整備中

であり（平成１５年度供用予定）、これと連続する形で港湾計画に位置づけられている水

深－１５ｍ、バース延長７００ｍの施設整備によって、次世代高規格コンテナターミナ

ルの施設規模を満足し得る。 

しかしながら、荷役作業については当面現状の事業協同組合の構成員による実施が想

定されており、共同運営会社の設立が将来的な対応とされていることから、一体的なタ

ーミナルのオペレーションの実現性はまだ評価できる段階にない。 

 

（４）ターミナルオペレーターの経営環境整備に関する施策 

官民一体となった協力体制が構築され具体の協力内容や構造改革特別区域法に基づく

「特定埠頭運営効率化推進事業」の活用に関しての検討が進んでいるが、アジアの主要

港との競争に向けたコスト、サービスに関する目標達成に向けて、港湾管理者には更に

率先して実現性ある施策の詰めを行うことが求められる。 

なお、港湾物流の IT 化に向けた明確な戦略を有し、他港を先導する形で海陸一環物流

別添－１ 



情報システム等が構築されている。 

 

（５）スーパー中枢港湾で実施される施策・戦略 

目論見書は、地理上のポテンシャルを活かした国際コンテナ中継港湾としてのチャレ

ンジャー型スーパー中枢港湾を提案しており、港湾物流の IT 化や中継港湾としての今後

の発展次第では革新的な施策、戦略が打ち出せる可能性がある。 

 

（６）評価のまとめ 

港湾物流の IT 化に向けた明確な戦略を有し、また次世代高規格コンテナターミナルと

して施設規模の拡張余地があり、一体的なターミナルオペレーションの具体化や中継港

湾としての戦略の展開により、チャレンジャー型のスーパー中枢港湾の育成が実現する

可能性を有する。 



博多港に対するスーパー中枢港湾育成プログラム作成の指針 

１．指針の対象 

福岡市（博多港港湾管理者） 

２．基本方針 

北部九州の地理的ポテンシャルを生かしつつ急増するアジアのコンテナ輸送マーケ

ットをターゲットとした先導的な国際・国内中継港湾の実現を目指す「チャレンジャ

ー型」のスーパー中枢港湾の育成に向けたスーパー中枢港湾育成プログラムを作成す

る。 

３．作成にあたっての留意事項 

 博多港が、わが国の他のコンテナ港湾を先導する形で釜山との国際競争を展開する「チ

ャレンジャー型」のスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、指定の基準を達成する上

で留意すべき特段の事項は以下のとおり。 

（１） 釜山港との直接競争を目指し、特に中国の経済成長を中心として急増するアジアの

コンテナ輸送マーケットを獲得するための具体的な戦略、行動計画等を明記するこ

と。特に、北部九州の地理上のポテンシャルを活かしたコンテナ中継港としての魅

力の増進及び国際・国内航路の誘致に関しその目途を明記すること。 

（２） 港湾コストの３割削減及び港湾におけるリードタイムの１日程度までへの短縮等

の目標達成に向けた施策に関して、目標達成上の隘路及び課題克服の考え方等を明

記すること。特に、港湾管理者が率先して打ち出す支援策について、その実施に向

けた行動計画を明記すること。 

（３） 次世代高規格コンテナターミナルの運営を引き受ける単一事業者であるターミナ

ルオペレーターの形成手順、課題、見通し等を明記すること。 

（４） 背後圏における高規格道路の整備スケジュールを明確化するとともに、これら背後

圏交通ネットワークとのアクセス性向上のための臨港交通施設の整備スケジュ－

ルを明記すること。 

（５） 諸手続の簡素化、ＩＴ化に向けた明確な戦略及びロジスティクスセンター形成に向

けた戦略の検討を進め、その行動計画を明記すること。 

（６） スーパー中枢港湾の指定にあたっては、スーパー中枢港湾育成に向けた諸施策がわ

が国のコンテナ港湾全般を先導する実験的試みとして、国家的な見地から見て支援
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する戦略的価値を有することが求められることに鑑み、育成プログラムに含まれる

施策・戦略について、革新性の観点からの意義を明記すること。 

 

４．作成のスケジュール 

 スーパー中枢港湾候補は、スーパー中枢港湾選定委員会が提示する「スーパー中枢港

湾育成プログラムの骨子」に基きスーパー中枢港湾育成プログラムを作成し、国土交通

省に提出されたい。なお、プログラムの作成作業は、平成１５年度内を目途とする。 

 


