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１．高知新港振興プラン（第 1 期）の取組状況

（１）第 1 期振興プラン策定の趣旨

平成 10 年 3 月に一部供用が開始された高知新港は、目標とする将来像を「高知県経済を支える

国際物流・交流拠点」（平成 12 年 6 月策定「高知港長期構想」）と定め、その実現を図るため「高

知港港湾計画」（同年 11 月策定）により「国際港湾としての外貿物流機能の強化」や「国際化に

対応する交流拠点空間の形成」に向けた施設の整備・活用が図られてきた。また、その 10 年後に

開催された「今後の高知港を考える会」（平成 22 年３月）では、次の 5 項目が高知新港の目指す

べき方向として整理された。

① 競争力や利便性の高い港づくり

② コンテナ船、バルク船、ＲＯＲＯ船、客船等オールユーザーが利用可能な港づくり

③ 港湾ユーザーのデマンドに対応できる港の運営

④ 県内の生産者、消費者に対して最適となる流通機能の確保

⑤ 港湾利活用企業等の集積

県経済に貢献し、コンテナ船・バルク船・クルーズ客船等のオールユーザーにとって使いやすい

港の実現を目指している中、貨物量の増加によって岸壁に混雑が発生するといった問題も生じるこ

とになり、メインバースである－14ｍ岸壁の供用開始に向けて、港湾の課題解決や社会環境の変

化への対応方策を検討する必要が生じた。

高知新港振興プラン（以下、「第 1 期振興プラン」という。）は、このような経緯を踏まえ、高知

新港の物流インフラとしてのポテンシャルを活かし、県内産業の振興にどのように寄与していくか

という視点から、具体的かつ総合的な５カ年（平成 24～28 年度）の振興策として、平成 24 年

12 月に策定されたものである。

（２）第 1 期振興プランの主な取組内容と目標達成状況

第 1 期振興プランでは、高知新港が県経済を支える物流・交流拠点となるため、高知新港の整備

状況、課題、ニーズを踏まえた基本方向を設定し、その実現に向けて次の 5 つの戦略に基づく取組

を実施してきた。

① 集貨・航路誘致方策（コンテナ貨物、バルク貨物、フェリー・RORO 船）

② 企業誘致方策

③ クルーズ客船誘致方策

④ 地震・津波対策の強化

⑤ 土地利用、施設配置、港湾施設の整備方針

第 1 期振興プランの取組により、コンテナ貨物については、貨物量の増加に伴い、釜山航路のう

ちの一つが中国（大連・天津）に延伸したことや国際フィーダー航路が就航するなど、着実に港勢

が拡大し、利便性が向上している。

バルク貨物については、PKS（ヤシ殻）といった新たな取り扱い貨物が増え、石灰石についても

鉄鋼業界の再編等の影響により取扱量は減少したが、高知新港利用企業の中に石灰石の増産計画が

あり、これに向けた港湾施設の整備を望む声が企業から寄せられている。
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また、クルーズ客船については、メインバースの供用開始、大型外航クルーズ客船の受入れに対

応した周辺施設の整備や、積極的な誘致活動により、平成 28 年度から寄港回数が大幅に増加して

いる。

さらに、高台企業用地が概成するなど、物流・交流拠点として一定の進化が見られているが、例

えば、コンテナ貨物では、第 1 期振興プランの目標に掲げた新たな外航航路の誘致には至らず、輸

出入とも県内貨物の 4 割程度が高い陸送費を払って阪神港等を利用している実態があるなど、各取

組ともまだまだ多くの課題を抱えている。

さらに、高知新港の利用拡大にともなって、貨物船とクルーズ客船との岸壁の利用調整が課題に

なっており、経済活動と観光産業の調和的な発展にどう取り組むかが、高知新港における重要な課

題の一つとなっている。

＜各戦略の目標達成状況、残された課題等＞

ア．集貨・航路誘致方策（コンテナ貨物）

県内荷主の物流における利便性の向上とコストダウンを図るためには、ダイレクト航路を誘致し

て、リードタイムの短縮とコストを下げる方策が最も有効である。

航路誘致のためにはコンテナ貨物の集貨量を増やす必要があるため、第 1 期振興プランでは以下

のように目標貨物量を設定した。

以上の目標を達成するため、第 1 期振興プランでは、平成 20 年の全国コンテナ貨物流動調査を

用いて、分析した結果、北米・欧州からの輸入パルプ等を中心とする間接貿易貨物の他港利用が多

数を占めたことから、それらを主なターゲットに集貨に取り組むとともに、以下の対応策を掲げ取

り組んできた。

目指すべき姿

(平成 28 年末目標)

・コンテナ貨物取扱量 20,000TEU（実入り 13,000TEU）の達成

・当面は 15,000TEU（実入り 10,000TEU）の達成を目指す

・四国他港に少ない魅力的な航路が就航し、県経済を支える物流・交流拠

点として、荷主の一層のコストダウンや利便性向上が実現している

第 1 期振興プランにおける対応策 主な取組

１ 県内取りこぼし貨物の集貨 ・インセンティブ制度の拡充により、商社等に対する営業を強

化し、コスト面での高知新港の優位性を PR

２ 新規貨物の掘り起こし ・INAP 会議経済ミッションによるマッチングなど商談支援を

行い、現地の官庁や企業とのパイプ役となり、県内企業の貿

易拡大をサポート



3

以上の取組を行った結果、第 1 期振興プランでは以下の成果が得られ、取扱貨物量が拡大したが、

目標は未達成となった。

図 高知新港コンテナ貨物取扱量推移（暦年） 資料：港湾統計、高知県提供資料より作成

・小口混載サービスの継続支援（助成）を行い、少量でも高知

新港から輸出できる体制を維持

３ 荷役体制の整備とｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ

の効率的な管理運営

・平成 25 年に港運事業者とリーチスタッカーの新造（２台体

制）について協議を行い、既存の１台は港運事業者の所有、

新設の１台は高知県の所有とすることを決定

４ 航路誘致の実施 ・船社訪問によるダイレクト航路を誘致するための情報を収集

・国際フィーダー船社への訪問により、新規航路就航が実現

第 1 期振興プランの

主な成果

平成 2４年度

平成 25 年度 ・リーチスタッカー新造（２台体制実現）

平成 26 年度 ・危険物の輸出に対応したコンテナヤードの拡張

平成 27 年度
・12 月、釜山航路の一つが中国（天津、大連）延伸

・間接貿易のパルプが徐々に高知新港利用にシフト

平成 28 年度 ・10 月、国際フィーダー航路が就航（週３便化）

目標達成状況 ・平成 28 年 12,862TEU（実入り 9,020TEU）

⇒ 増加傾向にあるが目標未達成

（目標：H26 15,000TEU（実入り 13,000TEU）、H28

20,000TEU（実入り 13,000TEU））



4

【目標未達成の原因】

これまでの県内荷主への訪問結果から、地域別に他港利用貨物の原因を分析したところ、県内貨

物の集貨目標が未達成であるのは、「リードタイムがあわないこと」、「間接貿易のためルートの決

定権がない」といったことが主な原因であることが判明した。

第 1 期振興プランで目標とした四国他港にない特徴のある航路が誘致できておらず、県外貨物の

集貨ができていないことも原因である。

図 他港利用貨物の方面別貨物量（平成 28 年フィーダー航路就航前）

図 他港利用の理由の方面別内訳（平成 28 年） 資料：高知県港湾振興課調べ

【残された課題：コンテナ航路の利便性の向上】

平成 28 年 10 月までの釜山（中継を含む）と中国の 2 航路のみでは、東南アジア地域の貨物の

集貨に限界があることが主要な課題になっていると考えられる。

一方、コストが原因で他港を利用している荷主は少ない。県が試算を行ったところ、高知県内生

産・消費の貨物は、阪神港で船積・船卸を行うよりも、高知新港を利用する方が輸送コストが縮減

する結果となっており、高知新港の利用が他港利用に比べコスト面でメリットがあることが一定認

識されているものと考えられる。

ただし、間接貿易を理由に他港利用をしている県内荷主が相当数いることから、商社等に高知新

港のコストメリットをうまくＰＲし、他港利用から高知新港への転換を図る取組を継続していく必

要がある。

華南・東南アジ

ア 1,300

北米・欧州
300

中東・インドほ

か200

華北・韓国
100

他港利用
輸出コンテナ
１，９００ＴＥＵ

華南・
東南アジア

1,200

北米・欧州
900

中東・インド
ほか800

華北・韓国
200

H29.5.港湾振興課調べ

他港利用
輸入コンテナ
３，１００ＴＥＵ

80%

53％

14%

47%

76%

19%

12%

24%

66%

8%

100

200

300

1,300

華北・韓国

中東・インドほか

北米・欧州

華南・東南アジア

リードタイム コスト 間接貿易・取引先指定 その他サービス等の不足

60%

26%

53%

50%

66%

37%

40%

50%

3%

110 

5%

華北・韓国

中東・インドほか

北米・欧州

華南・東南アジア

リードタイム 間接貿易・取引先指定 その他サービス等の不足 コスト

200

800

900

1200



5

イ．集貨・航路誘致方策（バルク貨物）

第 1 期振興プランでは、再生エネルギー関連の新規取り扱いに加え、石灰石の輸出の拡大を見込

み、目標取扱量を 130 万ｔと設定した。

以上の目標を達成するため、第 1 期振興プランでは以下の対応策を掲げ、取組を行ってきた。

以上の取組を行った結果、第１期振興プランで以下の成果が得られたものの、目標は未達成とな

った。

図 高知新港バルク貨物取扱量推移（暦年）
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目指すべき姿

(平成 28 年度末目標)

・平成 28 年バルク貨物目標取扱量：130 万トン（平成 23 年比 25％増）

第 1 期振興プランの目標値

130 万トン内訳

・石炭輸入 ：32 万トン（維持）

・石灰石移出 ：66 万トン（維持）

・石灰石輸出 ：20 万トン（平成 23 年比 14 万トン増）

・再生エネルギー輸入：12 万トン（新規増加）

第１期振興プランにおける対応策 主な取組

１ メインバース供用にあわせたバル

ク関連施設の移転

・メインバースの整備（防舷材、係船柱、SOLAS 整備等）

・実証実験、利用拡大のための委託・補助事業を実施

２ 大型船舶に対応した荷役機械導入 ・大型船舶の投入がなかったことから未対応

第 1 期振興プランの

主な成果

平成 24 年度

平成 25 年度 ・PKS（ヤシガラ）の取扱開始

平成 26 年度 ・5 月、メインバース等供用開始

平成 27 年度 ・メインバース等の実証結果の集積

平成 28 年度

ﾘｰﾏﾝ

ｼｮｯｸ

PKS 取扱開始
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【目標未達成の原因】

石灰石の移出は鉄鋼業界の再編の影響等により減少を余儀なくされ、同輸出は第 1 期振興プラン

で想定していた台湾との取引が拡大せず、目標値を大きく下回った。

PKS は高知新港で一定荷卸後、内港に入港し、荷降ろしする輸送形態であることから、想定貨

物量を下回った。石炭、PKS は発電用に利用されているが、契約電力量が固定されていることや

発電設備がフル稼働状態であるため、今後も貨物量は大きく変動することはない。

【残された課題：貨物需要に対応した環境整備】

近年ではクルーズ客船やイベント客船の寄港による荷役の調整や周辺環境への配慮、隣接するコ

ンテナヤードとの共存など、バルク貨物を取り巻く状況に変化が生じている。

また、他鉱山の枯渇・低品質化を背景に、石灰石取扱企業が高知新港背後の良質かつ豊富な石灰

石を国内製鉄所向けに増産する計画がある。

こうした状況変化や貨物需要に対応し、取扱貨物量の確保に加え、バルク貨物の取扱環境の改善

や利便性の維持向上をどのように図り、地場産業の支援につなげていくかが今後に向けた課題とな

っている。

目標達成状況 ・平成 28 年 95 万トン ⇒ 未達成（目標：130 万トン）

（平成 28 年貨物実績内訳）

石灰石 移出 57 万トン （目標比 86％）

輸出 2 万トン （目標比 10％）

石炭 輸入 30 万トン （目標比 94％）

再生エネルギー関連貨物 輸入 6 万トン （目標比 50％）
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ウ．企業誘致、地震・津波対策の強化、港湾施設の整備（防波堤）

第１期振興プランでは以下の対応策を掲げ、取組を行ってきた。

以上の取組を行った結果、第１期振興プランで以下の成果が得られた。今後は、平成 27 年度に

概成した高台企業用地の分譲条件などを検討していく。

【残された課題：港湾 BCP の改善及び実効性の向上】

今後は、情報伝達訓練等を継続的に実施し、港湾 BCP の改善及び実効性の向上に努めていく必

要がある。

エ．クルーズ客船誘致方策

平成 18 年から平成 23 年までの 6 年間の寄港実績が年平均 6 回であったことから、目標値を

その 2 倍の 12 回とした。

第１期振興プランでは、上記の目標達成はもとより、増大するクルーズ需要に対して、以下の対

応策を掲げ、取組を行ってきた。

第１期振興プランにおける対応策 主な取組

１ 避難用地と企業用地の確保 高台企業用地の概成（2.78ha）

２ 地震・津波対策 高知港ＢＣＰ策定

３ 港湾施設の整備 防波堤の延伸を国に要望・東第２防波堤着手

第 1 期振興プランの

主な成果

平成 24 年度

平成 25 年度
・高知港BCP の策定

・防波堤の粘り強い化着手

平成 26 年度 ・避難階段の修繕、避難誘導看板設置

平成 27 年度 ・高台企業用地3.4ha（分譲面積2.7ha）の造成

平成 28 年度 ・東第一防波堤全延長1,100m のうち1,031m 完成

目指すべき姿

(平成 28 年度末目標)

・クルーズ客船寄港回数：年間 12 回以上（外国クルーズ客船 4 回以上）

第１期振興プランにおける対応策 主な取組

１ 受入態勢の整備(港湾施設整備) ・係船柱や防舷材等整備に関して船社と協議、他港動向を分

析、整備を検討

２ 受入態勢の整備(観光客の受入) ・受入態勢の強化図るための外部委託の検討・実施

３ 効果的な広報・セールス活動の推進 ・海外へのポートセールス、県内モニターツアーの実施
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以上の取組を行った結果、第 1 期振興プランでは以下の成果が得られ、目標も達成できた。

図 高知新港クルーズ客船寄港回数の推移（平成 29 年８月末時点）

【残された課題①：増大するアジア発着外国クルーズ客船の効率的かつ持続可能な受入】

現在クルーズ客船の寄港回数が急増しているのは、外国客船によるアジア発着クルーズであるが、

クルーズ船社は常に新たな港、観光地を求めている。こうした動きに対応するため、下関港、鹿児

島港など西日本の各港湾において、岸壁の機能強化や客船ターミナルの整備などが進められており、

第 1 期振興プランの

主な成果

平成 24 年度 ・高知港外国客船受入協議会立ち上げ

平成 25 年度 ・7－1 岸壁の一部浚渫（サンプリンセス対応）

平成 26 年度
・超大型客船に対応した係船柱や防舷材等の整備

（～平成27年）

平成 27 年度

・外国クルーズコンベンション等でのPR を強化

・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

平成 28 年度

・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（平成30 年度完成予定）

目標達成状況 ・平成 28 年度：30 回（邦船 6 回、外国船 24 回） ⇒ 達成

（目標：年間 12 回以上（外国クルーズ客船 4 回以上））
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特に※「国際クルーズ拠点港湾」に指定された八代港、佐世保港等において大型客船専用岸壁が整

備される予定となっており、他港との競合も激しくなっていくものと見込まれる。

今後は、安全かつ円滑な受け入れを積み重ねながら、クルーズ船社、旅行代理店等に対して、高

知新港が他港より優れている点をアピールするなど、継続的な誘致活動を行っていく必要がある。

（その一方で、西日本太平洋側に大型クルーズ客船が入港可能な港が増えれば他港と連携した誘致

の可能性が広がるというメリットもある。）

【残された課題②：多様なクルーズの誘致】

アジア発着クルーズの寄港が増加する一方で、邦船やアジア発着以外の外国船社による日本発着

クルーズ、ワールドクルーズは現在横ばいの状態である。

アジア発着のクルーズ客船は大型で、一度に多くの外国人旅客が本県を訪れることから大きな経

済効果を生み出すものであるが、かつて尖閣諸島国有化を受けた日中関係の悪化により日本への中

国発着のクルーズ客船の寄港数が落ち込んだ事例や、今年は、韓国の高高度防衛ミサイル配備を受

けて、中国発着クルーズ客船の韓国への入港禁止といった事例も生じており、アジア発着クルーズ

頼りではなく、こうした社会・政治情勢に影響されない多様なクルーズの誘致に力を入れていくこ

とも必要である。

※＜国際クルーズ拠点港湾＞

官民連携により国際クルーズ拠点を形成するため、旅客施設等への投資を行うクルーズ船社に岸

壁の優先使用などを認める制度

○岸壁の安定的な確保

・投資を行うクルーズ船社に対して、岸壁の優先的な使用を確保（10 年以上）

・当該クルーズ船社の非予約日は他船社も利用可能

○クルーズ船社による投資

・投資対象施設は、旅客施設、商業施設等

・利益追求だけでなく、地域貢献という観点も必要

・旅客施設は、他船社に対しても平等に運営



10

オ．土地利用、施設配置、港湾施設の整備方針

第 1 期振興プラン時の土地利用については以下のような状況となっている。

防波堤の整備や高台企業用地の造成等が進み、一層の土地活用が目指される。

【残された課題：客船等寄港時の臨港道路の混雑、荷役調整による経済的損失発生】

高知新港内の臨港道路では、クルーズ客船寄港時等にツアーバスや見学者の車両による混雑の発

生、またツアーバスや一般車両が貨物自動車の動線と重なることによる安全上の問題、そして大型

客船寄港時は荷役作業の自粛をしていただいているなど経済的な損失等が問題として存在してお

り、今後、土地利用計画や施設整備計画を通してこれらの問題を解消するための検討が必要である。

そして、今後増加が見込まれるクルーズ客船の寄港に伴い、複数の船舶が同時に停泊する際の施

設計画や野積場内のバルク貨物による粉塵対策等、様々な解決すべき問題が発生している。これら

への対応についても今後の検討が必要である。

コンテナヤード・物流施設

×農林水産物の輸出が増加した場合、

保税冷蔵倉庫、燻蒸施設等の能力が不足

×コンテナヤードの増地能力は2万TEU程度

高台企業用地（H27整備）

臨港道路（H28整備）
×客船寄港時は物流車両とバス、一

般車が輻輳し渋滞が発生

石灰石ヤード

×増産計画に対し面積が不足

×客船寄港時の粉じん・景観

安全対策が必要

7-3岸壁（-12ｍ）、7-4岸壁（-11ｍ）
・大型客船や自衛艦が主に利用

○世界最大の客船（22万総トン）に対応可（調整は必要）
○150台のバスが同時駐車可
×静穏度が不十分（防波堤延伸と防舷材機能向上の要望）

7-2岸壁（-12ｍ）
・バルク船が主に利用

・客船（邦船、荒天時（11万総トンまで））

×客船増に伴いバルク船の利用に制限

×ｼｯﾌﾟﾛｰﾀﾞｰ（1,000ｔ/1h）の能力が不足

7-1岸壁（-8ｍ）
・コンテナ専用

×水深が浅く現在でも満載

での着岸は不可

×ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝの高さやﾘｰﾁ

が不足、老朽化
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２．第 2 期高知新港振興プランの策定

（１）高知新港が県経済に果たす役割

第 1 期振興プランも含むこれまでの取組により、高知新港は高知県経済の振興に大きな効果を発

揮している。

平成 27 年の統計値および県推計値によれば、高知新港は高知県の輸出貿易額の 28%、輸入貿

易額の 50%を占めており、県内の一大貿易拠点となっている。

また、高知新港は、輸出入コンテナの約６割が利用する県内唯一のコンテナ港湾であり、コンテ

ナ貨物以外のバルク貨物についても、背後圏から産出される良質な石灰石の輸送や、臨海部の石炭

火力発電所の石炭燃料の取り扱いも多く、物流拠点としての能力を発揮している。

表 高知県貿易額に占める高知新港の割合

さらに、平成 27 年に 8 回（うち外国客船 3 回）であったクルーズ客船の寄港数が平成 28 年

には 23 回（うち外国客船 19 回）と急増し、国際観光拠点ともなっている。

こうした高知新港で取り扱うコンテナ貨物やバルク貨物といった各種貨物やクルーズ客船寄港

の効果により、直接効果として年間約 143 億円、間接効果を含めると約 242 億円もの経済効果を

もたらしている。

表 高知新港の経済効果（平成 27 年・平成 28 年度推計値）

輸出 輸入 備考

高知県貿易額 487 億円 371 億円 平成27年ｼﾞｪﾄﾛ統計

高知港利用 172 億円(35%) 190 億円(51%) 平成 27 年税関統計

うち高知新港利用 138 億円(28%) 184 億円(50%) 県推定

コンテナ 137.6 億円(28%) 133 億円(36％)

バルク 0.4 億円(0.1%) 51 億円(14%)

直接効果 間接効果を含む

コンテナ貨物に関するもの

（平成27年推計）
106 億円 177 億円

バルク貨物に関するもの

（平成 27 年推計）
28 億円 49 億円

クルーズ客船に関するもの

（平成28年度推計）
9.4 億円 15.8 億円

計 143.4 億円 241.8 億円
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（２）高知新港を取り巻く状況の変化

第 1 期振興プランの策定後、高知新港を取り巻く状況の変化として下表の項目が挙げられる。

ア．クルーズ客船の急増

近年、我が国ではクルーズ客船の寄港回数が急増している。2016 年の我が国のクルーズ客船寄

港回数は、外国クルーズ客船 1,443 回、日本クルーズ客船 574 回で合計 2,017 回となり、前年

比 39 パーセント増で過去最高を記録した。

港湾別では、第 1 位：博多港 328 回（前年 259 回）、第 2 位：長崎港 197 回（前年 131 回）、

第 3 位：那覇港 193 回（前年 115 回）となっている。なお、高知港は 123 港中 18 位：23 回

（前年８回）であった。

2016 年に我が国へクルーズ客船により入国した外国人旅客数は、過去最高の約 199.2 万人（前

年比 1.8 倍）を記録した。

図 2010～2016 年我が国港湾へのクルーズ客船

の寄港回数

イ．高台企業用地の概成

平成 25 年３月に、内閣府より南海トラフ地震の予測結果が公表され、高知新港においても 12

ｍの津波高が予想されている。

高知新港の港湾関連用地を有効に活用するため、平成 26 年度より盛土を行い平成 28 年３月に

高台企業用地が概成したところであり、平成 29 年度以降に当該用地を分譲する予定である。

高知新港を取り巻く状況の変化

ア．クルーズ客船の急増

イ．高台企業用地の概成

ウ．国際フィーダー航路の就航

エ．石灰石の増産計画

オ．第 3 期高知県産業振興計画の策定

図 クルーズ船による外国人入国者数

（概数）
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ウ．国際フィーダー航路の就航

平成 28 年 10 月にＡＰＬ（アメリカン プレジデント ラインズ リミテッド）と鈴与海運㈱の

協力のもと、高知新港初となる高知-神戸間の国際フィーダー航路が開設された。県内荷主に釜山

航路以外の選択肢が与えられたインパクトは大きい。今後はこの航路の充実を図り、更なる利便性

の向上が必要である。

エ．石灰石の増産計画

高知新港背後に、他地域と比べ良質かつ埋蔵量が豊富な石灰石鉱山（土佐山、白木谷）が存在し

ており、今後も他鉱山の産出量の減少に対応する形で、数年内に 50 万トン、将来的には 90 万ト

ンの製鉄用の高品質な石灰石の増産が計画されている。

オ．第 3 期高知県産業振興計画の策定

高知県では、第 3 期高知県産業振興計画（平成 28 年～平成 31 年度）を策定しており、同計画

では、第 2 期に引き続き「地産外商」の取組を強化するとともに、その流れをより力強い「拡大再

生産」の好循環につなげるための取組の抜本的な強化を掲げている。

高知新港においては、地産外商を支える輸出拠点として、需要に沿った港湾機能の向上を目指し

ていくことや、地産外商で創出される新たな貨物をとりこぼすことなく、高知新港へ集約していく

ことが求められている。また、同計画ではこうした輸出促進に加え、国際観光の促進の観点から、

外国人観光客の飛躍的な増加の実現を図る方向性も示されている。近年増加するクルーズ客船のお

もてなし、物流機能との共存という面からも機能充実に向けた取組が必要となる。

図 第３期高知県産業振興計画のイメージ図 資料：高知県
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（３）高知新港のポテンシャル

高知新港の有するポテンシャルとして以下が挙げられる。

ア．太平洋に面する外洋港湾

高知新港は、西日本の主要港の中でも太

平洋側に面するという地理的な特徴がある。

瀬戸内海を航行したり大阪湾等に進入する

ルートに比べると入出港に時間・費用がか

からないのが強みである。また、西日本の

太平洋側港湾としてクルーズ客船の寄港実

績を有する数少ない港でもある。

図 上海-日本国内のクルーズ客船の主な寄港地

外貿においては、例えば東南アジア方面に輸送する際には阪神港や釜山港でトランシップを行う

よりも、高知新港を利用する方が地理的優位性を発揮できる。

また、阪神港発着の東南アジア航路においても、高知新港は航行ルート上に位置しているため、

仮に途中寄港する場合も比較的リードタイムに及ぼす影響が小さいと考えられる。

高知新港のポテンシャル

ア．太平洋に面する外洋港湾

イ．水深の深い岸壁など施設が充実

ウ．用地の拡張性

エ．平成 32 年度高知 IC～高知南 IC 供用開始

資料：高知県港湾振興課作成

※「港湾投資の評価に関する解説書 2011」の

1,000TEU クラスの船舶の平均航行速度

（18.6 ノット）で試算。海上距離は日本国

内航海距離表（内航新聞社）による。

図 高知新港の立地的優位性
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イ．水深の深い岸壁など施設が充実

物流面では-12m 岸壁 2 バースを有しており、大型貨物船の着岸も可能である。また、世界最

大級の大型クルーズ客船（22 万総トン級）が着岸可能であり、クルーズ客船の 2 隻同時着岸も可

能である。

ウ．用地の拡張性

高知新港は、コンテナ貨物やバルク貨物の増加に応じてヤード拡張が可能な余地を残している。

また、観光面でも最大 150 台のバスが駐車可能であるなど、貨物・旅客の需要増加にも対応でき

る充分なスペースを有している。（参考資料：四国内の岸壁整備状況や用地充実の状況を図示）

エ．平成 32 年度高知 IC～高知南 IC 供用開始

四国四県を結ぶ高規格道路ネットワーク「四国 8 の字ネットワーク」の一部を形成する高知東部

自動車道一般国道 55 号高知南国道路は、現道の渋滞緩和、災害時の緊急輸送道路等を目的とする

延長 15 ㎞の道路である。

平成 27 年 3 月に高知南 IC～なんごく南 IC 間が供用開始、平成 28 年 4 月になんごく南 IC～

高知龍馬空港 IC 間が供用開始となり、平成 32 年度には高知 IC～高知南 IC の区間が供用される予

定である。

高知南 IC は高知新港の直背後に位置するため、同区間の供用により高知新港から高知竜馬空港、

高知市市街地へのアクセス性が向上し、観光客の移動の効率化、付近の渋滞の改善による物流の円

滑化が期待されている。

図 高知南国道路の区間・延長等 資料：四国地方整備局 土佐国道事務所 HP

延長 15.0㎞

幅員 22.0m

区間
　高知IC～
　　高知竜馬空港IC

高知南国道路

H32 年度供用開始

予定(延長 6.2 ㎞)

H26 年度供用開始

(延長 4.7 ㎞)

H28 年度供用開始

(延長 4.1 ㎞)
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（４）第 2 期振興プラン策定の趣旨

平成 24～28 年度の５ヵ年における第 1 期振興プランの取組によって、高知新港における各分

野でそれぞれ成果が得られた一方、目標の一部が未達成となっている等の課題も存在する。そのた

め、第 1 期振興プランの取組における課題を抽出・分析し、解決に向けて取組をさらに深化・発展

させる必要が生じている。

一方、この 5 年間でクルーズ客船の急増や国際フィーダー航路の就航といった新たな状況変化も

生じている。高知新港には、こうした状況変化や県経済に果たす役割を踏まえ、高知新港の持つポ

テンシャルを最大限に生かしながら、第 3 期産業振興計画で取り組んでいる輸出の促進、国際観光

の推進に貢献し、地産外商の拡大、県勢浮揚につなげていくことが求められている。

そのために高知新港の目指す姿として、物流面では「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）」及び「地場産業を支える物流拠点（バルク貨物）」、観光面では「西日本太平洋

側における国際クルーズ拠点」をそれぞれ掲げ、さらに物流機能と観光機能の調和を図るため「物

流及びクルーズ観光が高次に共存した港湾」を加えた 4 つを設定する。

こうした高知新港の目指す姿の実現に向けて、平成 29～33 年度の 5 カ年における新たな振興

計画として、第 2 期高知新港振興プラン（以下「第 2 期振興プラン」という。）を策定するものと

する。

＜高知新港の目指す姿＞

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

４．物流及びクルーズ観光が高次に共存した港湾

第 2 期高知新港振興プランの策定

（平成 29 年度～平成 33 年度）
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３．第 2 期高知新港振興プランの主な戦略

１．第 2 期振興プランにおける基本目標及び戦略

第 1 期振興プランの取組により、釜山航路の中国延伸や国際フィーダー航路が就航し、物流サー

ビスの利便性が大幅に向上した。また、高知新港利用に対するインセンティブ制度の創設・拡充や、

これにあわせた荷主や商社へのポートセールス活動により、コンテナ貨物の取扱量は年々増加してお

り、平成 28 年は過去最高となる約 13,000TEU（うち実入り約 9,000TEU）を達成した。

県内で生産・消費されるコンテナ貨物の量は約 14,000TEU（輸出 5,000TEU、輸入 9,000TEU）

と推計され、このうち高知新港の利用率は輸出入とも６割を超えており、これは他地域の地元港利用

率と比べても高く、県経済に重要な役割を果たしているものと言える。

しかしながら、四国他港に比べて、航路便数が少なく、まだまだ利便性が高くないといったことか

ら、東南アジア方面への貨物等リードタイムがシビアな貨物については、高い陸送費を払って、全体

的なコストが高くなっても阪神港等を利用しているといった実態があり、県内荷主にとって物流コス

トの高止まりを招いている。

目指す姿①：四国における東南アジア方面への輸出拠点（コンテナ）

図 四国各港のコンテナ航路（平成28年）

図 県内コンテナ貨物の高知新港利用率

（平成 28 年） 県独自推計

図 コンテナ貨物の地元港利用率
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こうした状況を解消するためには、航路便数を増やし、利便性を向上させることが必要であり、四

国の他港にない魅力的な外航航路、中でも他港を利用している県内貨物の仕向け地として多く、今後

の経済発展も期待され、また、第 3 期産業振興計画でも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し、県内企業の輸送コストの縮減、県産品の競争力の

強化につなげていく必要がある。

そのためには、まずは、コンテナ船社が新規航路の就航に関心を示すだけのベースとなる貨物を確

保する必要があり、既存航路を最大限に活用し県内貨物の集貨に努めるとともに、新たな貨物の創出

として、現在はわずかな取扱量に留まっているが、今後、第 3 期産業振興計画で取り組んでいく農林

水産物の輸出の本格化に対応するための高知新港の物流機能の強化に取り組んでいく。また、近年の

コンテナ船の大型化に対応するガントリークレーンの機能向上等に取り組む必要がある。

これらを組み合わせて実施することにあわせて、新規航路誘致のための効果的なインセンティブ制

度を設け、コンテナ船社に誘致活動を展開していくことで、外航航路の誘致を目指していく。

このため、第 2 期振興プランにおいて、コンテナ貨物について上記の目指す姿を達成するための基

本目標及び戦略を次のとおり定め、取り組んでいく。

○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）

○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

２．第 2 期振興プランにおける取組

○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）

（１）現状・課題

現在、高知新港の定期コンテナ航路は週３便が運航しており、高知新港の物流サービスの利便性

が大幅に向上し、多くの県内荷主にとって高知新港を利用することによりコスト縮減につながって

いるが、リードタイムの問題や、間接貿易のため県内荷主に物流の決定権がないなどの理由で、高

い陸送費を払って阪神港等他港を利用している実態がある。この陸送費についても、トラック運転

手の高齢化や若者の車離れ、運転手の労働時間超過の厳罰化等による運転手不足により、物流コス

トの増加が懸念されるところである。

【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
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県内荷主への聞き取りによる他港利用の要因としては、前述のとおり（４ページ参照）、「リード

タイム・コストがあわない」、「間接貿易のためルートの決定権がない」といったことが主なもので

あるが、県内貨物の高知新港の利用促進を図っていくためには、荷主毎に要因を分析し、課題を抽

出したうえで、対応策を検討する必要がある。

（２）対応策

県内荷主の他港利用の要因として最も多いリードタイムやコストの問題に対しては、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、平成 28 年 10 月の就航間もない国際フィーダー航

路により、リードタイム等で優位となる地域への貨物の荷主に対し、ポートセールスを強化してい

く。その際には、これまでの企業訪問により蓄積している荷主情報を活かし、民間物流事業者と連

携して荷主を訪問し、より良いサービスを提案するなど、きめ細やかなポートセールスを実施する。

また、間接貿易の問題に対しては、商社等に高知新港の優位性を周知するため、大都市圏でのポ

ートセールスセミナーを実施するとともに、荷主に対しても物流コストの低減メリット等の周知を

図っていく。

また、コンテナで輸出する際の荷姿、鮮度、傷等の程度を確認するための輸送実験を関係機関と

連携して行うことにより、荷主に対して高知新港の優位性を理解してもらうとともに、高知新港を

利用することによる荷主の心理的負担の軽減を図る。

○戦略２：海上輸送による農林水産物の輸出拡大（創貨）

（１）現状・課題

近年の世界的な日本食ブームや、高品質な日本産品への注目により、国産農林水産品の輸出金額

が大きく増加している。これを受けて農林水産省では、2019 年に農林水産物の輸出金額 1 兆円

達成に向けた輸出促進対策を打ち出している。

我が国の農林水産物や食品の輸出手段は海上コンテナが８割を占めているが、本県においては高

知新港を利用している割合は、林産物は８割程度が利用しているものの、農水産物・食品は４割程

度と推計され（平成 27 年の財務省の貿易統計と同年のアンケート回答に基づく貿易実態調査との

比較）、多くは陸上輸送により他港から輸出されており、県産品の価格競争力を高めるうえで支障

となっている。
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第 3 期高知県産業振興計画（平成 28 年策定）では、県産品の外商促進として、ユズや土佐酒と

いった県の名産品の輸出拡大、新たな貨物の掘り起し、国別・品目別の輸出戦略の展開が目指され

ている。また、林業分野では県産製材品の県外出荷量増加が目標として掲げられている。こうした

輸出促進の本格化に対して、高知新港が果たすべき役割は重要である。

資料：第３期高知県産業振興計画（高知県）

（２）対応策

輸出促進に取り組む農林水産物の品目ごとの課題に対して、高知新港を利用した輸出につながる

よう港湾機能の向上や物流サービスの提供を検討していく。

また、高知新港の近隣に立地する園芸連や木材団地との連携も模索していく。

ア．林産品

（ア）一般製材・原木

<食品分野>輸出戦略に基づく輸出振興の本格化

＜林業分野＞

<林業分野>流通・販売体制の確立

戦略の

方向性

ユズ及び土佐酒の輸出拡大や、定番化に向けて新

たに力を入れる品目の掘り起こし等により、国

別・品目別の輸出戦略を本格的に展開

大消費地や海外をターゲットとした組

織的・継続的な外商活動を展開する

戦略

目標

○食料品の輸出額

26 年：3.38 億円

31 年：12 億円（9 億円↑）

37 年：17 億円（14 億円↑）

○貿易に取り組む企業

26 年：49 社

31 年：100 社（倍増）

○県産製材品の県外出荷量の増加

（一般製材品）26 年：16.1 万㎥

31 年：20.1 万㎥

33 年：19.7 万㎥

37 年：15.8 万㎥

（高次加工品）26 年：0.0 万㎥

31 年：0.1 万㎥（0.1 万㎥↑）

33 年：1.5 万㎥（1.5 万㎥↑）

37 年：5.4 万㎥（5.4 万㎥↑）

取組

方針

１．国・地域別の輸出拡大

２．品目別の輸出拡大

３．企業のサポート強化

１．流通の統合・効率化

２．販売先の拡大品目別の輸出拡大

現

状

○一般製材については、韓国、中国、台湾、ベトナム等に輸出実績があり（142TEU）、他地

区でコンテナ詰めを行い、高知新港に陸送している。

○原木については、韓国及び中国向けに原木の輸送実績があり（60TEU）、他地区でフォーク

リフトでコンテナ詰めを行い、高知新港に陸送している。

○一般製材・原木ともに燻蒸については、韓国は不要であるが、中国は必要であり、高知新港

のコンテナ燻蒸倉庫（２棟）で実施している。

第３期高知県産業振興計画
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（イ）高次加工品（ＣＬＴ等）

課

題

○倉庫燻蒸の費用が高く、中国向けの輸出が伸びるための障壁となっている。

○原木をフォークリフトでコンテナ詰めしており、他港に比べ時間・費用がかかる。

対

応

方

針

○高知新港の現状の倉庫燻蒸では取扱貨物量に限界があり、小分けの燻蒸を強いられ、コスト

が嵩んでしまう。燻蒸費用を低減するための方策を検討する。（補助、天幕燻蒸の実施等）

○木材の取扱量に応じて木材ヤードの拡張を検討する。

図 燻蒸施設に関する検討イメージ

現

状
○韓国向けにヒノキ等の木製品の輸出実績あり。

課

題

○乾燥製材や CLT 等については、水濡れを嫌うため雨天時のコンテナ詰め作業に制約がある。

○雨天時の税関検査は、上屋内で実施するか、検査日を延期する必要があり、コスト増や遅延

につながる懸念がある。

対

応

方

針

○上屋の屋根を拡張することで、雨天時のコンテナ詰め作業や税関検査に対応する。

○高知新港を利用したＣＬＴ輸送実験を行い、物流上の課題を検証する。

写真① 現状の高知新港コン

テナヤード倉庫

入口に屋根が全くないため、

雨天時は倉庫外作業が不可

写真② 高知新港物流ターミ

ナル側倉庫

倉庫入り口側の屋根を伸ばす

ことで雨天時も作業可能

写真③ 松山港コンテナヤー

ド検査用倉庫

トレーラーでの積卸を想定し

た高い床面
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イ．農水産品・食品

現

状

○青果品については、高知新港の取扱はない（航空便でユズ玉の輸出実績あり）。

○ユズの一部は、高知新港を利用せず阪神港・京浜港から通関・輸出している。また、その他

農産物は仲卸業者を介して海外に輸出されている。

○水産物については、冷凍魚（シイラ、サバ）を中国、ベトナムに年 10TEU 程度の輸出実績

があり、自社手配の冷凍倉庫でリーファーコンテナ詰めを行い、高知新港に陸送。

ただし、HACCP 取得が進んでいる他県で加工・輸出されているケースが多い。

○日本酒については、小口混載（ドライ）にて、中国に輸出実績があり、ユズ果汁については、

リーファーコンテナにて、欧州に輸出実績あり。

課

題

○１荷主でコンテナを満載できる規模の荷主が少ない。

○商社等を介した間接貿易が多いため、商社側の判断によって他港に集約して輸出するケース

が多い。

○高知ファズの保税冷蔵・冷凍倉庫で動物検疫・植物検疫を実施できるが、外貨の取扱いが少

なく、内貨を保管しているため、外貨を扱う際には預替えが発生しコスト増の要因となって

いる。

対

応

方

針

○ＣＡコンテナ等による品質保持を確認するための輸送実験を検討する。

・高知県産品と同様の商材を扱っている仕向地をピックアップし、県産品の混載に適当な温

度帯やコンテナの種類、湿度調整機の実証実験を行い、設置の検討を行う。

※ＣＡコンテナ：大気濃度の調整により成果物の貯蔵期間の延長が可能

○高知新港からリーファーコンテナでの食品輸出を試行してもらうためのインセンティブ制度

の創設を検討する。

【参考】土佐酒の小口混載リーファーコンテナによる輸送実験（平成 28 年 10 月）

○概要

・物流事業者がコンテナをチャーターして、小口混載のリーファー輸送を試行的に実施

・土佐酒を物流事業者の冷蔵倉庫に集貨し、リーファーコンテナにバン詰め

・高知新港の保税リーファー架台にコンテナを搬入し、税関検査後、船積み

・釜山港の冷蔵保税倉庫に搬入し、通関後、輸入者のもとに陸送

○結果

・品質等については問題なく輸送できた

・土佐酒の輸送実験がマスコミ等で大きく取り上げられたことで、荷主や他の物流事業者

の関心を高めることができた

・今後、既存輸出ルートの費用、時間、品質保持等の比較を行い、商品化の可能性を検証
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○戦略３：コンテナ航路の充実に必要な施設整備

（１）現状・課題

平成 27 年 12 月の釜山航路の中国延伸にあわせたコンテナ船の大型化（11,400DWT、

834TEU、喫水 8.64m）により、コンテナ貨物の満載状態では、7-1 岸壁（-8m）に入港でき

ない状況となっているうえに、既設のガントリークレーンの能力（9 列 3 段積まで対応可）を超え

た積載能力（9 列 4 段）となっており、高知新港入港時にはコンテナ貨物の積載位置を調整するこ

とにより対応しているなど、非効率な荷役となっているのが現状である。

図 ガントリークレーンの規格に関する四国他港との比較

物流コストの縮減のため、近年、世界的にコンテナ船の大型化が進んでおり、韓国コンテナ船社

へのヒアリングでも近い将来さらなる大型化を予定しているとのことである。また、現在、国内に

寄港している東南アジア航路（台湾、シンガポール等）の船型は、10,000～55,000DWT 級で

あり、東南アジア方面への航路の誘致にあたっては、ガントリークレーンの大型船への対応が必要

不可欠となっている。

さらに、既設のガントリークレーンは供用後 20 年近く経過しており、老朽化が進行し、故障の

発生も多く見られるようになってきており、こうした面からも早急な対策が求められている。

○リーファー小口混載サービスの実現を目指す。

・輸送実験の取組・PR 等を通じて、県内貨物情報を収集。フルコンテナに育たないリーファ

ー小口貨物を取り扱うため、船会社や物流事業者の協力のもと、定期的なサービスの開始

につなげる。

・農産品の輸出について、県、ＪＡ、園芸連等と協議し、園芸連で海上コンテナ（リーファ

ー）の対応を可能にし、高知新港からの輸出につなげる。

○貨物量に応じた冷蔵冷凍倉庫等のスペックを検討する。
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（２）対応策

ア．ガントリークレーンの機能向上

現在の釜山・中国航路のコンテナ船による荷役作業の効率化及び近い将来のさらなる大型化や、

新たな外航航路の誘致に向け、ガントリークレーンの機能向上を図る。

新設するガントリークレーンの規格については、岸壁本体の安定性の検証結果をもとに、国内の

ー12ｍ岸壁に設置されているもの等を参考にしながら検討していく。

なお、既設のガントリークレーンについては、リダンダンシー（多重化、予備の手段）の観点か

ら、長寿命化を図りつつ運用を行っていく。

図 国内他港の-12m 岸壁に設置されているガントリークレーンの列数・段数

イ．コンテナヤードの拡張

さらなる大型コンテナ船が就航した場合には、喫水の関係から

7-1 岸壁には入港できないため、7-2 岸壁（-12m）に入港し

荷役を行うこととする。

これに伴い、既存のコンテナヤードの蔵置能力には余力がある

ものの、7-2 岸壁利用時にはリーチスタッカーによりコンテナ

貨物の横持ちが発生するため、コンテナヤードの拡張や岸壁の増

深など効率的な利用方法の検討を行う。

○外航航路（東南アジア方面）の誘致

新たな外貿コンテナ航路の誘致実現を図るには、高知新港として

相応の貨物量を確保することが求められる。上記の戦略１、２によ

り、県内貨物のさらなる集貨や農林水産物等新たな貨物の創出に取

り組み、新たな外貿コンテナ航路の誘致に結びつく安定した貨物量

の確保を図る。また、上記の戦略 3 により、大型船に対応したガ

ントリークレーンの整備を行う。

これらの取組にあわせて、使用料減免や入出港経費に対する補助といった外航航路誘致に対する効

果的なインセンティブ制度を設け、コンテナ船社への誘致活動を実施していく。
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【参考】

東南アジア方面へのダイレクト航路の誘致にあたっては、高知新港に一定の貨物需要が必要である

が、国内他港の状況より推計を行った結果、中国（華南）・東南アジア航路の１航路につき、最低で

も 2,300～5,900TEU（実入り）程度の貨物量が求められる。

他港利用貨物のうち、航路誘致により集貨できる貨物量は、2,000TEU 程度と推計されることか

ら、航路を維持していくためには、創貨による貨物量の増加や他県からの貨物の集貨が必要になる。

（ちなみに、東南アジア方面の貨物の平成 28 年高知新港取扱実績は輸出：1,029TEU、輸入：

2,176TEU ）

表 東南アジア方面の高知県内発着貨物の利用港内訳および年間 TEU の推定（参考）

資料：平成 25 年港湾統計、平成 25 年全国コンテナ貨物流動調査（国土交通省）を元に作成

※東南アジア方面の仕向・仕出国として、インドネシア、カンボジア、シンガポール、ス

リランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、香港、台湾を設定

（単位：実入りTEU）
高知新港利用 他港利用 合計

輸出 1,066 1,381 2 ,448
輸入 2,700 686 3 ,387
合計 3,767 2,068 5 ,834

高知新港利用 他港利用 合計
1,253 1,623
44% 56%
2,986 759
80% 20%

4 ,239 2,382
64% 36%

（単位：トン／月）

輸出

輸入

合計 6,621

2 ,876

3 ,745
月あたりトン数を年間換算(×12)し、

H25 四国 6 港１TEU あたりトン数から

実入りコンテナ個数を推定。

◆中国・東南アジア航路の 1 航路あたり貨物量の推定

（１）1,000TEU クラスの船舶による華南・東南アジア直行サービスを誘致する場合

高知新港と規模が近しく、1,000TEU クラス（900～1,100TEU）の船舶が投入されている

華南・東南アジアサービスを有する他港の事例より……

（２）1,500TEU クラスの船舶による華南・東南アジアサービスを誘致する場合

高知新港と規模が近しく、1,500TEU クラス（1,350～1,650TEU）の船舶が投入されてい

る華南・東南アジアサービスを有する他港の事例より……

港名
年間取扱貨物量

(H25・輸出入計)

華南・東南アジア

航路週便数

1 航路あたり

年間貨物量（推定）
〇最小

2,312TEU（実入）

〇目安

5,448TEU（実入）

福山港 50,862TEU 週 5 便 6,214TEU

細島港 17,161TEU 週 2 便 3,031TEU

伊万里港 26,828TEU 週 2 便 8,289TEU

舞鶴港 6,906TEU 週 1 便 2,312TEU

小樽港 8,525TEU 週 1 便 4,817TEU

志布志港 45,836TEU 週 3 便 8,027TEU

港名
年間取扱貨物量

(H25・輸出入計)

華南・東南アジア

航路週便数

1 航路あたり

年間貨物量（推定）

〇最小

5,898TEU（実入）

〇目安

8,007TEU（実入）

岩国港 18,054TEU 週 2 便 5,898TEU

千葉港 32,120TEU 週 2 便 10,117TEU
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◆高知新港に東南アジア方面ダイレクト航路が就航した際の効果

東南アジア方面の航路誘致を考える上で、競合するのは阪神港と松山港と考えられる。

各生活圏から高知新港、阪神港、松山港の 3 地点における陸送コストとリードタイムを試算・

比較したところ、高知県・香川県全域および愛媛県と徳島県の一部地域では、高知新港を利用した

場合が最も陸送コスト・リードタイムの両面で優れることがわかった。

H25 コンテナ貨物流動調査より、同エリアの東南アジア発着貨物量は約 48,000TEU と推計

される。ダイレクト航路就航によって、仮に上記貨物の半数を高知県で集貨できた場合、輸送費用

の低減による経済効果は、輸出約 14,700TEU、輸入約 9,300TEU の集貨によって県内貨物の

集貨のみで約 1.8 千万円、県外貨物の集貨のみで約 36.8 千万円となる。

陸送コストの試算結果に着目すると、

右図の通り、愛媛県や徳島県の一部の生活

圏を除き、高知新港を利用する方が低コスト

になる生活圏が多くを占めている（水色項

目）。

例えば愛媛県では基本的に松山港を利用

する方が1～5万円程度低コストで済むもの

の、新居浜・西条地域では高知新港を利用し

ても陸送コストの差はない。加えて、阪神港

（神戸港）利用時に比べると、高知新港利用

の方が 6～8 万円程度低コストになる。

香川県は僅差ながら、松山港よりも高知新

港を利用する方が 3,000 円程度低コストで

済み、阪神港利用よりも 2～４万円程度低コ

ストとなる。

徳島県は徳島で神戸港利用が最も低コス

トとなるものの、それ以外では高知港を利用

する場合が低コストとなる。

表 利用港別 陸送コストの比較

生活圏 高知港利用 神戸港利用 松山港利用

愛媛県（平均） ･73,710 ･142,648 ･46,698

宇和島 ･77,700 ･155,970 ･64,410

今治 ･74,370 ･137,010 ･39,800

松山 ･74,370 ･136,910 ･20,140

新居浜・西条 ･64,410 ･136,910 ･64,410

八幡浜・大洲 ･77,700 ･146,440 ･44,730

香川県（平均） ･74,390 ･108,115 ･77,715

香川西部 ･67,740 ･117,920 ･71,060

香川東部 ･81,040 ･98,310 ･84,370

高知県（平均） ･41,475 ･136,895 ･78,545

安芸 ･34,900 ･127,350 ･87,710

高幡 ･39,800 ･136,910 ･71,060

中央 ･20,140 ･127,350 ･74,370

幡多 ･71,060 ･155,970 ･81,040

徳島県（平均） ･77,187 ･92,750 ･91,507

三好 ･59,480 ･104,950 ･74,370

徳島 ･84,370 ･81,660 ･97,680

南部 ･87,710 ･91,640 ･102,470

※原則一般道利用時の 20ft コンテナ 1 個あたりコスト

うち半数を集貨できた場合の経済効果

県内貨物の集貨 約 1.8 千万円

県外貨物の集貨 約 36.8 千万円
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３．第 2 期振興プランにおける目標値

以上の取組を踏まえ、第 2 期振興プランにおいて、コンテナ貨物について基本目標を達成するため

に掲げる目標値としては、以下のとおりとする。

【KPI】

○県内貨物の利用率の向上：平成 28 年 約６割 ⇒ 平成 33 年 ８割

○県内貨物の集貨・創貨：平成 33 年 12,000TEU

※14,000TEU（県内貨物の推計総量）×８割（集貨）＋約 1,000TEU（創貨）
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１．第 2 期振興プランにおける基本目標及び戦略

第 1 期プランの期間においては、新たな取り扱い貨物として PKS（ヤシ殻）が加わったが、輸出

量の増加を目指していた石灰石については、鉄鋼業界の再編等の影響により取扱量が減少している。

しかしながら、今後数年内に石灰石取扱企業が、高知港背後にある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産する見込みとなっている。また、高知港沿岸部はか

つてセメント生産拠点であり、第２次産業の雇用、県内外の廃棄物処理機能を担っていたが、近年の

セメント需要の低下による拠点集約により、高知港ではこうした機能が失われている。

今後は、石灰石等のバルク貨物の潜在需要に対応した環境整備を行うことで物流コストの削減を図

り、地場産業力の創造・育成強化を図る必要がある。

このため、第 2 期振興プランにおいて、バルク貨物について上記の目指す姿を達成するための基本

目標及び戦略を次のとおりと定め、取り組んでいく。

○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

２．第 2 期振興プランにおける取組

○戦略１：増加するバルク貨物に対応したヤードの拡張

（１）現状・課題

高知新港のバルク貨物（石灰石）ヤードは、約 2.7 ヘクタールしかなく、限られた面積の中で、

複数の企業が用途の異なる石灰石の配置などを調整しながら利用している。バルク貨物（石灰石）

の取扱量が増加した場合、輸送車両や荷役機械の輻輳の発生、また、バルク貨物（石灰石）を高く

積み上げることによって貨物に傷がつくなど、品質低下などが懸念されている。

また、国内製鉄所から良質な高知産石灰石の引き合いが多く、石灰石取扱企業が今後３～5 年の

間で約 50 万トン増産し、年間約 110 万トンを高知新港で扱う予定となっている。また、将来的

にさらに約 40 万トン増産し、年間約 150 万トンを扱う予定となっており、現在のヤード面積で

は対応できないため、ヤード面積拡張の要望があがってきている。

（２）対応策

今後のバルク貨物（石灰石）取扱貨物量の増加に対応するため、必要な野積場形状・面積を検討

したうえで、港内道路を付け替え、バルク貨物（石灰石）ヤードの段階的な拡充を図る。詳細な配

置等については、バルク貨物（石灰石）ヤードの利用者等の関係者と協議していくこととする。

【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

目指す姿②：地場産業を支える物流拠点（バルク）



29

将来における年間取扱量 Ｑ 1,100,000 ｔ／年 企業ヒアリングより

利用率 ｒ 0.7 新体系土木工学港湾計画より

回転率 e 10.0 回／年 新体系土木工学港湾計画より

単位面積当たり収容量 ｗ 4.5 ｔ／㎡

石灰石ヤード必要面積 A 3.5 ha

石灰石ヤード必要面積A（㎡）＝
年間取扱量Ｑ（ｔ／年）

利用率ｒ×回転率ｅ（回／年）×単位面積当たり収容量ｗ（ｔ／㎡）

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

＜必要面積＞

図 バルク貨物（石灰石）ヤードの拡張イメージ（案）

○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

（１）現状・課題

高知新港のバルク貨物ヤードの荷役機械については、船舶へ貨物の揚げ卸しを行うシップローダ

ー１基、ヤード内で荷役作業を行うホイールローダー４台体制となっている。

現在のシップローダーの船舶への積載能力は、1,000 トン／h（最大 1,200 トン／h）を有し

ており、1 万ＤＷＴ級の船舶への積載の場合、荷役時間が 8～10 時間程度、2 万ＤＷＴ級の船舶

への積載の場合、荷役時間が 20 時間程度かかり、着岸している時間としては最大で 2 日を要して

しまう。

近年船舶も大型化しており、物流コスト削減のため、これに対応した荷役機械の機能向上を図っ

ていく必要がある。

図 現在のバルク貨物の取扱状況

石灰石積込状況 石灰石ヤード内作業状況

凡例

新臨港道路

旧臨港道路
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（２）対応策

荷役機械（シップローダー）の機能向上に向けて、まずはバルク貨物ヤードの利用者等関係者と

協議し、増産計画を考慮しつつ、どの段階で、どの程度の積載能力を有した荷役機械が必要か、ま

た、それを整備するにあたり、費用分担をどのように考えるか等、関係者間で役割を明確にしたう

えで、荷役機械の整備を行う。

３．第 2 期振興プランにおける目標値

以上の取組を踏まえ、第 2 期振興プランにおいて、バルク貨物について基本目標を達成するために

掲げる目標値として、以下のとおり設定する。

【KPI】

○石灰石の取扱量

・平成 33 年：110 万トン（50 万トン増） 売上増：約 4.5 億円増

・将 来：150 万トン（90 万トン増） 売上増：約 8.1 億円増
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１．第 2 期振興プランにおける基本目標及び戦略

第 1 期振興プランの取組により、平成 28 年度からクルーズ客船の寄港数が急増し、中でもアジア

発着のクルーズが約７割を占めている。こうしたアジア発着クルーズの需要は、高知新港のロケーシ

ョン等の優位性から、今後も引き続き拡大していくと見込まれるものの、西日本を中心に各地域のク

ルーズ客船受入のための港湾機能の向上が図られており、各港間の競争も激化してきている。

また、外国客船による日本発着クルーズやクイーン・エリザベスなどのワールドクルーズに加え、

同一のコースを複数回周遊するクルーズなど新たなクルーズ需要も拡大してきている。

太平洋に面する外洋港湾であり、中国からのクルーズの寄港地として最適な位置にあることや、世

界最大級のクルーズ客船が着岸可能な水深が深い岸壁を有していることといった高知新港のポテン

シャルを活かし、アジアのクルーズ需要の拡大を最大限に取り込み、安全かつ円滑な受け入れを行っ

ていく必要がある。また、多様なクルーズを誘致し、社会情勢等に左右されることなく、継続的にク

ルーズ客船が寄港する港湾を目指していくことも必要である。

このため、第 2 期振興プランにおいて、クルーズ客船について上記の目指す姿を達成するための基

本目標及び戦略を次のとおりと定め、取り組んでいく。

○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体制の構築

○戦略２：多様なクルーズ（邦船､外国客船による日本発着クルーズ､ワールドクルーズ）の誘致

〇戦略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】西日本太平洋側のクルーズ客船寄港地として定着化・発展

目指す姿③：西日本太平洋側における国際クルーズ拠点

6



32

２．第 2 期振興プランにおける取組

○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体制の構築

（１）現状・課題

ア．岸壁でのおもてなし

平成 28 年度より、岸壁での受入業務に関して外部委託を導入し、歓迎式典やよさこい鳴子踊り

披露、観光案内や物販サービスなどのイベント等を充実させた結果、船会社や乗船客から高評価を

得ている。

また、外国客船寄港時に高知新港から距離のある中心市街地へ乗船客等を誘導するため、無料の

シャトルバスを運行し、多くの乗船客等が利用することで、市街地のにぎわい創出にもつながって

いる。

その一方で、客船寄港数の増加に伴い、岸壁でのイベントやシャトルバスの運行にかかる外部委

託の経費が増加している（1 寄港当たり平均約 300 万円）。

観光案内や物販サービス等の岸壁でのおもてなしについては、仮設テントを設置して実施してお

り、クルーズ客船寄港時の天候に大きく左右されてしまう。これまでもイベント等が実施できない

状況も発生している。

また、岸壁でのイベント等の内容が毎回同じようなものとなってしまい、リピーターを確保して

いくという観点からは、受入内容のマンネリ化も危惧される。

写真 岸壁でのおもてなし（左：よさこい踊り、右：土佐和紙ちぎり絵）

イ．ＣＩＱ（出入国管理、税関など）

入国審査については、クルーズ客船の岸壁への着岸後に審査官が船内に乗り込み、機材等を設置

し手続きを行っており、この設置に要する時間だけで約１時間かかっている。

税関検査については、岸壁に設置した仮設テント内で行っておりスペースが狭く、また、炎天下

や雨天の中乗船客が滞留してしまうケースがある。

ウ．市街地での受入（観光分野）

乗船客のツアー先のほとんどが高知市内に集中しており、市街地における食事場所や駐車スペー

スなどが不足している。

また、4,000 人規模の乗船客が移動する際には、約 100 台近くのバスを確保しなければならな

いが、高知県内だけではバスの確保が難しく、四国他県のバスも活用している状況である。
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（２）対応策

今後、増大するアジア発着クルーズを安全かつ円滑に受け入れ、寄港地として定着化していくた

めに、以下のような対応を検討・実施していくこととする。

ア．持続可能なおもてなしの実施

（ア）県民参加によるおもてなしの充実

○県内の小・中・高等学校、専門学校、大学等との連携を図り、各種イベントの実施や、観光案

内所での通訳やボランティア活動など、岸壁や市街地における受け入れ態勢の充実を図る。

○また、県民に対して、クルーズに関する講演やセミナー、マスコミやホームページ等による広

報を積極的に展開することで、クルーズ客船に関心を持ってもらう取組を継続する。

○高台企業用地にクルーズ客船の展望スペースを設けるなど、県民がクルーズ客船に親しめるよ

う検討する。

（イ）経済性も考慮した効率的なおもてなしの実施

○客船ターミナルや照明灯などの整備により、仮設テント等岸壁での受入に要する経費を低減す

るとともに、雨天時に対応できるボーディングブリッジの整備を検討するなど、天候に左右さ

れないおもてなしを実施する。

○中国発着クルーズの乗船客はオプショナルツアーの参加率が高く、シャトルバスの利用率が低

いという傾向があるため、クルーズの発着地に応じたシャトルバスの台数を配備するなど、効

率的な運行を実施する。

○他港事例も参考にしながらシャトルバスの有料化についても検討する。

新潟港：平成 29 年 4 月から有料化、舞鶴港：片道 200 円、金沢港：500 円で乗り放題

○シャトルバス以外の交通手段として、路線バスの不定期運行、周遊タクシー、レンタカーなど

も含めた代替交通手段の提供を検討する。

イ．円滑なＣＩＱ審査の実施

客船ターミナルを整備し、ＣＩＱ審査スペースを設けることにより、ＣＩＱ審査に要する時間の

短縮を図る。これにより、乗船客等の滞在時間の増加につなげることができ、観光や買い物等経済

効果の増加が期待できる。

また、高知新港はクルーズ客船寄港に当たってのファーストポートまたはラストポートの割合が

あわせて約 7 割と高く、ＣＩＱ審査の円滑化は、さらなるクルーズ客船の誘致にもつながっていく

ものである。

図 高知新港客船ターミナルイメージ

客船ターミナルの整備（平成 30 年度完成予定）

○面積：約 1,400 ㎡（H29.8 末現在設計中）

○機能：出入国審査（最大 18 ブース）

税関検査（最大８ブース）、検疫

待合、観光案内、物販、イベント
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ウ．ツアー先観光地の拡大

高知南国道路や高知西バイパスの整備などを背景に、高知県観光振興部や高知県観光コンベンシ

ョン協会と連携し、外国船社や旅行会社への訪問や県内観光地等を視察するモニターツアーの実施

などを通じて新たなオプショナルツアーの造成を提案していく。

また、平成 28 年度に初めて実施した「外国客船オプショナルツアー商談会」を今後も継続実施

し、外国船社や旅行業者に対し、県内観光事業者やバス事業者等が直接ＰＲできる場を設け、ツア

ー先の拡大やバス車両の有効活用等につなげる。

エ．官民連携

岸壁や市街地における外国クルーズ客船の受け入れに関する課題等について協議・検討するため、

「高知県高知港外国客船受入協議会」（下図参照）を通じて、関係機関との連携を強化し、受入態

勢のさらなる充実を図っていく。

また、現状の「高知県高知港外国客船受入協議会」は高知市内の観光関係者等で構成されている

が、高知新港周辺の道路整備が進み、高知市外へのアクセスの利便性も向上していくことから、県

内全域へクルーズ客船の波及効果を拡げていくために、高知市外の関係者の参画も検討していく。

図 高知県高知港外国客船受入協議会組織図

○戦略２：多様なクルーズ（邦船､外国客船による日本発着クルーズ､ワールドクルーズ）の誘致

（１）現状・課題

これまでのクルーズ客船の誘致活動は、①日本船社や外国船社の日本代理店、国内のランドオペ

レーター、外国船社本社への訪問、②クルーズコンベンション等への出展、③船社や旅行会社を対

象としたモニターツアーの開催等により高知新港のメリットや観光地のＰＲ等を広く行ってきた。

また、全国的なクルーズ客船受入に関する組織会合等に参加し、他港の客船誘致や受入動向など

の情報交換も積極的に行っている。

こうした誘致活動の結果、外国船社の高知新港の認知度が向上し、アジア発着クルーズの寄港は

増加したものの、邦船や世界を周遊するクルーズのワールドクルーズなどの寄港数は伸びていない。

また、近年増加傾向にある日本諸港を発着地として周遊する日本発着クルーズについては、これ

まで高知新港において実施されたことがない。この日本発着クルーズの発着港となるためには、高

知新港において乗下船する乗船客を一定数確保する必要がある。
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（２）対応策

アジア発着以外の多様なクルーズを誘致していくために、以下のような対応を検討・実施してい

くこととする。

ア．ターゲットを絞った誘致活動の実施

寄港数が伸びていない邦船や、外国船社による日本発着クルーズやワールドクルーズなど多様な

クルーズを誘致していくため、日本船社やワールドクルーズ等を取り扱う外国船社等を重点的に訪

問し、クイーン・エリザベスの受入や乗船客等からの高評価などをアピール材料にし、誘致活動を

行っていく。

イ．外国船社による太平洋側諸港周遊クルーズの誘致

クルーズ客船の寄港による経済効果をこれまで以上に観光や宿泊面等に拡げていくために、太平

洋側諸港を周遊する日本発着クルーズの誘致に取り組む。

〇外国船社による日本発着クルーズで実績のある日本海側の諸港の取組を参考に、平成 30 年度

以降の太平洋側周遊クルーズの寄港地として高知が組み込まれるよう、太平洋側の諸港と連携

した誘致活動を実施する（知事のトップセールス等）。

〇高知での乗船客を確保するため、クルーズに関する県民セミナーや船社の協力による船内見学

会の開催などによりクルーズ客の掘り起こしを行っていく。

〇四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、鉄道会社等と連

携した取組（レール＆クルーズ）を検討する。
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○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）現状・課題

ア．安全な着岸

防波堤が整備途中であるため、船舶の動揺により安全性に対して船社より懸念の声がある（船舶

の動揺により、防舷材の破損や船体との擦れによる汚れ等が見られる。）。実際に、これまで７－３

岸壁で荷役中、波浪の影響によりバースシフトを行った事例や、客船寄港時に係船ロープが切れる

といった事例が生じている。

イ．さらなる大型クルーズ客船の受入

近年、クルーズ客船は大型化の傾向があり、平成 30 年には 22 万総トン級の「オアシス・オブ・

ザ・シーズ」がアジア地域に配船予定となっている。

現状では、高知新港の７－３及び７－４岸壁の水深、延長、係船柱及び防舷材については 22 万

総トン級にも対応可能となっている。

ウ．2 隻同日寄港への対応

高知新港への 2 隻同日寄港は、平成 28 年度に 1 回、平成 29 年度は 2 回予定されているが、

現在、同日に２隻から予約が入った場合、７－２及び７－３岸壁を利用しており、その場合には、

バルク貨物船の寄港、荷役作業ができないことから、今後２隻同日寄港が増加するとバルク貨物船

の利用に大きな支障が生じる。

また、2 箇所の受入れ岸壁が離れているため、受入経費や労力の増加を招くこととなる。

写真 ２隻同日寄港の様子（平成 29 年５月１日）

（２）対応案

ア．安全な着岸

東第一防波堤の早期完成（平成 31 年度完

成予定）と、南防波堤及び東第二防波堤の整

備促進に向けて、国への政策提言などに取り

組んでいく。

図 高知新港整備状況

7-3、7-4 岸壁

ダイヤモンド・プリンセス

総トン数：115,906 トン

乗客定員：2,706 人

7-2 岸壁

セレブリティ・ミレニアム

総トン数：90,963 トン

乗客定員：2,034 人
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イ．さらなる大型クルーズ客船の受入や快適な受入

高知新港の優位性をアピールして、今後配船予定の 22 万総トン級の船舶の誘致を図っていく。

また、客船から岸壁への動線として、ボーディングブリッジ等の整備を検討する。

ウ．2 隻同日寄港への対応

未供用の７－５岸壁（水深 7.5m）は、３万総トン級程度の小型客船であれば大型客船と同時着

岸が可能であるため、その利用を検討する（係船柱等の整備、航行安全の検討などが必要）。

図 ２隻同日寄港時の岸壁利用イメージ

３．第 2 期振興プランにおける目標値

以上の取組を踏まえ、第 2 期振興プランにおいて、クルーズ客船について基本目標を達成するため

に掲げる目標値として、以下のとおり設定する。

【KPI】

○アジア発着クルーズ：平成 28 年度 14 回 ⇒ 平成 33 年度 70 回

※平成 29 年度寄港予定 38 回（平成 29 年８月末時点）

○外国船社による日本発着・ワールドクルーズ、邦船：平成 28 年度 16 回 ⇒ 平成 33 年度 30 回

・外国船社による日本発着・ワールドクルーズ：平成 28 年度 10 回 ⇒ 平成 33 年度 10 回

※平成 29 年度寄港予定８回 （平成 29 年８月末時点）

・ 〃 太平洋側周遊クルーズ：平成 28 年度 － ⇒ 平成 33 年度 10 回

・邦船：平成 28 年度 6 回 ⇒ 平成 33 年度 10 回

※平成 29 年度寄港予定８回 （平成 29 年８月末時点）

合計：平成 28 年度 30 回 ⇒ 平成 33 年度 100 回
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１．第 2 期振興プランにおける戦略

第1期振興プランの取組により、平成28年度からクルーズ客船の寄港数が急激に増えたことから、

バルク貨物船との輻輳や港湾利用にあたって不便が生じている。また、今後、第 2 期振興プランの重

点施策を進めるにあたり、様々な状況やこれに伴う課題が生じることが想定されることから、コンテ

ナやバルクの物流とクルーズ観光がバランスよく共存できるように港湾機能の利便性向上に向けた

対策を検討する必要がある。

図 現状及び重点施策の実施中に想定される状況及び課題とその対応策

目指す姿④：物流及びクルーズ観光が高次に共存した港湾
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２．第 2 期振興プランにおける取組

○戦略１：岸壁利用方針の策定

高知新港の岸壁を有効活用するため、以下のように岸壁を利用することとする。

上記の岸壁利用方針を実行していくためには、防波堤の整備促進を図り、港内静穏度を高め、岸壁

を安全かつ安定的に利用できるようにしていく必要がある。

・東第一防波堤の整備促進（平成 29 年度ケーソン据付完了、平成 31 年度完成予定）

・東第二防波堤の整備促進（平成 27 年度～）

・南防波堤延伸

図 高知新港整備状況図

施設名 岸壁の利用状況 岸壁利用方針

７－１岸壁

水深-8m

延長 240m

○コンテナ専用

○水深が浅く、現在のコンテナ船

も満載での入港は不可

○コンテナ専用

７－２岸壁

水深-12m

延長 240m

○静穏度がよく、バルク船（石灰

石、石炭、ヤシガラ等）や中規

模以下の客船の利用が集中

○客船利用時にはバルク船に運行

調整を依頼しており、待船や岸

壁の移動などが発生

○バルク船が主に利用

○大型コンテナ船就航時

○バルク船や客船との調整により、荒天

時や２隻同時寄港時に客船も利用

７－３岸壁

水深-12m

延長 280m

７－４岸壁（耐震）

水深-11m

延長 190m

○静穏度が不十分でバルク船の利

用は低調

○主に利用する大型客船係留ロー

プの切断等が発生しており、船

社から静穏度対策（防波堤整備、

防舷材改良）の要望

○防波堤整備の促進により、静穏度向上

○客船ターミナル完成（平成 30 年度予

定）と静穏度向上にともない客船を

集約

○客船寄港時以外のバルク船の利用促

進

７－５岸壁

水深-7.5m

延長 130m

○未供用

○背後用地は港湾工事ヤードとし

て利用

○小型客船や自衛艦等寄港時の暫定利

用を検討（係船柱、防舷材、エプロン

舗装等が必要）

７－８岸壁

水深-8m

延長 250m

○以前はフェリー岸壁として利用

○現在は港湾工事・資材ヤードと

して利用

○コンテナの利用状況、フェリー・

RORO の誘致状況を踏まえ検討
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○戦略２：港内道路の混雑解消

（１）現状・課題

現在、客船の寄港時等には、ツアーバスや見学者の車両によって混雑している。また、ツアーバ

スや一般車両が貨物自動車の動線と重なるため、混雑解消や安全確保のため、大型クルーズ客船寄

港時には、港内作業を自粛するなど経済活動に支障が生じている。

今後さらにクルーズ客船の寄港回数が増加した場合、また、コンテナ・バルク貨物量が増加した

場合に、港内道路の頻繁な混雑が想定される。特に、クルーズ客船の乗船客が乗るツアーバスやシ

ャトルバスの運行や、コンテナ・バルク貨物等を運搬する貨物自動車の運行に影響が出れば、物流

及び客船受入の双方にとって大きな支障となる可能性がある。

（２）対応策

港湾利用者の利便性向上を図るため、港内道路のループ化を行い、ツアーバス等と貨物自動車の

動線の分離を行う。

また、高知新港からの出入り口について、更なる混雑の解消のため、車線数の拡充や出入り口の

新設等の改良を検討する。

図 臨港道路のループ化イメージ（案）

計画案

イベント船寄港時状況客船寄港時渋滞状況

ループ化

× 交差点改良検討

７－２

岸壁

計画案

既設道路

道路

道路

道路
７－３岸壁

バルクヤード
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○戦略３：バルクヤードの環境改善

（１）現状・課題

石灰石ヤードは、クルーズ客船が利用する７－３及び７－４岸壁やコンテナヤードと近接してお

り、石灰石取扱量の増加とともに、粉塵が発生することが見込まれる。

また、クルーズ客船寄港時には、見学者が石灰石ヤードに立ち入る可能性もあり、安全確保の面

で問題がある。

高知新港においては、粉塵や景観・安全に対する対策が取られていない。下図のように他港にみ

られるような景観・安全に配慮した防塵フェンス等の早期検討の必要が生じている。

（２）対応策

防塵フェンス等整備の早期検討を官民の関係者で行い、整備内容や費用負担等について、役割を

明確にし、環境改善に努める。

図 整備イメージ（案）：参考（油津港チップヤード）

図 整備イメージ（案）：参考（四日市港石炭ヤード）

○戦略４：土地利用計画の再編

（１） 現状・課題

限られた高知新港の土地を有効活用するため、次のように土地利用計画を定める。

ただし、今後、コンテナ船の大型化の動向やバルク貨物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していくものとする。

また、再編に伴う保安対策についても、平成 14 年 12 月に改正された海事分野の保安対策強化

を目的として「海上における人命の安全のための国際条約」（SOLAS 条約）に基づき、保安措置

防塵フェンス

防塵フェンス・緑地防塵フェンス
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が義務付けられており、高知新港においても制限区域の設定やフェンス・ゲート・照明・監視カメ

ラ等の設置などを行い保安対策に取り組んでいる。

今後、旅客ターミナルの建設やコンテナヤードの拡張などに対応して、制限区域の見直しも必要

となる。また、貨物量の動向を見つつ、コンテナターミナルへの業者の立ち入りに関して「PS カ

ード／出入管理情報システム」を導入することを検討する。

（２） 対応策

状況変化に応じて、制限区域の見直しや必要な保安施設の整備等を行うとともに、港湾施設の保

安対策を着実に推進していく。
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図 土地利用計画

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

○大規模災害発生時の港湾利用者の一時避難スペースとして活用、必要に

応じて港湾 BCP に基づく訓練・演習を実施

○客船等寄航時の観覧スペース、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・海岸工事のための作業ヤード

○フェリー・RORO 船の誘致状況により、今後の利活用を判断

【高台企業用地】

・造成については概成とし、拡張は、今後の企業誘致の状況により判断

・企業誘致については、高知新港からの第一次産業品等の輸出促進につ

ながる企業等を中心に誘致方針を検討
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おわりに

平成 10 年に一部供用を開始した高知新港であるが、開港当初は、クルーズ客船の寄港はもちろん

のこと、貨物の取り扱いも伸び悩んでいたことから、平成 22 年には、「今後の高知港を考える会」

の開催、その後、メインバースである水深―14ｍ岸壁の供用に併せて、平成 24 年度から平成 28

年度までの５カ年の目標を定めて計画的に港湾振興に努める「高知新港振興プラン」を策定し、関係

各位の努力のもと、貨物量及びクルーズ客船寄港数は順調に伸びてきたところである。

今般、こうしたこれまでの取り組みを総括するとともに、国際フィーダー航路の就航、外貿コンテ

ナ船の航路再編、高台企業用地の概成、大型クルーズ客船の寄港数急増など高知新港を取り巻く新た

な情勢を踏まえ、平成 29 年度から平成 33 年度までの５カ年間の新たなターゲットを定めた「第２

期高知新港振興プラン」を策定し、「高知新港振興プラン総括及び第２期プラン検討会議」にてとり

まとめたところである。

今後は、フォローアップ委員会を設置し、プランに記載されている各種施策の進捗管理を行うこと

とし、ＰＤＣＡサイクルにより取組状況を点検・検証し、必要に応じてプランの見直しを行うことと

する。


