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参議院国土交通委員会において「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部改正」の質疑
に立ちました。そして内航海運･外航海運の現状と課題、造船業の現状、今回の改正法を効果等に
ついて海事局長に伺うとともに海事産業を支える港湾の整備状況を港湾局長に、港湾について国際
的に恥ずかしくない水準に整備する必要性を赤羽大臣に質問いたしました。
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足立敏之委員：おはようございます。自由民主党の足立敏之でございます。
　本日は質問の機会を与えていただきまして、江崎委員長、各理事の皆様、各委員の皆様に心から感謝を申し上
げたいと思います。
　私、建設産業分野の代表ということで、インフラ整備、防災、災害対応など取り組んできておりますけれども、
本日はその経験を踏まえまして、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部改正案、これにつきまして質
問をさせていただきたいと思います。

1.海運業の課題について
足立委員：まず、海運業についてお聞き
したいと思いますけれども、日本は資源
エネルギーや原材料、穀物などを輸入し
て工業製品を輸出する貿易国でありま
す。その日本の貿易の99.6％は船舶によ
る海上輸送、いわゆる外航海運が担って
おります。海上輸送は、資料 1をまず見
ていただきたいんですけれども、コンテ
ナ輸送、バルク輸送、その他の輸送に大
別されます。それに加えまして観光客を
運ぶクルーズ船も最近注目されておりま
すけれども、今回は海運業がテーマでご
ざいますので、コンテナ輸送とバルク輸
送を中心に質問をしたいと思います。
　まず、コンテナの取扱量ですけれど
も、国別に見ますと、 1 枚めくってい
ただきまして資料 2でございますけれど
も、2001年と2018年を比較してみますと、
アメリカ、シンガポールが 2 倍以上に伸
びています。中国は実に 5 倍以上、それ
から韓国が 3 倍に伸びております。しか
し日本は、1.7倍伸びているんですけれ
ども、他国と比較すると相対的に伸びが
低調で、順位としても 4 位から 6 位に下
がってしまっております。
　また、バルク貨物ですね、ばら積みで
すけれども、次のページめくっていただ
きたいんですが、石炭や鉄鉱石などの取
扱量ですけれども、2000年から2017年で
は、全世界では石炭は 2 倍以上、鉄鉱石
は 3 倍以上に伸びておりますけれども、日本の取扱量を見ますとほとんど横ばいで、伸びていないのが実情であ
ります。
　こういう我が国の外航海運についての現状と課題、今回の法改正でどのような措置が講じられるのか、海事局
長に伺います。

［資料１］�日本の海上輸出入貨物の構成

ココンンテテナナ

ドドラライイババルルクク
（（穀穀物物・・鉄鉄鉱鉱石石・・石石炭炭等等））

リリキキッッドドババルルクク
（（原原油油・・ガガスス等等））

そそのの他他（（自自動動車車・・大大型型機機械械等等））

22001199年年
総総量量1122..22億億㌧㌧

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：港湾統計、貿易統計2019を基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集

［資料２］�国別コンテナ取扱量ランキング

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：HE World Container port traffic API及びContainer port throughput, annualを基に

国土交通省作成、足立敏之事務所編集
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　　　　　　　　　　　大坪新一郎海事局長：委員御指摘のとおり、外航海運は日本の貿易量の99.6％を担って
おりまして、日本の発着貨物の63.1％は我が国の外航海運事業者が輸送しています。
　また、我が国外航海運事業者の保有船舶量は世界第 2 位でありまして、日本の大手 3
社の船隊規模はそれぞれ世界10位以内に入っています。このように、我が国外航海運は
世界的にも高いプレゼンスを維持しております。
　しかしながら、世界の経済成長の中で我が国発着の貨物のシェアは相対的に小さく
なっておりますので、我が国海運事業者が今後成長していくためには、日本の荷主とは
関係のない 3 国間の輸送を拡大するとともに、LNG輸送それから海洋資源開発分野な

どの新たな分野で海外の企業と闘っていくための総合的な国際競争力強化が必要となっています。
　このため、今回の法案では、外航海運事業者等が生産性向上に取り組む造船所において建造された高性能、高
品質な船舶を導入する場合に国土交通大臣が認定する仕組みを創設することとしております。
　この認定を受けた場合には、支援措置として、日本政策金融公庫を活用した長期低利融資や日本籍船に係る固
定資産税の軽減措置の拡充などの措置を講じることとしております。
　こうした取組を通じ、我が国の外航海運事業者の国際競争力の更なる強化を図ってまいります。

足立委員：ありがとうございました。
　世界に伍していくためには、今お話のありました高性能高品質船舶だとか、外航海運の船舶の大型化、こういっ
たことにも積極的に取り組む必要があると思っております。よろしくお願いしたいと思います。
　一方、外航海運の活性化も非常に重要ではありますけれども、国内で海上輸送を担当する内航海運、こちらの
生産性の向上や事業基盤の強化も重要な課題だと考えています。内航海運につきましては事業者の99.7％が中小
企業と承っておりまして、事業基盤が非常に脆弱であります。また、事業者と荷主という構造的な問題を抱えて
おりまして、事業者は荷主より弱い立場にありまして、荷主から一方的に運賃等を提示されるというようなこと
も多いと聞いておりまして、収益性の低いことなどがやはり課題となっていると聞いております。
　内航海運の現状と課題、今回の法改正でどのような措置が講じられるのか、海事局長に伺いたいと思います。

大坪新一郎海事局長：御指摘のとおり、内航海運業者のほぼ全ては中小企業でありまして、取り扱う貨物は主に
鉄鋼、石油、セメントといった産業基礎物資でありますので、これらの荷主企業は寡占化が進んでおります。そ
の下で、重層的に専属化、系列化せざるを得ないという事業構造になっておりまして、低い収益性を甘受してい
る状況にあります。
　このような状況では、内航海運業者のみの努力では魅力ある産業とするための働き方改革や荷主との取引環境
改善、内航海運の生産性向上を実効性のあるものにするには限界があると認識しています。
　このため、本法案においては、内航海運業者に対して船員の労働時間を考慮した運航計画の作成などを義務付
けるとともに、荷主に対しては内航海運業者の法令遵守への配慮義務規定を設けることとしております。その上
で、内航海運業者の違反行為が荷主の行為に起因する場合には、国土交通大
臣が荷主に対して勧告、公表する制度を盛り込んだところです。また、荷主
及び内航海運業者間の契約の書面化などにより、契約内容を見える化するこ
とで取引環境の改善を図り、適切な運賃や用船料の収受につなげたいと考え
ております。あわせて、船員雇用、配乗の効率化にも資する船舶管理業につ
いて登録制度を創設しまして、その活用を促すことで内航海運の生産性向上
を図り、内航海運業の事業基盤を強化してまいります。

足立委員：ありがとうございます。
　今御指摘のありましたようなきめの細かい施策を講じていただいて、内航
海運の事業基盤がしっかり整っていくように、是非ともお願いをしたいと思
います。

大坪新一郎海事局長
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2.低迷する造船業の振興について
足立委員：次に、造船業について伺いたいと思います。
　御承知のとおり、日本は戦後世界一の造船
国として船舶建造量トップの座に君臨してお
りました。私なんか昔学校で習ったときにそ
ういうふうに聞いておりましたけれども、20
世紀末ぐらいから巨額の投資を背景に急成長
してきました韓国にまず抜かれ、さらには国
策として国営企業を中心に発展してきた中国
にも抜かれ、現在日本は世界 3 位というよう
な状況でございます。
　資料 4でございますが、そちらの方に世界
各国の船舶建造量、造船量の推移を示してお
りますけれども、先ほどお話ししたように、
日本は韓国に抜かれ、中国にも抜かれてし
まった、今 3 位の状況、そういうような状況
であります。
　しかしながら、我が国の造船業というのは国内に生産拠点を有しておりまして、その部品のほぼ100％を日本
のメーカーから調達している、非常に裾野の広い産業だと聞いております。そのため、地域の経済や雇用を支え
る大事な役割を担っておりまして、なくなっては困る産業と言えると思います。
　また、自衛隊や海上保安庁の艦艇を国内で建造し修繕するというような大切な役割も担っておりまして、安全
保障上の観点からも決してなくならせるわけにはいかない産業だと言えると思います。
　造船業は、現在はコロナの影響によりまして、海運業の発注意欲の減退だとか新造船に関する商談の停滞、こ
ういうことが原因となりまして低迷をしていると聞きます。しかし、今後の世界経済の回復に伴いまして中長期
的には必ず拡大していくことが見通せる分野でもあり、それに伴って、大型船、あるいは先ほどありました高性
能高品質な船舶などの新造船拡大も期待できると考えております。
　したがって、現在の厳しい環境を何とか乗り越えて、持続的に発展できる造船業の環境を早急に整えることが
必要だと考えますが、日本の造船業の現状、課題などについて、海事局長に伺いたいと思います。

大坪新一郎海事局長：世界の造船市場を俯瞰しますと、配付されている資料 4の2010年、2011年ぐらいに非常に
棒グラフが高くなっておりますが、この辺りはリーマン・ショック前に新造船が大量発注されたことを表してお

［資料４］�世界の船舶建造量の推移
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自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：IHS Markitを基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集
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りまして、その後に需要が低迷した結果、膨らんだ供給能力が過剰になっているという状態に今ありまして、こ
のため船価のレベルが非常に低いというのが課題であります。
　この厳しい中で、韓国、中国は自国造船業への公的支援を大量に行いまして、また造船事業者の規模拡大、統
合を進めており、この結果、我が国造船業は熾烈な国際競争を強いられています。加えて、昨年来の新型コロナ
の影響もありまして、新造船発注意欲が減退したということもあり、我が国造船業は手持ち工事量が激減し、か
つてない危機的な経営状況となっています。
　一方、我が国造船業の強みとしては、部品のほぼ全てを国内で調達できること、それから建造する船舶の品質
や環境性能の点で優れていることなどが挙げられます。課題としては、韓国、中国に比べて一事業所当たりの規
模が小さく、建造能力に限りがあることから、大規模な発注への対応において差が生じる面もありまして、価格
面でも厳しい競争を強いられていると認識しています。
　国土交通省としては、このような我が国造船業の強み、弱みを踏まえて、この危機を乗り越えて、世界屈指の
国際競争力を有する力強い産業として成長し、安全保障の役割も果たすということのために、抜本的な施策を講
ずる必要があると考えております。

足立委員：ありがとうございます。
　ところで、中国、韓国との競争におきましては、市場原理を無視するかのような両国の過大な公的投資があり
まして、日本は大変厳しい状況に置かれていると聞いております。
　造船分野におきまして中国や韓国が優位にあるのは、国からの手厚い公的支援、これが背景にあると言われて
いますけれども、実際にどのような支援が行われてきたのか、海事局長に伺いたいと思います。

大坪新一郎海事局長：韓国においては、2015年頃から、経営難に陥った特定の造船事業者に対して 1 兆円を超え
る巨額の公的支援が行われ、また信用力の低い造船事業者に対して市場では得られないような公的な保証を付与
することによって受注を支援すると、こういったことが行われてきたと承知しております。
　日本政府としては、これら支援措置が市場を歪曲し我が国造船業に著しい損害を及ぼしているとして、韓国政
府を相手に世界貿易機関、WTOの紛争解決手続に基づく申立て、いわゆる提訴を行っているところです。
　中国については、大手の造船事業者が国営であるという特徴があります。それらの公的支援については、大手
国営造船事業者の会計報告に一部記載はあるものの、国の秘密が含まれる補助金は非開示とされておりまして、
どのような政府支援が行われているか、つまびらかにはなっておりません。

足立委員：ありがとうございます。
　中国についてはちょっとよく分かりませんでしたけれども、韓国については市場を歪曲するような過大な公的
な支援を行っているというのがよく分かりました。
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　しかし、日本が韓国や中国に負けないように造船業
を確保していくために同じような支援を行ってしまう
と、これはイタチごっこということになってしまいま
すので、大きな問題になると思います。
　これからの日本の造船を考えたときに、今回の法改
正で具体的にどのような支援を行うこととしているの
か、また、それによりまして韓国や中国との競争に本
当に勝ち抜けていけるのか、そういったところにつき
まして、海事局長から伺いたいと思います。

大坪新一郎海事局長：我が国造船業が現下の厳しい状況を乗り越えまして世界屈指の競争力のある産業として成
長していくために、取り組むべき方向性としては、まず第 1 にコスト競争力の強化、それから第 2 に世界最先端
の技術力の磨き上げ、この 2 点であると考えております。
　前者については、本法案及びこれに基づき講じる予算、税制、財政投融資等の支援措置の活用によって、造船
事業者の事業再編や設備投資による生産性向上などを強力に推進し、コスト面での競争力強化を図ることとして
おります。
　後者については、海運の脱炭素化や自動運航船の実用化などの重要な技術開発分野について、本法案による技
術開発の支援などを行うとともに、国際海事機関、IMOにおける環境や安全に係る国際基準の策定をリードし
て、我が国の高い技術力が客観的に公平に評価される国際市場環境を整備することによって、我が国の技術力の
優位性を確保してまいります。
　これら総合的な対策を通じて、世界の経済成長によって増える海上輸送の量の増加、これを我が国の新造船需
要として取り込みまして、長期的に発展することを可能とし、造船大国としての地位を堅持していくことを目指
します。

足立委員：ありがとうございます。
　公正な競争に基づいて健全な造船市場が形成されるように、今おっしゃられたようないろんな施策を講じてい
かれると思いますけれども、引き続き御尽力をお願いしたいと思います。
　今の話の中に、特定船舶のお話がありました。日本の強み、例えば品質が高い、環境性能が良い、そういう強
みを生かした船舶を、今回、普及促進を図る制度を設けられると聞きました。これがきっかけとなりまして日本
船舶の新造船がより増えていくことを期待したいと思いますけれども、この特定船舶についてどの程度のマー
ケットが期待できるのか、その辺につきまして、海事局長に伺いたいと思います。

大坪新一郎海事局長：本法案においては、生産性向上などに取り組む造船所において建造され、安全や環境性能
において一定の性能を有した高品質な船舶を特定船舶として、その導入に対して支援することとしています。具
体的には、海運事業者などが特定船舶を導入する計画を国土交通大臣が認定する仕組みを創設し、日本政策金融
公庫を活用した長期低利融資、日本籍船に掛かる固定資産税の軽減措置の拡充などの措置を講じることとしてお
ります。
　現在、これは2017年から2019年度の平均ですが、国内造船所で建造された船舶のうち、この特定船舶の要件を
満たす船舶は約 2 割となっています。今般の支援措置を通じて特定船舶の導入を促すことによって、2025年をめ
どに約 3 割の普及を目指してまいりたいと考えております。

足立委員：ありがとうございます。
　日本の造船が更に活性化していって、私たちが昔造船業に期待した、そういう状況が再びやってくるように御
尽力をいただきたいと思います。
　次に、港湾について伺いたいと思います。
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3.港湾インフラの整備の必要性について
足立委員：日本の貿易を支えているのが、一方で我が国の出入口の役割を担っている港湾であります。今回の法
改正は造船や海上輸送の強化を目的とするものではありますけれども、港湾整備とは表裏一体のものだと私は考
えておりまして、そちらの方の整備もしっかり進めていく必要があると思っています。
　一昨年の11月、国交省で一緒に勤務した仲間と「荒廃する日本」という図書を出版いたしました。日本のイン
フラ整備の遅れだとか老朽化の進展などに対する懸念、これを示させていただきました。港湾インフラについて
は港湾局OBの松原さんに担当していただいたんですけれども、そこで書いていただいたことをベースに今日は
質問をさせていただきたいと思います。
　まず、日本の港湾のコンテナ取扱量を見ますと、お手元の資料 5の方を見ていただきたいんですけれども、
1980年代半ばには神戸港、横浜港が世界10位以内に入っていました。その後、アジア地域の急速な経済発展とと
もに、中国の上海港や深圳港、韓国の釜山港などが飛躍的に成長しまして、2019年の速報では、我が国最大の東
京港でも34位、横浜港は61位、東京港と横浜
港を合わせた京浜港は、ここにデータはあり
ませんけれども、それでも20位相当にしかな
らないと聞きました。神戸港は67位で、神戸
港と大阪港を合わせた阪神港は28位相当だと
聞いています。
　これは、大型化するコンテナ船に日本の岸
壁が追随できていないことが原因の一つと考
えられます。大型船に対応できる水深16m以
上の岸壁は、中国には108バースあると聞きま
す。韓国が40バース、シンガポールが32バース、
マレーシアが21バースであるのに対して、日
本は17バースと、大きく見劣りがしています。
　私、15年前にシンガポール港を拝見したこ
とがありますけれども、そのときにも、その
港の規模の大きさとか自動化の進展状況と
か、大変驚いた記憶があります。中国、韓国
はそれよりも大きく上回るような状況だとい
うことで、大変驚いております。
　こうしたことが影響してコストやサービス
面で後れを取ることとなって、韓国、中国と
日本との間を比較的小さな船で運搬して、釜
山港だとか上海港、そういう巨大港で大型船
に積み替えて欧米基幹航路で輸送をするとい
うような形態がかなり増えてきていると聞き
ます。その結果、結局、日本に立ち寄る欧米
の基幹航路の船数が減ってしまっていると考
えられますが。
　資料 7を御覧ください。日本の、欧米の航
路の立ち寄り状況をこれで見て取れるんです
けれども、日本に立ち寄る船の量が減少して
きてしまっています。これは大変困ったこと
だと思います。

［資料５］�世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキング

[[１１９９８８４４年年]] [[２２００１１９９年年（（速速報報））]]
（（単単位位：：万万ＴＴＥＥＵＵ））

港 名 取扱量 港 名 取扱量
11 ロロッッテテルルダダムム 225555 11  ((11)) 上上海海（（中中国国）） 44,,333300  

22 ﾆｭｰﾖｰｸ//ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ 222266 22  ((22)) シシンンガガポポーールル 33,,772200  

33 香港 221111 33  ((44)) 寧波--舟山（中国） 22,,775533  

44 神⼾ 118833 44  ((33)) 深深圳圳（中国） 22,,557777

55 高雄 117788 55  ((77)) 広広州州（（中中国国）） 22,,332244

66 シンガポール 115555 66  ((66)) 釜山（韓国） 22,,119999  

77 アントワープ 112255 77  ((88)) 青青島島（（中中国国）） 22,,110011

88 基隆 112233 88  ((77)) 香港（中国） 11,,883366  

99 ロングビーチ 111144 99  ((99)) 天津（（中中国国）） 11,,772266  

1100 横浜 111100 1100  ((1111)) ロロッッテテルルダダムム（（オオラランンダダ）） 11,,448811  

3344((2299)) 東東京京 550011  

6611((5599)) 横横浜浜 229999
1122 釜山 110055

6677((6655)) 神神戸戸 228877

1155 東京 9922 6688((6677)) 名名古古屋屋 228844  

3311 大阪 4422 8800((7766)) 大大阪阪 224466

…
…

…

…
…

[[注注]] 数数値値ははいいずずれれもも外外内内貿貿をを含含むむ。。
ラランンキキンンググににおおけけるる（（ ））内内はは22001188年年のの順順位位。。

…
…

…
… …

…
…

…

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：Containerisation International Yearbook 1987 、Lloyd’s List 資料、

「港湾統計（年報）」を基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集

［資料７］�欧米基幹航路数の港湾別推移比較
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寄港便数/週
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2200便便 22002200年年

伊伊勢勢湾湾
77便便

22002200年年
阪阪神神港港
1111便便

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：国際輸送ハンドブック、サイバーシッピングガイドを基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集
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　もう一枚めくっていただきまして資料 8、
アジアの主要港湾のコンテナターミナルの規
模を示させていただきました。これ全部同じ
縮尺でありますので、比較すると、その差の
大きさに皆さんも驚かれるんではないかと思
います。
　一方、バルク物流の方でございますけれど
も、やっぱりこちらの方も、大量輸送による
コストの削減を目的として大型化が進んでお
ります。
　バルク貨物の岸壁の水深がわかる資料 9を
ご覧下さい。日本のバルク貨物の岸壁は、民
間企業が所有しているものが多く、さらには
岸壁水深の浅いものが多い、老朽化も進んで
いる、古くから造られているということなん
ですけれども、こういうような状況になって
おりまして、日本でも、国際バルク戦略港湾
を指定して、港湾整備を進めるとともに様々
な取組をしていると伺っています。
　今後、こういう厳しい状況下に日本の港湾
があることを踏まえますと、コンテナ輸送、
バルク輸送に対してどのように対応していく
のか、港湾局長に伺いたいと思います。

高田昌行港湾局長：お答えいたします。
　御指摘のとおり、コンテナ輸送に関しまし
て、近年、スケールメリットを追求するため
の外航コンテナ船の大型化や寄港地の絞り込
み等進展しておりまして、我が国の港湾の相
対的な地位が低下しております。アジア各国
におきましても大水深コンテナターミナルの
整備が加速されていまして、水深16m以上のコンテナ岸壁で比較しましても、大きく立ち遅れている状況になっ
ております。
　現在、我が国では、横浜港等で水深16m以上のコンテナ岸壁を新たに整備中であり、本年 4 月には、横浜港南
本牧埠頭におきまして、日本最大の水深18m岸壁 2 バースを含むコンテナターミナルの初の一体利用が可能と
なったところです。また、同埠頭において、非接触のデジタル港湾物流を可能とするCONPASの本格運用を開始
し、今後、神戸港等の他港にも横展開を図る予定としております。
　しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症等による物流への世界的な影響により他国での積替えによる
遅延が生じており、輸送日数が短く安定性のある国際基幹航路が必要といった声がこれまで以上に聞こえており
ます。
　また、バルク輸送につきましても、世界における資源、エネルギー、食料需要の急増に対応しまして、パナマッ
クス級以上のばら積み船舶の隻数が過去20年で 3 倍以上に増加するなど、大型化が着実に進展しております。こ
のため、石炭や飼料穀物のほぼ100％を海外からの輸入に依存している我が国としましては、企業の専用岸壁の
老朽化も進む中で、これらの貨物も含め、安定的かつ安価なバルク貨物の輸入を確実に図る必要があります。
　国土交通省といたしましては、大型船に対応した国際コンテナ・バルク戦略港湾への集中投資等を通じた国際

［資料９］�石炭を取り扱う岸壁の水深と整備年（近隣諸国との比較）

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：Llyd’s Register 「Ports&Terminals Guide」、Llyd’s「PORTS OF THE WORLD」、

Shipping Guides「GUIDE TO PORT ENTRY」、国総研資料第525号（平成21年3月）
「北東アジアにおける三大バルク貨物の輸送動向の分析」、企業・船会社等より
ヒアリング、各港湾HPを基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集

［資料８］�アジアとわが国の主要港湾のコンテナターミナルの比較（水深16m以上）

＜＜釜釜山山港港（（新新港港））
＞＞

-16m-17m

-17m -17m
-18m

釜山新港【【釜釜山山港港】】

バース延⻑：6850m
最大水深：18m
ガントリー
クレーン：69基

Pasir Panjang Terminal

バース延⻑：5627m
最大水深：16m
ガントリー
クレーン：69基

バース延⻑：4411m
最大水深：18m
ガントリークレーン：48基

【【シシンンガガポポーールル港港】】

-16m

-18m

-16m-16m
本牧ふ頭

南本牧ふ頭

バース延⻑：2690m 最大水深：18m
ガントリークレーン：20基

【【横横浜浜港港】】 【【神神戸戸港港】】

六甲アイランド地区ポートアイランド地区
-16m

-16m -16m

バース延⻑：2350m
最大水深：16m
ガントリークレーン：15基

0 1,000m

中央防波堤外側
外貿コンテナふ頭

バース延⻑：400m
最大水深：16m
ガントリー
クレーン：3基

【【東東京京港港】】

-16m

夢洲地区

バース延⻑：
650m
最大水深：16m
ガントリーク
レーン：3基

【【大大阪阪港港】】

【【上上海海港港】】

Ⅳ期

Ⅰ期Ⅱ期 Ⅲ期

-17.5m-16m
-17.1m

バース延⻑：7950m
最大水深：17.5m
ガントリークレーン：75基

洋山コンテナターミナルⅠ～Ⅳ期

-16m

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：ports & terminals guide2019、中国港口年鑑2019、 

各港HP等を基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集
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競争力の強化に取り組みつつ、国全体として効率的で安定的な海上輸送ネットワークの形成を通じて我が国の持
続的な経済成長を支えてまいります。

足立委員：ありがとうございます。
　コンテナ輸送、バルク輸送、これが中国や
韓国に比較して大きく後れを取ってしまって
いる状況にありますので、例えば、国際コン
テナ戦略港湾だとか国際バルク戦略港湾、こ
ういったものの指定によりまして拠点を絞っ
て、我が国の港湾を中国や韓国に負けないよ
うな水準に高めていく必要がまずあると思い
ます。また、それだけではなくて、地方の現
行の港湾の老朽化も進んでおりますので、き
めの細かいサービスが維持できるように、そ
ういったところの老朽化対策も併せて進めて
いっていただきたいと思います。
　しかし、そのための予算でございますけれ
ども、お手元の資料10に示させていただきま
した。やはりここ20年程度、公共事業予算削
減の影響がありまして、港湾の整備が停滞していると言わざるを得ません。そのため、大型化への対応も遅れて
いますし老朽化への対応もおろそかになっているんではないかと思いますが、港湾整備の予算の推移について、
港湾局長の見解をお願いしたいと思います。

　　　　　　　　　　　高田昌行港湾局長：お答えいたします。
　島国日本であります。大型船に対応したコンテナ・バルク戦略港湾への集中投資、地
域基幹産業のサプライチェーンの強靱化に資する港湾投資、グリーン化に対応した洋上
風力産業を支える基地港湾の整備等、未来への投資として行う必要があると考えており
ます。
　また、我が国の港湾、総貿易量の99.6％を取り扱い、港湾所在市区町村では全国の約
2 分の 1 を占める人口6,000万人、製造品出荷額等約150兆円を擁するなど、国民の命と
暮らしとを守るために、防災・減災、国土強靱化に必要となる港湾インフラの整備を加

速する必要があります。
　こうした中で、老朽化した施設への対応に限って見ましても、今後30年間で必要な全国の港湾施設の維持管理・
更新費用として、国費に地方負担分を合わせた事業費ベースで 6 から 8 兆円程度を見込んでいるところです。
　こうした中、港湾整備事業に係る予算、国費につきまして当初予算ベースで見ますと、平成 8 年度の3,638億
円をピークに減少し、昨今では若干の増加傾向にあり、
令和 3 年度は2,412億円となっております。
　また、平成31年度以降につきまして、国土強靱化関連
予算等の大幅な積み増しにより、当初、補正合わせた15
か月予算ベースで3,100億円台にまで引き上げ、今年度
においては3,375億円まで引き上げたところです。

足立委員：ありがとうございます。しっかり港湾整備予
算を確保して、中韓に負けない港湾の整備が必要だと思
います。

高田昌行港湾局長

［資料１０］�港湾事業予算（国費）の推移
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※ 本表は、予算ベースである。また、計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがある。

※ 平成26年度予算については、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う影響額（578億円）を含む。

※ 防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策の初年度分は、令和２年度第３次補正予算により措置する。

（「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」令和２年12月11日閣議決定）
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自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所編集
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―大型化の対応や脱炭素化などの視点で港湾分野の予算拡大を―
足立委員：ところで、資料11を御
覧いただきたいと思いますけれど
も、アメリカでは、バイデン大統
領が今後 8 年間で 2 兆ドル、すな
わち220兆円規模の公共投資を行
うことを表明されています。それ
によりまして、港湾の改修などイ
ンフラの再生がなされることにな
ります。アメリカだけではなくて、
他の国でも同様に港湾インフラへ
の投資も進められると聞いており
ます。
　日本のインフラを国際的にも恥
ずかしくない水準にしていくため
に、この辺りで大きくかじを切っ
て、船舶大型化の対応あるいは脱
炭素化の推進など、先ほどお話の
ありましたような視点も併せて港湾分野の予算を拡大して整備を進めていく必要があると考えますが、赤羽国土
交通大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

　　　　　　　　　　　　赤羽一嘉国土交通大臣：委員お示しの例えば資料 5の世界の港湾別のコンテナ取扱い
の推移、これよく出る表ですけど、もう明らかなように、日本の港湾政策を本当に変
えなければ手遅れになるということは、もう随分前から言われてきたことがなかなか
変わらないと。
　今、大型化、また脱炭素化の大きな変換を図るということ、まさにおっしゃるとお
りだと思いますが、それに加えて、やはり私は、日本の国土を考えますと、率直に申し
上げて、中国の100幾つもの港となかなか競争はできないと思っています、後背地の
経済力が全く違いますので。ですから、シンガポールですとか釜山、トランシップで
中心にやっているところとどう負けないかということがまず大事なんではないかと。

　そういう意味では、私は、集約化とひとつひとつの港湾の生産性の向上、やっぱりこれに尽きると思います。

赤羽一嘉国土交通大臣

［資料１１］�欧米諸国のインフラ投資活発化の動き
2021年3月31日、米国バイデン大統領は約２兆＄(約220兆円）の「米国雇用計画（American
Jobs Plan） 」の概要を発表し、演説を実施。今後８年間の投資計画。
道路、橋、港湾、航空、交通システムの改修【6,210億＄（約68兆円）】
水道、デジタルインフラ、電力インフラの再建【3,110億＄（約34兆円）】
住宅及び商業施設の新改築等【3,780億＄（約41兆円）】 など （外務省資料より）

2020年10月6日に豪州政府は20～21年の予算案を公表。今後10年間にわたり1,100億豪
＄（約9兆円）のインフラ投資計画が位置づけられている。
道路、鉄道、港湾ターミナル等の整備、橋梁更新 など

2020年6月30日、英国ジョンソン首相は、経済の復興のため、新たに50億￡（約7500億円）のイ
ンフラ投資を年度内に実施と発表。また、11月には「インフラストラクチャー戦略」を公表し、継

続的なインフラ整備のプランを提示。

橋梁改修、高速道路の改善を含む道路網整備事業、洋上風力・港湾等の整備 など

2021年2月10日、加国トルドー首相は、新型コロナからの復興のため、公共交通プロジェクトに
対して2021年8年間で149億＄（約2兆円）の投資を発表。当初の5年間に59億＄（約6,500億円）
を投資

2021年1月12日、伊国コンテ首相は、新型コロナからの復興のため、「国家復興・強靱化計画」
を閣議決定、3,120億€(約40兆円）の長期計画で、2021～2026年は伊国予算で800億€（約10兆
円）を見込んでいる。
鉄道、道路及び港湾の整備、道路（橋、高架橋、トンネル）の維持管理 など

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：外務省資料及び各国政府Websiteを基に足立敏之事務所作成
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シンガポール、よく出ますが、これ1980年代はまだ全然どうってことないん
ですけど、これ、振り返りますと、私、前の職業からもよくシンガポールの
港を見に行きました。
　かつてPSA（シンガポールに本部を置く港湾運営会社）では、そこではす
ごい先端的だったんですが、一昨年、大臣就任した年末に行って更に驚いた
のは、世界のたしか50以上の港湾の運営権をPSAインターナショナルがもう
握っているんですね。ですから、全く進化の度合い、スピードが違うと。そ
れを振り返りますと、PSAというのは最初国営でやっていたのが1997年に政
府が株主で民営化して、2003年には完全な民営化をしていると。もう大きく
そこで世界に飛躍していったと。
　片や日本はどうだったのかというのは、強烈に反省しなければいけないと。
国交省の港湾政策も、私が初当選した頃は集約化かオールジャパンで底上げかみたいな、そうした議論をずっと
やっていて、何か、明らかに私は、そこは強烈に反省をする必要があると思っております。
　そうした意味で、予算を増やす努力をするのも大事なんですけど、それが大前提で、予算をどう使うのか、集
中をして生産性を向上していくということを相当切り込んでやらなければ、まあ、同じ質問を延々とされて同じ
ような答弁をしてくるということを繰り返して、高田港湾局長は前国会で、匍匐前進でみたいなこと言っていま
したが、そういうふうにならないようにしっかりと、本当に日本の港湾と海運は、まさに四方を海に囲まれた島
国の我々にとっては生命線だと思っておりますので、しっかりと対応していきたいと、こう考えております。

足立委員：ありがとうございます。
　日本が経済で一流を目指すのであれば、港湾や高速道路、空港もそうなんですけれども、交通インフラを一流
にしていかなきゃいけないと思います。
　引き続き赤羽大臣のリーダーシップでしっかりと進めていただくようにお願いをして、質問を終わります。あ
りがとうございました。

【質疑終局後】
江崎　孝国土交通委員会委員長：他にご発言も無いようですから、質疑は終局したものと認めます。
　これより討論に入ります。・・・別にご意見も無いようですから、これより直ちに採決に入ります。海事産業
の基盤強化のための海上運送法等の一部改正案に賛成の方の挙手をお願いします。

（賛成者挙手）
　全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
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