
高知新港振興プラン概要版 

平成29年10月 



①浦戸湾内の物流機能の新港への移転と
新港での外貿コンテナ取扱機能の強化 

（高知新港） 
・外貿コンテナ拠点の形成 
・浦戸湾内の一般貨物を新港へ移転 
・フェリー､RORO船の基地を新港へ移転 

＜新港の当面の利用の方向性＞ 
・-14m岸壁の暫定供用により、バルク貨物が取扱可

能な機能を確保 
・バルク貨物の一部移転に伴い、既存岸壁（-12m、-

8m）を有効利用（コンテナ、内港フィーダー・RORO
、客船等） 

物流非効率の解消、臨港部型産業の誘致等 
＜産業振興計画（平成22年度改定版）＞ 

＜目指すべき方向＞ 
・地域の存続性や競争力を念頭に置いたみなとづくり 
・観光船、コンテナ船、バルク船等オールユーザーが利用
可能なみなとづくり 

・アジア市場も見据えつつ、港湾ユーザーのデマンドに対応
できるみなとの運営 

・外貿コンテナ・内航フィーダー機能を充実させるとともに、
県内の生産者・消費者に対して、最適となりうる流通機
能の確保 

将来像 
 高知新港 高知県経済を支える国際物流・

交流拠点 
 浦戸湾内 人々が自然と共生し、交流が拡

がる水辺空間 

高知港の整備方針 

②臨海部の土地利用変更（浦戸湾内港） 
  ・港頭地区の機能移転 
  ・臨海部 低・未利用用地の再編整備 

③水辺の開放と水域の活用（浦戸湾内港) 
 ・市民に浦戸湾の開放 
 ・環境との共生 
 ・小型船対策に新しい視点を 

④安全な港づくり（高知新港、浦戸湾内港） 
・「新しい港」に対応する防災ｼｽﾃﾑの構築 
・港湾に防災拠点整備 

第２期プラン策定へ 

○H28.11.17 高知新港振興プラン総括及び第2期プラン検討準備会 
           ・第１期プランの総括と課題抽出･2期プランの方針を確認 

○H29.1.11  コンテナ航路誘致部会 
○H29.1.24  バルク・土地利用施設配置部会 
○H29.2.17  高知新港振興プラン総括及び第2期プラン検討会 
           ・コンテナ、バルク、客船、土地利用の具体的な取組方針 

○H29.9.14  高知新港振興プラン総括及び第2期プラン検討会 
 

※ 毎年取り組み内容の見直しを行う  

 

○高知港長期構想（H12.6）の後、今後の高知港を考える会（H22.3）を開催し、新港及び高知港の利活用を検討 
○メインバースの供用に向けた課題等を解決するため、平成24年度に『第1期高知新港振興プラン（H24～28年度）』を策定 
○客船の急増や国際フィーダー航路の就航などの状況変化に対応し、第３期産業振興計画（H28年3月策定、H28～31年度）の実現を支援するため、28年度に『第２期高知新

港振興プラン（H29～33年度）』の策定に着手 

高知港長期構想（H12.6） 今後の高知港を考える会（H22.3） 

高知新港を取り巻く状況の変化 

大型客船等 
 ■ふ頭の環境の改善 
 ■交通手段の確保 
 ■観光政策等を踏まえた対応 

フェリー・RORO 
 ■まとまった貨物の確保 
 ■他地域との連携による不足分の補完 
  ■貨物集荷のためのアクセスの改善 

外貿コンテナ船 
 ■まとまった貨物の確保 
 ■荷主・船社の視点からの利用実態の把握 
 ■四国のコンテナ取扱港湾の特性を踏まえた対応 
 ■県内企業を支援する航路の誘致 

バルク船 
 ■バルク貨物の取扱に対応した機能の確保 
 ■新港で見込まれるバルク貨物の把握 
 ■背後用地の活用方策 

＜1．集荷・航路誘致方策＞ 
 ・県内とりこぼし貨物の集荷と新規貨物の掘り起こし 
 ・魅力ある新たな航路誘致 
＜2．企業誘致方策＞ 
 ・物流機能の強化 
 ・高台企業用地の確保 
＜3．クルーズ船誘致方策＞ 
 ・外国大型クルーズ客船の受入れ態勢の整備 
 ・効果的な広報・セールス活動の推進 
＜4．地震・津波対策の強化＞ 
 ・避難計画の策定 
 ・防災拠点港としての災害対応力の強化 
＜5．土地利用、施設配置、港湾施設の整備方針＞ 
 ・メインバース供用によるバルク関連施設の機能強化 
 ・防波堤延伸による一層の静穏度の向上 

第2期高知新港振興プラン【概要版】 ～県経済を支える物流・交流拠点を目指して～             

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ委員会 
（H25～27） 
課題・意見等 

◆クルーズ客船の急増 
◆高台企業用地の完成 
◆国際フィーダー航路の就航 
◆石灰石の増産計画 
◆H32年度高知IC～高知南
IC供用開始        等 

第３期産業振興
計画の策定
（H28.3策定） 

第１期振興プラン（H24.12） 



第1期プランの主な戦略 H24 H25 H26 H27 H28 

◆集荷・航路誘致方策（コンテナ貨物） 
 ○県内取りこぼし貨物の集貨と新規貨物の掘り起こし 
 ○魅力ある新たな航路誘致 

  ・リーチスタッカ新造（２台体制実
現） 

・危険物の輸出に対応したコンテナ
ヤードの拡張 

  ・12月、釜山航路の一つが中国（天
津、大連）延伸 

・10月、国際フィーダー航路が就航（週
３便化） 

◆集荷・航路誘致方策（バルク貨物） 
 ○県産石灰石の地産外商の推進（ヤード拡張等） 

  ・ＰＫＳ（ヤシガラ）の取扱開始 ・5月、メインバース等供用開始     

◆クルーズ客船誘致方策 
 ○大型外国クルーズ客船の受入態勢の整備 
 ○効果的な広報・セールス活動の推進 

 ・高知港外国客船受入協議会
立ち上げ 

 

・7-1岸壁の一部浚渫（サンプリン
セス対応） 

・超大型客船に対応した係船柱
や防舷材等の整備（～H27） 

・外国クルーズコンベンション等でのPRを
強化 ⇒ 認知度の向上 

・高知港外国客船受入協議会のメン
バー拡充による受入態勢の強化 

・外部委託による客船受入の強化 
・150台駐車可能なバスヤード、道路、
トイレの整備 

・客船タ－ミナル整備(Ｈ30完成予定) 

◆企業誘致方策 
◆地震・津波対策の強化 
◆港湾施設の整備（防波堤等） 

  ・高知港ＢＣＰの策定 
・防波堤の粘り強い化着手 

・避難階段の修繕、避難誘導看
板設置 

・高台企業用地3.4ha（分譲面積
2.7ha）の概成 

・東第一防波堤全延長1,100mのうち
1,031ｍ完成 

第１期プランの目標値 実績（H28年度） 

12回以上 
（邦船8回、外国船4回） 

30回 
（邦船6回、外国船24回）  

 ⇒ 達成 

第１期プランの目標値 実績（H28年） 

130万㌧ 
・石炭輸入：32万㌧(維持) 
・石灰石移出：66万㌧(維持) 
   〃  輸出：20万㌧(14万㌧増) 
・ヤシガラ輸入：12万㌧(皆増) 

95.1万㌧  ⇒ 未達成 
・石炭輸入：30万㌧(横ばい) 
・石灰石移出：57万㌧(減小) 
   〃 輸出：2万㌧ (減少) 
・ﾔｼｶﾞﾗ輸入：6万㌧(一部内港で扱い) 

第１期プランの目標値 実績（H28年） 

○第１ステップ（～H26） 
  ：既存航路で県内から集貨 
 15,000TEU（実入り10,000TEU）  
 ※県内2,500TEU（実入り）増 

12,862TEU 
（実入り9,088TEU) 
 ⇒増加傾向にあるが未達成 

○第２ステップ（H28） 
  ：新規外航航路誘致により県内外から集貨 
 20,000TEU（実入り13,000TEU※） 
 ※県内1,000TEU、県外2,000TEU(実入り)増 

新たな外航航路の誘致に至っ
ておらず県外からの集貨はで
きていない 

１．第１期高知新港振興プランの進捗状況 

○H28の取扱量は過去最高(H29も前年同期比(1～4月)で1割増) 
○県内貨物の高知新港利用率は輸出入ともに６割以上が利用 
○釜山航路の中国延伸や国際フィーダー航路就航により利便性が向上

したものの、四国他港より便数が少なく、目標は未達成 

(1)第１期プランの主な取組 

○石灰石の移出は鉄鋼業界の再編の影響等により減少、石灰石の輸出
は想定していた輸出拡大が実現できていない 

○他鉱山の枯渇・低品質化を背景に、良質で豊富な石灰石を国内製鉄
所向けに増産する計画あり（数年内に50万トン増、将来的に90万ト
ン増） 

○ヤシガラ（PKS）の輸入（約10万トン）は、新港で一定量を荷卸し
後、外航船が内港に入港し荷卸しする輸送形態に変更したため取り扱
いは７万トン程度 

○クルーズ需要の拡大を見据えた施設整備及び誘致活動によりH28年
度から外国客船の寄港が急増 

○アジアに投入される大型客船は今後も増加する見込みであり、地理的
優位性等からアジア発着の外国客船は引き続き増加見込み 

○日本客船、外国船社によるアジア発着以外の日本発着クルーズ、ワー
ルドクルーズは横ばい 

(2)第１期プランの主な目標の達成状況 

①コンテナ貨物 ②バルク貨物 
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1,099
1,041

③クルーズ客船 

【課題】 
○県内コンテナ貨物の4割が高知新港の利便性の問題（多くは

リードタイム）から高い陸送費を払って阪神港等を利用 
○トラック運転手の不足によりさらなるコスト増の懸念 

【課題】 
○県内産出の石灰石等の貨物需要に対応した施設整備による地

場産業の支援 

【課題】 
○増大するアジア発着外国客船の効率的かつ持続可能な受入 
○受入機能の拡充が進む西日本他港（博多、長崎、佐世保、

八代、鹿児島等）との競合 
○社会・政治情勢に影響されない多様なクルーズの誘致 

PKS取扱開始 

リーマンショック 



２．第２期高知新港振興プランの策定 

  輸出 輸入 備考 

高知県貿易額 487億円 371億円 H27ｼﾞｪﾄﾛ統計 

 高知港利用 172億円(35%) 190億円(51%) H27税関統計 

 うち高知新港利用 138億円(28%) 184億円(50%) 県推定 
   コンテナ 137億円(28%) 133億円(36％) 

バルク 0.4億円(0.1%) 51億円(14%) 

経済効果   コンテナ：106億円（直接効果）、177億円（間接効果を含む） 
(H27推計） バ ル ク：28億円（直接効果）、49億円（間接効果を含む） 

 ２．国際観光拠点（クルーズ） 
○H28年から客船寄港が急増（H28寄港数（暦年）：23回、全国ランキング18

位（H27は８回、29位）） 
○乗船客１人当たりの消費額は、日本人は平均11千円程度、中国人は平均16千

円程度、その他外国人は15千円消費（ツアー料金を含む）となり、直接効果だけ
でも約9.4億円（H28年度の30回）（県実施のアンケート） 

○さらに、港湾経費（係船、水先等）の料金は600万円／回程度で約1.8億円
（H28年度の30回） 

順位 港湾名 寄港数 

1 博多 328 

2 長崎 197 

3 那覇 193 

4 横浜 128 

5 神戸 104 

6 石垣 95 

7 平良 86 

8 鹿児島 83 

9 佐世保 64 

10 広島 47 

18 高知 23 

H28年 クルーズ船寄港回数 
（国交省調べ） 

乗船客の消費による経済効果（H28年度実績） 
  9.4億円（直接効果）、15.8億円（間接効果を含む） 

１．クルーズ客船の寄港急増 
 ○H27(年度):8回(うち外国客船3回)→H28:30回(同24回)→H29年度:60回(同58回) 
 

２．高台企業用地の概成 
 ○H28.3高台企業用地（分譲面積2.8ha）の概成。H29年度以降企業誘致 
 

３．国際フィーダー航路の就航 
 ○H28.10国際フィーダー航路就航による利便性向上により貨物取扱量の増加が期待 
 

４．石灰石の増産計画 
 ○石灰石取扱企業が国内製鉄所向けに増産する計画（数年内に50万トン増、将来的に90

万トン増） 
 

１．輸出促進の本格化 
 ○農林水産物の輸出拡大、台湾や東南アジアにおける防災関連製品の輸出促進 
 

２．国際観光の推進 
 ○外国人観光客の飛躍的な増加の実現 

太平洋に面する外洋港湾 

水深が深い岸壁など施設が充実 

用地の拡張性 

平成32年度に高速道路と直結 

高知新港が県経済に果たす役割や環境変化を踏まえ、 
高知新港のポテンシャルを生かして地産外商の拡大、県勢浮揚につなげる 

 

１．四国における東南アジア方面への輸出拠点（コンテナ） 

２．地場産業を支える物流拠点（バルク） 

３．西日本太平洋側における国際クルーズ拠点 

高知新港の目指す姿 

第2期高知新港 
振興プランの策定 

（H29年度~H33年度） 

(1)高知新港が県経済に果たす役割 

 ３．企業活動 
○園芸連などの流通業を中心に、企業が立地 
○高台企業用地（2.8ha）、その他未利用地（3.5ha） 

(2)高知新港を取り巻く環境変化 

(3)第３期産業振興計画 

(4)高知新港のポテンシャル 

４．物流（コンテナ、バルク）及びクルーズ観光が高次に共存した港湾 

 １．県経済を支える物流拠点 
○高知新港は、県全体の貿易額のうち、輸出の約３割、輸入の約５割を担う貿易拠点 
○県内唯一のコンテナ港湾であり、県内輸出入コンテナの約６割が利用 
○背後圏から算出される良質な石灰石を基にした鉱業やエネルギー関連産業を支える物流

拠点 
 

■物流面：太平洋に面し、短時間（2~3時間）で入出港が可能でコストも低廉 
■観光面：中国（上海等）から40時間程度でファースト又はラストポートとして最適 

■物流面：大水深岸壁を２バース 
■観光面：世界最大級の客船（22万総トン級）が寄港可能、大型客船が2隻同時着岸可能 

■物流面：コンテナやバルク貨物の増加に応じてヤード拡張が可能 
■観光面：最大150台のバスが駐車可能 

■物流面：Ｈ32年度に高知新港から約４km（７分程度）の高知南ＩＣが高知ＩＣと直結し、四国瀬
戸内海側からのリードタイムが短縮 

■観光面：新港へのアクセス向上や、H30年度のターミナル完成により、滞在時間の延長・観光圏の拡大 



(1)コンテナ貨物の現状 (3)第２期プランの取組 

３-１．四国における東南アジア方面への輸出拠点（コンテナ貨物） 

○県内で生産・消費されるコンテナ貨物量約14,000TEU（輸出
5,000TEU、輸入9,000TEU：県推計）のうち新港利用率は
６割を超えており、他地域と比べて高く、県経済に重要な役割 

○一方、輸出入の3～4割程度はなんらかの理由で陸送により阪神
港等を利用しており、物流コストの高止まり 

(2)他港利用の要因分析と課題 

【他港を利用している要因】 
○輸出：７割が華南・東南アジア方面の貨物であり、その８割が航路の便数や所要時間などのリードタイムが他港利用の

要因 ⇒ 比較的近距離の東南アジア方面はリードタイムがシビア 
      その他の地域は取引先が輸送ルートを指定する場合や特殊な梱包が必要な場合等 
○輸入：比較的近距離の華南・東南アジア方面はリードタイムが他港利用の要因となっており、その他の地域は間接貿易

のため商社等が物流ルートをコントロールしていることが要因 

【基本目標】 県内貨物の集貨・創貨による外航航路（東南アジア方面）の誘致実現  

戦略①：県内貨物の利用促進によるベースカーゴの確保（集貨） 
        ※ベースカーゴ：コンテナ航路を運航する上での基礎的な貨物 

戦略②：海上輸送による農林水産物の輸出拡大（創貨） 
戦略③：コンテナ航路の充実に必要な施設整備 

戦略①県内貨物の利用
促進（集貨） 

戦略②新たな貨物の 
創出（創貨） 

目標：外航航路（東南
アジア方面）の誘致 

戦略③施設整備 戦略③施設整備 

輸送コストの縮減・県産品の競争力強化 

○四国他港に比べても、航路便数が少なく、リードタイムがシビアな貨物につ
いては、陸送コストの増となっても他港を利用 

  ⇒  他港を利用している県内貨物が多く、今後の経済発展も期待さ
れ、第３期産業振興計画で輸出のターゲットとされている東南アジ
ア方面への物流の利便性向上につながる航路を誘致 

【基本目標】 バルク貨物の増加に対応した港湾機能の向上による地場産業の競争力強化 

○高知港背後の他地域に比べ良質かつ豊富な鉱山から産出される石灰石を国内製鉄所向けに増加する見込み 
  ⇒ 石灰石等のバルク貨物の増加に対応するとともに、港湾機能の向上により物流コスト削減をはかり、地場産業の競争

力強化を図る 

現状
取扱量：60万トン
面積：2.7ha

数年後
取扱量：110万トン

面積：3.5～4.0ha

将来
取扱量：150万トン
面積：5ha

第２期プランの取組 

凡例 
■高知新港 
■阪神港 
■四国他港 
■その他 

戦略①：増加するバルク貨物に対応したヤードの拡張 
○石灰石取り扱い貨物量の増加に対応するため、港内 
  道路を付け替え、ヤードを段階的に拡張 
 

戦略②：バルク船の大型化に対応した荷役機械の機能向上 
○石灰石増大に対応するためのシップローダーの能力向上 
  （官民の役割分担による整備、補助制度の検討等） 

県内コンテナ貨物の高知新港利用率（H28） 
県独自推計 

四国各港のコンテナ航路（H28） 

戦略①：増加するバルク貨物に対応したヤードの拡張 
戦略②：バルク船の大型化に対応した荷役機械の機能向上 

輸出 輸入 

5,904TEU 3,184TEU 

県外からの集荷 
（航路誘致後の副次効果） 

外航航路の誘致 

３-２．地域産業を支える物流拠点（バルク貨物） 

【基本目標】 県内貨物の集貨・創貨による外航航路（東南アジア方面）の誘致実現 
         ○航路誘致により、さらなる利便性の向上・輸送コストの縮減 ⇒ 県産品の競争力強化 
         ○集荷可能エリア（四国中央域等）の拡大 ⇒ 安定した航路維持 
 

【KPI】 H33：県内貨物の高知新港利用率の向上  約６割 ⇒ ８割  ※県内貨物推計14,000TEU 
           県内貨物の集貨・創貨  12,000TEU（14,000TEU×８割[集荷]+約1,000TEU[創貨]） 

【基本目標】 バルク貨物の増加に対応した港湾機能の向上による地場産業の競争力強化 
 

【KPI】 石灰石の取扱量  H33：110万トン（50万トン増） 
                  将来：150万トン（90万トン増） 

戦略①～③の実施とあわせて、インセンティブ等によるコンテナ船社への航路誘致活動により 

戦略①：県内貨物の利用促進によるベースカーゴの確保（集貨） 
○世界的なアライアンスの再編に伴う航路改編にあわせて、就航間もない国際フィーダーによりリードタイム等利便性が向

上する地域を中心にポートセールス 
○これまでの県の把握している荷主情報の蓄積（データベース化）を活かし、民間物流事業者と連携してきめ細かな

ポートセールスを実施 
○ポートセミナーの開催など県外商社等へのポートセールス強化 
○より効果的な集貨インセンティブの検討 
 

戦略②：海上輸送による農林水産物の輸出拡大（創貨） 
○各品目ごとの課題に対して、港湾機能の向上や物流サービスの提供を検討 
○高知新港の近隣に立地する園芸連や木材団地との連携 
 

戦略③：コンテナ航路の充実に必要な施設整備 
○既設ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝは老朽化が進行しており、コンテナ船の大型化に対応するためにもｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝの機能向上を図る 
○大型コンテナ船寄港時は7-2岸壁で荷役、それに伴いヤードを拡張 

 県内貨物の仕向地域別の他港利用の要因 

輸出 輸入 

凡例 
新臨港道路 
旧臨港道路 



３-３．西日本太平洋側における国際クルーズ拠点 

(1)増大するクルーズ需要 

○日本寄港を想定してアジアに投入される大型客船は増
加見込み 

○高知新港はアジア発着を中心に急増、それ以外のク
ルーズは横ばい 

○同一のコースを複数回 
  周遊するクルーズ商品 
  が企画されるなど 
  国内クルーズ需要の拡大 

日本寄港を想定してアジアに投入される客船（国交省資料） 

戦略①：アジア発着クルーズの増加に対応した効果的で持続可能な受入態勢の構築 
戦略②：多様なクルーズ(邦船、外国客船の日本発着クルーズ、ワールドクルーズ)の誘致 
戦略③：安全で快適な寄港を実現するための港湾機能の強化 

【基本目標】 西日本太平洋側の客船寄港地として定着化・発展  

○高知新港のポテンシャルを活かし、アジアのクルーズ需要の拡大を最大限取り込むとともに、多様なクルーズを誘致し、社
会情勢等に左右されず、継続的にクルーズが寄港する港湾を目指す 

物流とクルーズ観光共存にあたっての課題 

３-４．物流（コンテナ、バルク）及びクルーズ観光が高次に共存した港湾 

コンテナ船の
大型化の動
向、バルクの
取扱量や種
類の変化、
高台企業用
地への企業
誘致の状況
等により見直
す 

戦略①：アジア発着クルーズの増加に対応した効果的で持続可能な受入態勢の構築 
(１)岸壁でのおもてなし 
 ○県民参加によるおもてなしの充実 
  ・小・中・高等学校等と連携したイベント、通訳、観光案内等 
  ・県民のクルーズへの関心を喚起するため、クルーズセミナーや広報、高台に展望スペース確保 
 ○経済性も考慮した持続可能な受入 
  ・客船ターミナルの整備による受入経費の低減と快適なおもてなしの実施 
  ・客層に応じたシャトルバスの効率的な運行など経費節減（一部有料化も） 
  ・外国客船受入協議会による関係機関の連携強化 
(２)ＣＩＱ（入出国管理、税関、検疫） 
 ○CIQとの連携強化や客船ターミナルにCIQスペースを設けることによりCIQに要する時間を短縮 
 

戦略②：多様なクルーズの誘致 
 ○寄港数が伸びていない日本客船や外国船社によるワールドクルーズ等をターゲットとした誘致 
 ○クイーン・エリザベスの受入実績および乗客等からの高評価をアピール 
 ○外国船社による太平洋側諸港周遊クルーズの誘致 
  ・太平洋側他港湾と連携し、船社への誘致活動を実施 
  ・県民セミナー、船内見学会などによりクルーズ客の掘り起こし 
  ・四国全体から集客を図るため、船社と共同による隣県でのセミナーの実施や鉄道会社との連携 
  ・効果的なトップセールスの実施 
 

戦略③：安全で快適な寄港を実現するための港湾機能の強化 
(１)安全で円滑な乗降 
 ○東第一及び第二防波堤の整備促進、南防波堤の早期着手 
 ○ボーディングブリッジ・ギャングウェイの整備の検討 
(２)２隻同日寄港への対応 
 ○未供用の7-5岸壁（-7.5m）の利用を検討 
 ○３万総トン級程度の小型客船であれば大型船と同日寄港 

可能（係船柱等の整備等は必要） 
 ○将来的にはさらに大型の客船の同日寄港が可能となるような施設整備も検討 

(2)第２期プランの取組 

７－５岸壁の供用（－7.5m、L=130m ） 
連続した岸壁供用（L=600m) 

同時着岸 

７－２岸壁 
からの転換 

【基本目標】 西日本太平洋側の客船寄港地として定着化・発展 
 

【KPI】 ○アジア発着：Ｈ28年度 14回 ⇒ Ｈ33年度 70回 ※H29年度寄港予定38回（H29.8末時点） 
○外国船社による日本発着・ワールドクルーズ、邦船：H28年度 16回 ⇒ H33年度 30回 

       ・外国船社による日本発着・ワールドクルーズ：10回 ⇒ 10回  ※H29年度寄港予定8回（〃） 
       ・    〃     太平洋側周遊クルーズ：－ ⇒ 10回 
       ・邦船：6回 ⇒ 10回 ※H29年度寄港予定８回（〃） 合計 Ｈ28年度30回 ⇒ Ｈ33年度100回 
 

区分 土地利用計画 

輸出入拠点ゾーン ○コンテナ貨物を扱うゾーンとして、コンテナヤード・付属施設（倉庫、冷蔵庫等）の用地 

流通・生産ゾーン ○既存立地企業や高台企業用地へ立地する企業など 流通・生産用地 
  【高台企業用地】  ・概成とし、拡張は企業誘致の状況で判断 

 ・輸出促進につながる企業等を中心に誘致を検討 
○港湾利用者の一時避難スペース 
○客船寄航時の観覧・休憩スペースとして活用 

バルクゾーン ○石灰石ヤードとして利用 

客船受入ゾーン ○客船等寄港時のイベントの実施、バスヤード    ○客船ターミナルの整備 

多目的ゾーン ○客船・イベント船寄港時の対応、一般貨物船の荷捌地として利用 
○コンテナ船の大型化、バルクの更なる増加に対応して、コンテナ・バルクヤードの拡張用地 

工事・資材ヤード ○当面は港湾・海岸工事の作業ヤード    ○内航船の誘致状況により今後の利活用を判断 

輸出入拠点 

小型船溜まり 

客船受入 

バルク（石灰石） 

流通・生産 

多目的 

道路のループ化 

防塵フェンス 

7-1岸壁（-8m） 
・コンテナ専用 

7-2岸壁（-12m） 
・バルク船が主に利用 
・大型コンテナ船の荷役時 
・客船（荒天時、2隻同時寄港時等） 

7-3岸壁（-12m）、7-4岸壁（-11m） 
・客船ターミナル完成にあわせ客船を誘導 
・客船寄港時以外はバルク船の利用促進 

7-5岸壁（-7.5m） 
・未供用 
・小型客船等の 
 利用を検討 

工事・資材ヤード 


