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市民一人当たり市債残高（千円）

横浜市政令指定都
市比較資料より作成
（平成19年版）

一般会計の負債水準が高い

市民一人当たり市債残高内訳（千円）

特別会計では港湾事業の市債残高が特徴的
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横浜市政令指定都
市比較資料より作成
（平成19年版）

北九州市 横浜市 備考

公共施設延べ床面積(千m2) 5,270 13,480

人口（千人） 983 3,673

人口あたり面積（m2/人） 5.36 3.67

築30年以上公共施設比率
（50%と仮定） 2,635 6,740

藤沢市（52%)、習志
野市(59%)

更新投資費用（今後20年間
総額、百万円） 922,250 2,359,000

350千円／m2と仮
定

更新投資費用（今後20年平
均、百万円） 46,113 117,950(a)

普通建設事業費（20年度決
算、百万円） 71,881 200,240(b)

両者計（百万円） 117,994 318,190(c)

増加の程度 1.64 1.59 (c)/(b)

公共施設老朽化効果の試算 減少する労働人口



北九州の現状は？

人口コーホート分析（H12→H17国勢調査）
人

北九州市の現状から得られる示唆

10代後半で増加しますが、他の都市で増加
する大学生期（20代前半）でも減少した後、
就職期（20代後半～30代前半）、子育て世代
（30代後半～40代）も増加せず、すべての世
代で定住人口が減少しています。

「人」や「企業」から選択されていないのが、歴
然たる事実です。

どうすれば魅力ある地域になれるのか。

今回は、そうした研究を行いました。

門司港地区観光入込客数
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観光客数の動向等

・北九州市の観光入込客数は、
平成15年をピークに減少して
いるものの，平成18年から回
復傾向にあり，平成10年から
の10年間では，おおむね微
増の傾向にある（平成20年時
点での観光入込客数は、約
1,175万人。）。
・主な観光地である門司港メト
ロ地区の観光客数についても，
上記の傾向とほぼ同様。

全観光客数に占める宿泊客数
の割合に注目

下関と連携したこれからの観光

門司港，壇ノ浦方面の観光
の一本化

環境産業，自動車工場等
の産業施設観光

アート，歴史的建造物を融
合させた門司港地区の
新旧融合型観光

下関市

北九州市

北九州

下 関

共同観光
（ＰＰＰユニット）
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必ず一体で施策を遂行 北九州港の位置（１）

・北九州港はアジアに
近く、歴史的にも非常
に深い関わりがある

・韓国の釜山港にわず
か230km

・1,000km圏内には
上海、青島、大連（中国
の主要商業港）が位置
＝ 関東地区と同距離



港湾施設全体図 ひびきＣＴの低迷

平成２２年目標値 ５０万ＴＥＵ

→平成１９年実績値 ５万４千ＴＥＵ

目標①…増大する中国の貨物をひびきＣＴで積み替え
て欧米へ運ぶ

→アジア諸国において予想を上回るスピードで港湾整
備が進み、貨物が集荷できなかった。

目標②…西日本地域から発生する貨物をひびきＣＴに
集め、欧米へ運ぶ

→西日本の各港湾でコンテナが扱える施設整備が進
むとともに、釜山港に集まるようになった。

ひびきCTのもたらした効果 世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキング

順位 港湾名 ２００５年 港湾名 ２００６年

１
２
３
４
５
６
７

シンガポール
香港（中国）
上海（中国）
深せん（中国）
釜山（韓国）
高雄（台湾）
ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ（ｵﾗﾝﾀﾞ）

東京 （２０）
横浜 （２７）
名古屋 （３４）

神戸 （３９）
大阪 （４１）
博多 （１０２）

北九州（１３６）

23,192,200
22,601,630
18,084,000
16,197,173
11,843,151
9,471,056
9,250,985

3,819,324
2,873,277
2,491,198
2,262,066
2,094,275

744,165
483,799

シンガポール
香港（中国）
上海（中国）
深せん（中国）
釜山（韓国）
高雄（台湾）
ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ（ｵﾗﾝﾀﾞ）

東京 （２３）
横浜 （２８）
名古屋 （３３）

神戸 （３８）
大阪 （４４）
博多 （１０６）
清水 （１５５）

24,792,400
23,538,580
21,710,000
18,468,900
12,038,786
9,774,670
9,654,508

3,969,015
3,199,883
2,751,677
2,412.767
2,231,516

785,182
423,677

単位：TEU

釜山港の現状について
現状

・韓国国内の８０％のコンテナを取り扱う世界第５位の港湾

・１００カ国５００港湾を結ぶゲートウエイとして機能

戦略

・新港建設と後背地物流インフラの整備

・サービス強化と物流コストの最小化

・政府による年間４８０億ウオンのインセンティブ

・ＦＴＺの育成

→韓国の海洋首都、北東アジアの物流ハブ拠点を目指す

釜山港湾公社（ＢＰＡ）について
設立背景

①国際物流環境の変化による競争の激化

②国際主要港における運営形態の民間化（公社化）

概要

・国と自治体の港湾整備・運営に対する違いを解消す
るために２００４年設立

・方針の決定は、自治体も参加する港湾委員会にて
行われる



釜山新港の模型 遥か彼方まで続く岩壁

水平自動ヤードシステム
後背物流団地

北九州港の強みと弱み
強み

・国内港湾における取扱量の高さとその増加傾向

・東アジアへの航路

・港湾荷役における質の高さ

・アジア貿易量の拡大

弱み

・施設や設備の老朽化対策

・ひびきＣＴの遊休状態

・博多港など他港との競争

課題① 施設・設備の老朽化対策
さらなる整備の必要

太刀浦ＣＴにおけるヤードの拡張、バンプールの確保

響灘地区における、バルク船舶に対応する岸壁・航路の整備

超大型船舶（オーバーパナマックス）に対応する岸壁・航路の
整備

施設・設備の老朽化、岸壁背後ヤードの不足

耐震強化岸壁の整備

航路・泊地の拡幅・増深・維持

港湾施設・設備の計画的な維持管理

→国の港湾整備予算縮減、景気変化による税収減の
流れの中、資金を果たして確保できるのか？

→民間資金の導入が不可欠、前原国交相も言及

課題② ひびきＣＴのさらなる活用
響灘地区進出企業からの「集荷」、さらなる企業立地に
よる「創貨」の必要性
→地道な営業活動、陸上輸送インフラ整備
→奇策はない
→フィーダー路線にも進出

課題③ 他港との競争
近隣の博多港や大分港だけでなく、国の港湾予算
縮減および、国際戦略港湾の指定により、老朽化や
整備への投資が減少する恐れ。

→さらなる効率化（BPR）、民間活力の導入（指定管理
者、PPPユニット）が不可欠、ひびきの事例を糧にし
て、港湾連携の動きやポートオーソリティも研究を。

北九州港の向うべき道

・現在、北九州市においては、北九州港長期構
想中間とりまとめ（案）がとりまとめられ、パブリッ
クコメントが終了したところであり、それを踏まえ
て２３年度に新たな港湾計画を策定する予定と
なっている。

→大胆な戦略、緻密な戦術、地道な実行

・この後のプレゼンでは、ポートオーソリティや広
域連携の海外事例や、民間組織PPPユニットの
導入についてご紹介します。

関門連携構想

海外のツインシティー事例

3.ツインシティーの可能性

①ＮＹ・ＮＪポートオーソリティー

②メトロポリタンカウンシル



5.PPPユニットの提案

PPPユニットによる戦略展開

今後、公共施設・インフラの老朽化、高齢化に伴
う扶助費の増大など、財政負担の増大。

税収を増加させるため、企業誘致、産業育成、
交流人口拡大が必要。

北九州市のレモンを活かした戦略的な経済開発
が必要。

北九州市における経済開発戦略を専属的に実
行する「エンタープライズ北九州（E-北Q）」の提
案。

EE--北北QQ

官の持つ税制
優遇策、インセ
ンティブ予算、
外交交渉など、
官の権能

民の持つ、企
画力、営業力、
スピード、効率
性など、民の
経営能力

民の経営力を持つ官的組織

民の経営力を持つ官的組織

⇒そんな半官半民組織が可能なのか？

⇒第３セクターと同じではないのか？

Ｅｰ北Ｑは、ＰＰＰ組織である

⇒リスクとリターン、契約によるガバナンスを持つ
組織

PPPユニットの事例

EFI(EnterpriseEFI(Enterprise FlorodaFloroda Inc)Inc)
（フロリダ州経済開発局）（フロリダ州経済開発局）

EFIは、フロリダ州政府による官民共同の経済開
発組織

EFIは、州政府に代わって企業誘致、育成を行い、
州の経済開発や雇用機会の創出に関わるサービ
スを提供

旧商務省を独立させ、民間化した組織。

⇒北九州市で言えば、産業経済局を民間化した

ような組織。

EFIの収入は、州税と民間からの寄付（投資）。
企業誘致のためのネットワークとリサーチセンター。

EFIは、州との契約に基づいた徹底的な成果主義
⇒ROIなど明確な数値目標。達成状況に応じて予算の削減や増大
⇒他州の商務省が300人程度で担っている業務を約60人で実施。

EFI設立の背景
GPA法（ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ）
⇒毎年ゼロベースで事務事業を評価、成果をベースとした予算設定

ﾊﾞﾗﾝｽ・ﾊﾞｼﾞｪｯﾄ法

⇒政府は、歳入以上の歳出をしてはならないという法律。景気変動で歳入が下が
れば、歳出も減らす。

効率性の高い行政サービスの提供が必要効率性の高い行政サービスの提供が必要⇒⇒官業務の民間経営官業務の民間経営

EFIと同様の組織として、観光行政を担うビジット・フロリダ 、労働行政を担うワークフォース
フロリダがある。
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PPPPPPユニットユニット
（（EE--北北QQ））

行政組織一部分離（職員転籍）

観光協会観光協会 港湾組織港湾組織 ﾃｸﾉﾊﾟｰｸﾃｸﾉﾊﾟｰｸ 大学・研究機関大学・研究機関

民間企業民間企業 民間企業民間企業 民間企業民間企業 民間企業民間企業

出資・人材

既存組織
の再編
民間化

観光
振興

進出希望企業進出希望企業

土地保有企業土地保有企業

交通事業者交通事業者

宿泊事業者宿泊事業者

不動産企業不動産企業
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PPPPPP推進室推進室

E-北Q の組織形態の提案

市⇔ＰＰＰﾕﾆｯﾄ、ＰＰＰﾕﾆｯﾄ⇔各企業・
個人 それぞれの段階での契約による
ガバナンス。

成果・パフォーマンスに対応した報酬：
リスクとリターンの設計

成果に対する責任とアカウンタビリティ

ーまとめー

○北九州市のレモンを活か

した戦略展開

○ＰＰＰユニット（E-北Q）

による実践


