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　梶山ひろしが国土交通副大臣として昨年１２月の就
任以来、約９か月間で推進した主要な政策について、ご
紹介します。

　日本の「みなと」は、国民生活を支える物流の重要な
拠点です。国土交通省では、港湾の機能向上に取り組
んできました。この取り組みの一環として、日本の主要
港のコンテナ貨物取扱個数の世界ランクが徐々に落ち
てきているため、日本にも国際競争力のある拠点として
の港をつくろうということで、平成22年８月に「国際コン
テナ戦略港湾」として選定された京浜港、阪神港への
整備を進めてきました。

　しかし、世界の海上物流を巡る環境は大きく変化し
ているため、従来の取り組みのままでは、世界各国に後
れを取りかねない状況になりつつあります。

◆責任者として今後の「港湾戦略」をつくる

　そこで、このような動きに対応するため、梶山副大臣
を座長とする「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員
会」を７月に設置し、検討を進めています。
　この委員会では、日本のコンテナ貨物取扱量をさら
に増やすために、海外トランシップ貨物（海外で積み替
えされている貨物）の扱いの取り戻し、広域からの集荷
や貨物の需要創出、港湾運営会社の経営統合によるサ
ービスの向上やコスト低下など議論してきました。去る
８月27日に中間とりまとめを行ったところです。
　今後、年内を目途に最終とりまとめに向け議論を行う
とともに、日本の港の国際競争力強化に向け、これまで
の取り組みをさらに加速させていきます。

■日本の経済を支える「みなと」の
　機能強化。
　国際コンテナ戦略港湾政策の深化

梶山ひろし国土交通副大臣
９か月（12月～9月）の活動報告

「国際コンテナ戦略港湾」である京浜港（横浜港）を視察

1.日本の経済を支える
「みなと」の機能を強化

「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会」の
「中間とりまとめ」で記者会見



　我が国の地方都市は、急速な人口減少と高齢化に直
面しています。さらに、住宅や店舗の郊外立地により市
街地が拡散しています。このように広い地域に住む居
住者にも中心地の居住者と変わらない道路、上下水道、
通信などのサービスを提供するには、より高いコストが
かかりますが、厳しい財政状況下では、将来的に、その
維持が困難になりかねない状況となっています。

◆日本の都市の将来像を決める仕事を担当

　このような課題に対応するため、梶山副大臣は、「都
市再構築戦略検討委員会」を設置し、７月に中間とりま
とめを行いました。
　このとりまとめでは、地方都市においては、生活に必
要な様 な々サービスが、歩いて暮らせる距離に集まって
いるコンパクトシティという発想のまちの実現を目標と
しています。さらに高齢者層への対応として、健康で長
生きするために、病気にならない、いわゆる未病化を図
り、安心して生き甲斐をもって暮らせるまちづくりを推進
していくこととしています。
　そしてこれらを実現するため、今後、予算・税制・制
度など、あらゆる手段を総動員して我が国の都市構造
の再構築を進めています。

　国土交通省は、社会資本の整備という重要な使命を

担っています。財政状況の厳しい下では、真に必要な社
会資本に限って整備を進めていく必要があります。
　このため、梶山副大臣は、全国各地域の知事や市町
村長など多くの方々から、大規模災害時に人やモノを運
ぶ「命の道」の確保といった防災・減災の観点からの
整備の要望を精力的に伺っています。また、それぞれの
地域における道路や港湾、空港等のニーズや重要性な
ど多種多様な地域の実情の把握に努めています。

◆社会インフラの老朽化対策に取り組む

　また、建設後50年を超える橋梁の割合が、現在の約
16％から20年後には約65％に増加するなど今後インフ
ラが急速に老朽化していくことを踏まえ、国民の命を守
る公共事業として維持管理・更新・老朽化対策にしっ
かり取り組んでいくこととしています。
　この際、民間資金等を最大限に活かして社会資本の
更新等の投資を可能とするような手法を積極的に推進
することが重要です。

◆新たな手法を取り入れて、効率的に進める

　特に、新手法として、高速道路の整備に、PPP（Public 
Private Partnership＝官民協働）事業の手法を取り入
れました。これは、首都高速道路の老朽化対策を行う際
に、高速道路の上部空間を利用等することで、民間都市
開発と一体として進めるものです。この実現のため、梶
山副大臣を中心とする国土交通省内の体制を整備しま
した。この結果、今年度から首都高速道路築地川区間
がモデルケースとなって進められています。
　さらに、適切な維持管理を一層、推進するため、先の
通常国会で、道路法や港湾法の改正を行うとともに、平
成24年度補正予算及び今年度予算において防災・安全
交付金等を計上しています。今後、これらを活用して適
切な維持管理の着実な推進を図っていきます。

熊本県阿蘇市の国道57号滝室坂の災害復旧現場を視察 茨城県港湾振興協会より、県内の港湾整備の要望を受ける

2.これからの社会に
あった都市の姿をつくる

3.防災・減災のために
社会資本を整備



◆日本の優れた鉄道技術を海外に

　鉄道システム、道路や水インフラ等、日本のインフラ
システムは非常に優れています。このようなインフラシス
テムの輸出を強力に推進するため、国土交通省では、ト
ップセールス等、ハイレベル協議や相手国要人の招聘、
セミナーの開催等を推進するとともに、プロジェクト構
想段階からの案件の発掘・形成、コンソーシアム（共同
推進組織）形成などを官民連携により進めています。
　梶山副大臣も責任者の一人として、先頭に立って活躍
しています。本年２月と９月にインドを、本年５月にはシ
ンガポールを訪問し、要人との１対１の会談やトップセ
ールスを行なっています。

◆インドでは新幹線の売り込みに尽力

　インドでは、２月にグジャラート州のアーメダバードで、
高速鉄道セミナーを開催し、我が国の高速鉄道システ
ムである新幹線の運行のノウハウ、安全・安定運行を支

える優れた技術等についてPRを行いました。
　また、グジャラート州のモディ首相、バンサル鉄道大
臣、ナート都市開発大臣等インド政府の閣僚と会談を
行い、日本とインドの協力関係をさらに発展させるため、
様 な々意見交換を行いました。
　９月には、２月の訪問時にナート都市開発大臣と梶
山副大臣で開催を約束した「日印モノレール＆LRTセ
ミナー」をデリーで開催し、インドの各州の方にもお集
まり頂き、日本のモノレール・LRT（次世代型路面電車
システム）の技術等についてPRを実施しました。

◆シンガポールにも高速鉄道をセールス

　また、シンガポールでは、マレーシアとの間で高速鉄
道の計画が検討されており、テオ財務兼運輸担当国務
大臣との会談において日本の高速鉄道システムについ
てトップセールス等を行うとともに、国際的なハブ機能
を有するシンガポール港、チャンギ国際空港を視察しま
した。
　今後も、相手国のニーズを的確に踏まえ、戦略的にト
ップセールスを展開するとともに、我が国の技術を活か
せるプロジェクト形成に向けた取り組みを強化していき
ます。

4.日本のインフラを
トップセールス

円借款で建設されたインド・ニューデリー市内の地下鉄を視察

日印モノレールセミナーでインドのナート都市開発大臣
（中央）、ディクシット・デリー準州首相（左）と会談

チランジーヴィ観光大臣と会談し、日印の観光分野での
協力促進で合意

シンガポール港の運営を担うＰＳＡ社を訪問・視察
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　さらに９月５日には、第８回APEC交通大臣会合が
開催されました。この会合が日本で行われるのは、今回
が初めてであり、我が国からは、太田国土交通大臣が
会合全体の議長を務めた他、梶山副大臣もセッション
の議長を務めました。さらにスピーカーとしても「国境
を越えた移動の促進」や「地域の潜在力の発掘」とい
うテーマについて我が国の考えを発表しました。
　議論の結果、「2020年の域内の交通ネットワークの
絵姿を示すコネクティビティ・マップの策定」、「インフ
ラの投資・資金調達・運営のベストプラクティスの策
定」、「質の高い交通を追求するためのビジョンの策

定」等を新たな取り組みとすることを内容とした「大臣
共同声明」をとりまとめました。
　また、会議の合間を縫って、参加各国・地域の副大
臣等と２国間協議を行い、交通分野における２国間の
懸案や交通ネットワークの充実・強化等について意見
交換を行いました。

　我が国の主権と領土・領海の堅守及び海洋権益の
保全を図るため、梶山副大臣は責任者として、日夜、海
上保安庁が尖閣諸島周辺海域等において領海警備に
万全を期しています。さらに沖ノ鳥島等における海洋資
源の開発・利用など排他的経済水域等の保全及び利
用に関する活動拠点として、港湾施設等の整備を実施
しています。
　今後、戦略的海上保安体制の構築、海洋資源等の開
発・利用の推進に向け、必要な要員、予算の確保に努
めて参ります。

5.ＡＰＥＣ交通大臣会合
で日本の考えを主張

6.海上保安体制を強化

この他の話題も「梶山ひろしチャンネル」で。
梶山ひろし代議士が、国会の課題や想いなどを
語っています。
http://www.youtube.com/kajiyamahiroshi

韓国のヨ・ヒョング国土交通
部第２次官（副大臣級）

アメリカのジョン・Ｄ・ポカリ
連邦運輸省副長官

ＩＴＦ（国際交通大臣会議）
事務局のホセ・ヴェイガス
事務局長

マレーシアのアジズ・カプラ
ウィ運輸副大臣

メキシコのカルロス・アメル
マダ・ロペス次官（副大臣級）

海上保安庁ソマリア周辺海域派遣捜査隊より帰朝報告。
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