
平成２０年２定県土活性化特別委員会

渡辺委員

　まず、京浜臨海部活性化の今後の取組についてお聞きします。

　今定例会の代表質問で、我が会派の藤井議員から京浜臨海部活性化に向けた今後の方

向性については知事に質問させていただき、三首長懇談会の場で様々な提起をして取り

組んでいきたいという答弁がありました。それに関連して、細かく質疑をしていきたい

と思うのですが、まず、整理の意味で、京浜臨海部活性化の考え方について改めてお聞

かせ願いたいと思います。

京浜臨海部活性推進課長

　京浜臨海部の活性化には、物づくりを大切にして地域を元気にするという一貫した考

え方がございます。昭和 30 年代、40 年代にかけて、産業や人口の過度な集中、あるい

は公害といった問題が起こり、京浜臨海部の産業をどのようにするかということで、二

つの政策がとられました。一つは、工場を追い出してしまうという国の政策であります。

県、横浜市及び川崎市は国の政策とは異なり、企業が地域と共存するためのルールであ

る公害防止条例をつくり、一緒に取り組んでいくという政策をとっております。そして、

平成元年には、県、横浜市及び川崎市で大都市産業問題研究協議会を設け、京浜臨海部

の工業地帯の将来像として、ものづくり機能を核に研究開発機能や業務機能を複合的に

集積していく高度技術複合地域、テクノコンプレックスにしていくということが位置付

けられております。平成８年度には、県、横浜市及び川崎市からなる京浜臨海部再編整

備協議会、あるいは平成 16 年度には、民間経済団体等も入った京浜臨海部再生会議で

は、生産機能を核に再生を図るという考え方がまとめられております。

渡辺委員

　そうした一貫した考え方を踏まえた上で、これまで取組を続けてきた成果について、

県としてはどのようにとらえているのでしょうか。

京浜臨海部活性推進課長

　この 10 年間を見ましても、京浜臨海部は大きく変わっております。例えば、理化学

研究所横浜研究所が立地し、その横には横浜市立大学鶴見キャンパスも立地しておりま

す。これは工場等制限法では、工場等の中に大学が入っておりましたが、これが撤廃さ

れ、大学が理化学研究所の研究成果を教育に生かすことができるようになりました。ま

た、そこにはインキュベート施設もできており、渡田には、テクノハブイノベーション

川崎、ＴＨＩＮＫと言われている民間のスタートアップ施設がございます。そして、リ

ーディングベンチャープラザあるいはゼロエミッション工業団地ができており、今後の

京浜臨海部の成長を支える新しい機能がたくさんできております。立地企業においても、

インベスト神奈川の助成制度を活用し、様々な分野の研究開発施設が整備され、例えば

液晶用光学機器等の高付加価値型製品づくりに向けた施設が立地しております。

このような機能集積・高度化の取組により、京浜臨海部に高度で先進的な生産機能が確

保されるという中で、遊休地の解消が図られたものと考えております。
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渡辺委員

　本会議での答弁、そして今の答弁でも、生産を中心にした拠点づくりを再生するとい

うことで話が進んできたということで、資料を見ますと遊休地は順調に減少してはいま

すが、平成 11 年度以降の傾向としては、商業・物流施設に転換する事例が目立つとい

う記載もあります。こうなってきますと、全体としては異なる方向性になっているとい

う気がするのですが、このことについてはどのように評価しているのでしょうか。

京浜臨海部活性推進課長

　物流機能及び商業機能はものづくりと密接に関係する機能、側面があると思っており

ます。生産物や原材料を短期間に効率よく輸送するということは、生産機能を支える重

要な役割になります。特に近年、経済のグローバル化が進み、国際的な水平分業を展開

しているという中で、横浜港や川崎港などの国際的な港湾を抱える京浜臨海部で、国内

外の物流ネットワークの結節点として機能を果たし、例えば、京浜臨海部の企業が海外

から部品を調達する際に、そういったコストを下げることによって、高付加価値型の産

業が残っていきます。すべての企業が京浜臨海部に残るのは無理であり、そうなってま

いりますと、物流機能を高めることなどによって、戦略的に重要な部分が残るというこ

とが大事だと思っております。

先ほど委員から必ずしも合致していない部分があるというお話がありましたが、物流施

設の中にも、京浜臨海部に立地する必要はなく、むしろ消費地に近い方がいいものもあ

りますので、こういったことについても、横浜市、川崎市、事業者等と研究会の中で仕

分けをしていかなければいけないと思っており、こういった取組を今後強化していきた

いと思っております。

渡辺委員

　今の答弁の中には問題点があると思います。遊休地がなくなってきたということはあ

る意味良い側面だと思いますが、そのなくなり方が当初のもくろみに反したとまでは言

いませんが、余りそぐわない部分もありました。この地域を活性化するに当たり、あれ

だけ広大な遊休地があったのですが、ビジョンに沿った中で、うまく活性化できていれ

ばよかったですが、なかなかそれがうまくいかなくなったという問題点があると思いま

す。例えば、遊休地に企業を持ってくる上で、インベスト神奈川も使いながら促進をさ

せてきましたが、我々の認識だと、河野委員もかなり厳しく言われると思いますが、イ

ンベスト神奈川を持ってきた元々の腹の中には、企業を誘致し、神奈川力を全体的に向

上させるという意味もあるが、当然そこには地元での雇用など様々なものがセットにな

ってこの地域を活性化するということであり、総合的に取り組むという意味合いがあっ

たと思います。そういう意味からすると、今までの進ちょくの状況には若干問題点があ

ると思うのですが、この点についての認識についてお聞きしたいと思います。

京浜臨海部活性推進課長

　企業を立地させ、それを雇用に結び付けるということは非常に大事なことだと思って

おり、神奈川力構想・プロジェクト 51、これは前の計画ですが、京浜臨海部の雇用を

増大させることを目標に取組を進めてまいりました。ただ、雇用の減少には二つの要因

があると思っており、一つは機能の高度化による省力化に伴う減であり、もう一つは工

場がなくなってしまう、空洞化による減があり、我々はこの空洞化による減を絶対に避

けなければいけないということで取組を進めてまいりました。そういった意味では、企

業が元気になると、新しい生産工程もそこに張り付いてくるということで、空洞化の歯

止めがかかったのではないかと思っております。この減少傾向はここ３年ぐらいは収ま
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っているという状況でございます。ただ、高度化という観点からは、これからも高度化

は続いていくのかということと、それを雇用にどのように結び付けていくかということ

については非常に難しく、我々は今度の総合計画では、雇用というよりも人々の交流に

主眼を置いた目標を立て、京浜臨海部をいろいろな方々が行き来する、交流する、そう

いった地域にしていきたいという目標を立てました。そして、京浜臨海部の基幹である

ものづくりを大事にするという観点から、製造品出荷額を高めていくという目標を掲げ、

雇用に結び付くということは大事ですが、雇用の前提となる生産基盤はしっかり守って

いきたいということが我々の考え方でございます。

渡辺委員

　雇用については歯止めがかかっているという認識だと思いますが、あの地域は神奈川

県にとって非常に重要な地域で、この地域が神奈川口や京浜臨海部の様々な取組の中で

活性化することに期待していました。例えば雇用推計を見ると、平成９年には６万 6,000

人だったものが４万人台と底を打っていますが、バブル期の一番好調だった時期の半分

というのは少し寂しいと言いますか、構造変化の中で県としてできることが何なのかと

いうことも含めて難しい部分があるにしても、雇用については期待外れの部分はありま

す。これは県の責任という意味ではなく、今後もしっかりその辺は見ていただくことを

お願いしたいと思います。併せて、あのエリアについて、出荷額については期待してい

るという話がありましたが、私はその部分を若干危ぐしています。資料には、製造品の

出荷額は回復基調にはあるものの 85％の水準であると記載されていますが、今後更に

回復が期待できると見ていますか。

京浜臨海部活性推進課長

　企業の方々と話をさせていただいておりますが、特に素材系の産業はフル稼動という

状況と聞いております。また、低未利用地がなくなってきており、規模を拡大するにも

土地がないということも聞いております。ただ、我々としては、一つの企業ということ

ではなくいろいろな企業が連携して、より効率的なものにならないであろうかというこ

とで、京浜臨海部のコンビナート企業 12 社が集まり研究会をつくりました。このよう

な状況の中で、新しいプロセスをつくり深めていくということを目指したいと考えてお

ります。

渡辺委員

　今の答弁ではまだ可能性があるということだと思います。もう一度改めて聞きたいと

思うのですが、神奈川口の様々な施策が進ちょくすれば、その可能性を更に高めること

ができると認識していますか。

京浜臨海部活性推進課長

　ここで議論している取組がしっかり加速することによって、京浜臨海部はますますも

のづくりを中核に元気になっていくと思っております。

渡辺委員

　この地域は、神奈川県にとっても、日本全体の中でも産業の若しくは工業の理想にな

るような非常に重要なエリアだと思います。そういう意味では、今の心強い答弁と同じ

ように、しっかり着実に手を打っていっていただきたいと思います。その上で確認なの

ですが、午前中に杉本委員からも質疑がありましたが、当初はこのエリアにアミューズ

メント機能を持たせるという話がありました。先ほど答弁いただいた今後のビジョンの
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中で、人の交流についての方策が以前とは違う気がしました。今まではアミューズメン

ト機能等がありましたが、平成 17 年度には空港機能は外に出せないという問題があり、

考え方を修正せざるを得ない部分が出てきたのではないかと思いますが、その中で確認

したいのは、そうは言いながらも、まだカジノの問題が強く残っているわけです。本当

にカジノがこのエリアで確立できるのかどうかということをお聞きしたいのと、このエ

リア全体は、当然神奈川県側だけの問題ではなく、川を渡った向こうの東京都の問題が

絡んでくると思います。川崎市と横浜市の問題は置いておくにしても、東京都との考え

方の違いで、このエリアの将来ビジョンは随分違ってくると思います。特に、アミュー

ズメント機能やカジノの機能の部分は大きいと思うのですが、その辺についてはどのよ

うな認識があるのでしょうか。

京浜臨海部活性推進課長

　アミューズメント機能については、京浜臨海部再生会議の中で、既存産業を元気にす

るということ、そして既存産業だけでは駄目だということで、ロボット、ゲノムバイオ、

エコ・エネルギー等の新しい産業を誘致し、もう一つの柱としてアミューズメント機能

を持たせるという方針がございました。その発想の下には、320 ヘクタールの低未利用

地があるということがあり、これは既に 28 ヘクタールになってしまっており、カジノ

を包含するアミューズメント施設は京浜臨海部においては難しいのではないかというこ

とがございます。ただ、いろいろな意味で人が交流する機能をどのように持ってくるか

ということについては、神奈川県を含め、東京都側の空港跡地にどのような機能を持っ

てくるかということと密接に関係しており、都市の成熟ということとも関係してくると

思っています。一朝一夕にアミューズメント機能や交流機能が来るものだとは思ってい

ませんが、様々な交流的機能が立地していることも事実であり、また、そういうものは

前向きに評価すべきだと思っており、例えば、理化学研究所の方々も周りにある程度公

共的な機能や都市的な環境があればということは申されております。研究機能や高度な

製造機能のためには、都市的な環境が京浜臨海部の中にある程度入ってくることも大事

であると思っております。

また、交通の関係でもう１点だけ申し上げますと、昔は京浜臨海部の交通と言いますと、

通勤や通学でした。今、京浜臨海部は研究開発機能等が立地することで、通勤、通学時

だけではなく、昼間の細かい行き来が増えております。そうした実態等があるというこ

とから、新しい交通ニーズが起こってくるのではないかと思っており、こういったもの

にどのように対応していくかということも、京浜臨海部を元気にする上で大事なことだ

と思っております。

渡辺委員

　分かりましたが、当初のもくろみというか、協議がスタートした時点から様々な変化

があるということが今の答弁を聞いて分かります。今の答弁にも苦しいところがあり、

日中の人の移動と言いましても、その程度の移動で活性化するのかとは個人的には思い

ますが、そうは言いましても今後の新たな展開は非常に重要だと思います。本会議でも

答弁がありましたが、横浜市や川崎市としっかり協議していただいた上で、新たなビジ

ョンを持って取り組んでいくべきであり、ともすれば可能性もないようなものを引きず

ることのないよう、ある意味では切るものは切っていくタイミングもあると思います。

そのような中で、資料にいろいろなことが書いてありますが、実現可能性からすると、

かなり限られた部分しかないということであれば、そこに特化して、どのように進めて

いくかという、ビジョンをつくり直す必要があると思うのですが、その辺はどのように

思いますか。
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京浜臨海部活性推進課長

　大きなビジョンでつくり変えるということと併せて、我々は事務的にもどのような事

業を京浜臨海部に特化して組み立てていくかということを考え、例えば、ロボット産業

等を考えておりましたが、こういった産業は土地の問題等もございますので、こういっ

た産業は全県的に取り組んでいくこととし、京浜臨海部については、今ある産業を元気

にしていくということに力を集中してまいります。こういった取組を進めるに当たりま

しては、横浜市や川崎市とも一緒になり、共通の認識の下に取り組んでおります。こう

いった事務レベルでいろいろな取組を積み重ねていく中で、三首長懇談会で議論ができ

るような実績を重ねたいと考えております。

渡辺委員

　財政出動をするという中で、当初はいろいろな図柄があり、あのエリアにアミューズ

メント機能あるいはカジノ機能が来れば、羽田空港の機能が神奈川側に来るかもしれな

いという非常にすばらしいが図柄があり、それに対して税の投入はやむなしという部分

も少なからず県民としては持っていたと思います。しかしながら、今の状況では、図柄

が変わったような状況になっていると思います。これは仕方がない部分があると思いま

すので、今後の取組も含めて、また、今までの税を投入したことも含めて、県民が納得

する中で、しっかりした考え方を県が披れきできるようなビジョンを持つということが

大事だと思います。この取組は東京都も国も絡んでくる問題ですので、しっかり取り組

んでいただきたいということをお願いして、この質疑は終わりたいと思います。

　次に、京浜臨海部において、コンビナートの高度化の取組を進める中で、産業競争型

の産業エリアにしていきたいということでしたが、これは先ほども私が言った、今後の

新たなビジョンをどのように持つかということにも関連してくる話なので、このことに

ついて質疑をさせていただきたいと思います。環境に配慮した産業の取組について、こ

のエリアに限った質疑をしたいと思いますが、まず、地球温暖化の問題、新たな年度か

ら二酸化炭素の削減が始まるということで、非常に国民的にも関心が高まっていますが、

そこでまず確認したいのは、京浜臨海部での二酸化炭素の排出量について、特にこのエ

リアは産業部門が多いですが、どの程度の排出量があるのかお聞きしたいと思います。

京浜臨海部活性推進課長

　京浜臨海部には石油、鉄鋼、電気、ガス等のエネルギー関連産業が集中しております。

特にそういった産業は川崎市側に集中しておりますので、川崎市の臨海部ということで

御説明申し上げますと、2004 年における川崎市全域の産業部門の二酸化炭素の排出量

は約 1,800 万トンございます。また、川崎市の推計では、市内の産業部門の最終エネル

ギー消費のうち、臨海部が占める割合が 96％ということになりますので、1,800 万トン

に 0.96 を乗じますと、約 1,700 万トン程度の二酸化炭素が排出され、本県全部門の二

酸化炭素排出量が約 7,227 万トンでございますので、４分の１に相当するものでござい

ます。

渡辺委員

　このエリアだけで多くの二酸化炭素を排出しているという認識をさせていただきまし

た。そうした認識の上で質疑に入りたいと思いますが、インベスト神奈川の取組の中に

は環境との共生という視点があったと思いますが、第２ステージに入り、中小企業を中

心に誘致をする上で、ＣＳＲの観点が入っているのではないかと思いますが、その辺の

確認をさせていただきたいと思います。また、実績があれば教えていただきたいと思い

ます。
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産業活性課企業誘致室長

　昨年８月にスタートしました第２ステージでは、企業のＣＳＲの取組を促進するとい

う観点から、障害者雇用、子ども・子育て支援、環境に配慮した事業活動の促進の三つ

の分野を設けました。具体的に申し上げますと、環境分野では環境マネジメントシステ

ムＩＳＯ14001 やエコアクション等の認証を取得していない場合は助成率は工場が 10％、

研究所が 15％でございますが、助成率から 0.5％を差し引くという仕組みとしました。

　第２ステージの実績につきましては、現在までに６社からの申請がございまして、Ｃ

ＳＲにつきましては施設が整備されるまでに取り組んでいただくということになってお

りますことから、実績としてはまだ出ておりません。このうち、京浜臨海部に立地する

企業は１社で、(株)さくら鍍金という会社から申請がございますが、この会社は既にＩ

ＳＯ14001 を取得しております。

渡辺委員

　午前中の説明の中にもありましたが、京浜臨海部における取組の中で、エコ・エネル

ギー関係の創出が進められてきているという説明がありました。食品バイオマスやＤＭ

Ｅについても説明がありましたが、この取組の経過と結果を伺いたいと思います。また、

評価についてもお伺いしたいなと思います。

京浜臨海部活性推進課長

　食品バイオマスの活用に向けた取組でございますが、平成 15 年度から 18 年度にかけ

て、食品バイオマスや食物残さをエネルギーに転換するというビジネスモデルの可能性

について検討してまいりました。日量 100 トンから２トンと様々なものを想定し、様々

な用途を検討してまいりましたが、いずれも課題が大きく、実現には至らなかったとい

うことです。

　評価につきましては、この検討の最終報告の中で、ある意味では評価をさせていただ

きました。報告の中では、京浜臨海部にある資源を使ってないということが一番の難点

だったということで、これは当たり前のことかもしれませんが、ようやくそれに気付き

ました。京浜臨海部の資源、例えば石油の残さと食物残さをうまく組み合わせてエネル

ギー化する、あるいは減量化するという取組がありますが、私どもが着目しております

のがＤＭＥの技術です。ジメチル・エーテルの技術はＪＦＥスチール(株)が持っていた

技術であり、これはＪＦＥスチール(株)がプラントから出てくる排気からＤＭＥをつく

ろうということで取り組んできた技術ですが、通常は化石燃料からＤＭＥをつくるので

すが、化石燃料以外のものからも直接合成できるという方法でございまして、この技術

をうまく活用する可能性といったものについて検討しているということでございます。

他の石油企業は石油残さの処理に困っておりますので、先ほど申し上げた 12 のコンビ

ナート会社のプロジェクトの中で一緒に取り組んでおります。これは評価をした結果、

そういった取組になったということだと思っております。

渡辺委員

　数年前は、バイオマスやＤＭＥについて、神奈川県が一生懸命取り組んでいるという

ことで期待していました。神奈川県が他県に先駆けて取り組んでいるということで非常

に評価をし、期待をしておりました。ところが、ここ１年ぐらいの間にＤＭＥがトーン

ダウンしたように私は感じており、急に電気自動車の方にシフトしたようなイメージを

受けるのですが、引き続きＤＭＥについてはしっかり取り組んでいくと考えていいのか

どうか答弁していただきたいと思います。
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京浜臨海部活性推進課長

　ＤＭＥについては取り組んでまいります。と申しますのは、自動車産業は自動車に燃

料を供給する基盤ということで非常に大事でございます。日本国内は電気が豊富でござ

います。ところが、中国に行けばありません。中国は日本に比べ電気が不足しているこ

とから、ＤＭＥに非常に着目しており、ＤＭＥ自動車の導入に向けた検討が進められて

おります。我が国では、自動車は輸出産業でございますので、こういったものをしっか

り開発し、開発する際にはスタンダードということをしっかり獲得することが重要にな

りますが、ＤＭＥの基準についての検討を、現在、国土交通省で行っております。我々

の行ってきた研究の成果はその検討にしっかり引き継がれており、自動車の商品化に向

けた技術指針の中に生かされるということでございます。また、ＤＭＥについては、国

内にも燃料供給システムをつくらなければいけないという問題がありますので、ガソリ

ンスタンド等にＤＭＥのスタンドを設置するための研究開発も企業と一緒に進めており

ます。さらに、ＤＭＥについては、燃料として使うだけでなく、コンビナートの原料な

ど、いろいろな可能性について検討を進めているということでございます。

渡辺委員

　ＤＭＥについては、今の説明で期待ができると理解しました。

ＤＭＥはどちらかというと中国にシフトしているという説明でしたが、日本でのＤＭＥ

の在り方は、例えばＤＭＥの技術を外国に出していくという考え方と、国内で普及させ

ていくという考え方があると思います。素人から見ますと、エタノールを例にとっても

ガソリンスタンドではかなり困っていますので、ＤＭＥの普及という話になりますと、

今後の方向性は非常に難しいのではないかと思いますが、国内の需要を開拓していくと

いう観点と海外に技術を出していくという観点のどちらの観点で取組を進めていくので

しょうか。

京浜臨海部活性推進課長

　トラック等のディーゼルエンジンは環境に非常に負荷が大きいことから、これをＤＭ

Ｅに転換すると革命的に環境性能が良くなります。そういう意味では、ＤＭＥを国内に

普及する大事な技術ということで、現在、国土交通省においても技術指針等を作成し、

走行実験等も行っており、国内でのしっかりとした基盤の上に、輸出産業へとつなげて

いくことになろうかと思います。

渡辺委員

　このエリアは二酸化炭素の排出量が非常に多いことから、環境共生の様々な取組を行

っていることは大変良いことだと思います。話は戻りますが、この地域の活性化という

視点からのビジョンがずれたという気がしますが、このエリアの新たな活性化の方策は

大分見えているのではないかと考えています。そういう意味では、環境というキーワー

ドを取り入れながら、このエリアが神奈川県だけではなく、日本に、ともすれば世界に

発信できるような取組が行われるモデル地区になるようなこともビジョンの中に盛り込

み、取り組んでいただきたいと思います。そのようなことが神奈川県らしい取組になっ

てくると思いますし、取組を進める中でいろいろな交通アクセスや観光産業の振興のキ

ーワードもおのずと出てくると思いますので、その辺をしっかり加味したビジョンづく

りをお願いしたいということを要望して私の質疑を終わります。


