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３－４ 北港ヨットハーバーの管理運営 

【仕分け結果：不要（廃止）】 

 

議事概要 

 

（コーディネーター） それでは、第１会場、午後の部を再開いたします。 

  事業番号３－４番からになります。皆さん、お手元の冊子１０３ページです。 

  北港ヨットハーバーの管理運営につきまして、説明をお願いいたします。 

（港湾局） それでは、どうぞよろしくお願いします。港湾局集客施設担当でございます。 

  北港ヨットハーバーの管理運営につきまして、事業シート及び補足説明資料に沿いま

して、概要をご説明させていただきます。 

  北港ヨットハーバーは総事業費約２６億円を投じまして、昭和６２年６月にオープン

した施設でございます。 

  北港ヨットハーバーの設置目的といたしましては、ヨットを中心とした海洋性スポー

ツ及びレクリエーション活動を通じまして、市民の皆さんに海に親しむ機会を提供す

ることとともに、市民の健康の増進に寄与するものといたしまして整備し、これまで、

多くの市民の方々に利用してきていただいております。 

  まず、施設の概要でございますが、陸域３．６ｈａ、水域７．７ｈａで、全体面積で

は１１．２ｈａとなってございます。 

  また、ヨットのセーリングゾーンといたしましては、大阪港内でも比較的航行船舶の

少ない新淀川河口部水域の伝法大橋から下流の約２５７ｈａを設定してございます。 

  ヨットについてでございますが、主にヨットにつきましては大きく３種類ございます。 

  一つは、ディンギーヨットといわれるものでございまして、これは１人ないし２人乗

りの帆のみで航行するヨットでございます。 

  それと、クルーザーヨットというヨットがございます。これはエンジン及びキャビン、

船室が付いているヨットでございます。ただ、このヨットにつきましては、ヨットの

形状が大きいものですから、艇係場への出入り時にはエンジンを使用いたしますが、

海上では帆を上げて航行するヨットでございます。 

  それと、誰でもが気軽に乗れる１枚帆のヨットということで、アクセスディンギーヨ

ットがございます。 
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  大きく分けますと、この三つがございます。 

  これらのヨットの保管といたしまして、ディンギーヨット１８８隻の陸上保管ができ

ます。また、屋内保管ができる艇庫では４０隻を収容することができます。更にクル

ーザーヨットにつきましては、水面保管ということで、３基の浮桟橋がございまして、

この浮桟橋で合計１２４隻を係留することができます。 

  また、これらの施設の利用料金についてでございますが、条例で定める計画の範囲内

におきまして、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て設定できる利用料金制を

採っております。これにつきましては、平成１８年度の指定管理者制度の導入以降、

この利用料金制を導入しております。 

  ディンギーヨットの艇置場でいいますと、艇長１ｍごとに料金設定をしておりますが、

５ｍ以下で月額８，１００円、１２ｍから１３ｍ以下で月額３万６，０００円として

おります。 

  クルーザーヨットにつきましては、年貸契約でございまして、これにつきましても、

艇長１ｍごとに料金設定をしておりまして、６ｍ以内で年額２９万４，０００円、１

２ｍを超えて１３ｍ以内で年額７９万８，０００円としております。 

  レンタルヨットにつきましては、種類により料金設定をしておりまして、１時間当た

り１８歳未満であれば４５０円から５５０円、１８歳以上で９００円から１，１００

円としております。 

  利用者数の推移でございますが、先ほど申し上げましたように、この施設は平成１８

年度から指定管理者制度を導入しております。それから民間事業者のノウハウを活用

しまして、利用者数につきましても年々着実に増えてきているところでございます。 

  平成２２年度と平成１８年度の利用者数の対比で見た場合におきましても、施設全体

で約５割増となってございます。ヨット関連のみで申し上げますと、約６割増と大幅

な伸びを示しているところでございます。 

  一方、他都市における類似施設の状況でございますが、全国の港湾におけます公共マ

リーナは、平成２２年３月末現在で７０か所が整備されてございます。表にあります

ように関西圏の４施設につきましては、この公共マリーナの整備状況を見ますと、設

置主体は自治体又は第三セクターとなってございます。管理主体は、自治体が設置し

た公共マリーナについては指定管理者制度を導入しておりますし、第三セクターが設

置しました公共マリーナは、第三セクターの直営管理となってございます。 
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  また、これら関西圏の４施設の利用料金についてでございますが、ディンギーヨット

の屋外艇置で月額約６，０００円から２万５，０００円、またクルーザーヨットの係

留では年額約１５万円から３４万円となってございます。 

  利用状況についてでございますが、４施設の利用状況は、補足説明資料の表に示した

とおりでございますが、収容数に対します係留・艇置数で利用率を算出いたしますと、

他都市の施設では４６％から６４％程度、当施設の利用率、北港ヨットハーバーの利

用率につきましては、約５５％でございまして、他都市と比べて平均的で遜色のない

利用がされている状況になっていると考えてございます。 

  最後に、北港ヨットハーバーにつきましては、ヨットを中心といたしました海洋性ス

ポーツを楽しんでいただけるだけでなく、数多くある本市の市民利用施設の中でも唯

一、陸上ではなく海上において、風、波、潮の流れといった自然の現象を直接的に肌

で感じることができる自然学習施設という側面を持っている施設であると、私どもは

認識してございます。 

  平成２２年度までの利用者につきましては、前述いたしましたとおり、大幅な伸びを

示しておりますが、今後におきましても、更に当該施設をより多くの市民の方々に知

っていただくため、常に情報発信し続けるとともに、より市民が利用しやすいように

取り組んでいくことで、地域の様々な活動の拠点としても有効活用が図れると考えて

ございます。 

  引き続きまして、指定管理者と連携しながら、教育関係者へのＰＲでありますとか、

市の広報誌などへの情報提供を積極的に行いまして、大阪港の振興といった側面から

も取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上で、北港ヨットハーバーの概要並びに管理運営につきましてのご説明を終わらせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

（コーディネーター） ありがとうございました。 

  それでは、市政改革室より論点の提示をお願いいたします。 

（市政改革室） それでは、「３－４ 北港ヨットハーバーの管理運営」の要点でござい

ますけれども、まず１点目といたしまして、ヨットハーバーの運営は、市民に海に親

しむ機会の提供と、市民の健康の増進という事業目的に対しまして、成果が上がって

いるのかといった点。 

  ２点目といたしましては、そもそも事業を行政が主体となる必要性があるのか。若し
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くは、民営化の可能性はないのかということ。 

  ３点目といたしましては、現在の利用状況を踏まえまして、費用に見合う効果が得ら

れているのか。受益者負担は適正なのか。 

  以上、３点でございます。 

（コーディネーター） ありがとうございました。 

  それでは、ご質問・ご意見をお願いいたします。 

  では、Ｂさん。 

（仕分け人Ｂ） 目的のところでちょっと確認したいのですが。ヨットを中心とした海洋

性スポーツですが。これはヨットだけで、いわゆるプレジャーボートなどは全然関係

ないのかということ。それから、違法係留の問題があると思うのですが、それとの関

連が何かあるかどうか。この２点について、取りあえず確認させてください。 

（港湾局） ただいまのご質問の１点目ですが、モーターボートにつきましては、これは

レジャースポーツであると考えておりまして、この北港ヨットハーバーにおきまして

は、モーターボートの保管についてはこれまでもやっておらないところでございます。 

  もう一つ、違法係留の点についてでございますが、これは全国的に一時問題になりま

して、国土交通省も取組を強く進めてきたということがあるのですが、大阪市の場合

におきましても、モーターボートにつきましては一部陸保管の民間のマリーナが今の

大阪港には２施設ほどございます。ただ、河川筋等に行けば、モーターボートの違法

係留というのはまだ見受けられますので、これはこの事業とは別の観点で、港湾管理

者の立場から担当課が取り組んでいるということになってございます。 

（仕分け人Ｂ） ということは、要するに違法係留を防ぐということには、このマリーナ

というか、このヨットハーバーは全然関与していないということでよろしいですか。 

（港湾局） そういうことではなくて、モーターボートにつきましてはそういうことなの

ですが、クルーザーヨットというのはエンジンもついておりまして、一応、港内を航

行することもできますので、こういった施設がないと、港内とか河川筋とかに泊めら

れるということもございますから、そういうことでクルーザーヨットに対する違法係

留ということに対しては寄与していると考えております。 

（仕分け人Ｂ） 現実には、クルーザー級の、とういか、エンジンの付いたものについて

は、違法係留はゼロではない。ここにマリーナができてもやっぱりあることはあるの

ですか。 
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（港湾局） 大阪港内で２２年度の調査で、クルーザー級のヨットは７隻ほどございます。

これは、港の奥の方とか河川筋。参考に申し上げますと、モーターボートは７４隻と

いう調査結果が上がっております。 

（仕分け人Ｂ） それで、その確認の上でなのですが、幾つかのところは、こういったヨ

ットハーバーを設置されるときに違法係留の対応ということで位置付けている場合が

かなりあると思うんですけども。このモーターボートを、つまりプレジャーボートを

排除するというか。その対象ではないということになると、やっぱり先ほどの市政改

革室が論点でいうように、ごく一部の方の利用でしかない。それに対して総額で６，

０００万円ほどの税金の投入になるということになって、これは事業費なので、実際、

減価償却費を含めるとなるともうちょっと高くなると思いますが、その説明というの

はどのような形で行われるのでしょうか。 

（港湾局） 済みません。ヨットの種類、今、冒頭で３種類あると申し上げたのですけれ

ども、ちょっと確認だけさせていただきたいのですが、大きく分けると２種類ありま

す。こういうディンギーヨットというエンジンがない船です。１人とか２人で乗りま

す。これは、国体とかオリンピックでも競技になっている、海でやるスポーツです。

その中で、初心者の方でもすぐに乗れるものをアクセスディンギーと呼びまして、こ

れは、こちらでも取り扱いをしております。 

  それと、エンジンが付いたキャビンがあるクルーザーヨット、これはスポーツという

よりはレクリエーションになるのですけれども、大きく分けるとこのクルーザーとデ

ィンギー、ヨットには２種類あって、こちらの施設ではこの２種類を対象にしていま

す。 

（仕分け人Ｂ） それはわかりました。 

（港湾局） 今、Ｂさんがおっしゃられました、モーターボートとの関連での施設の位置

付けなのですが、実はこの施設は、元々ヨットをベースに整備したという経過があり

ます。ご存じいただいているとは思うのですが、モーターボートというのはエンジン

だけで動きますので、走行による相当の波高とか、そういったものが発生する。ただ、

ヨットは風だけで動きますので、そのスピード感の問題と、限られた施設の水面内の

安全対策ということを考えました。また、昭和６２年のオープン当時のモーターボー

ト需要なのですが、そのころのモーターボートの需要というのはそう多くなかったと

いうこともございまして、飽くまでもこの施設については、ディンギーヨットを中心
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とするスポーツレクリエーションの施設という位置付けで整備してまいりました。モ

ーターボートにつきましては、大阪港全体の中でどういうふうに違法係留を含めて保

管をしていくのかというようなことを考えていくことなろうかと思います。 

（仕分け人Ｂ） 多分ごく限られた人たちしか使っていない、１万５，０００人といって

も市の人口でいえば非常に微々たるものだし、繰り返し利用の延べ人数ですので、更

に利用者は少ない。質問は、これに対して６，０００万円プラス減価償却費というか、

建設費の償還も含めると相当の額、億単位になると思いますが、それの費用負担をこ

の限られた人たちのために使うということを、どういうふうに説明されているのかと

いったことです。 

（港湾局） Ｂさんがおっしゃられるように何回か来られているという方もいらっしゃる

とは思います。ただ、私どもは誰が来ていただいても使っていただけるという施設と

して整備しており、そのように管理運営をしておりますので、今おっしゃられるよう

な特定の方々というのは、確かにクルーザーヨットとかに乗っておられる方というの

は、特定の方々ということなのだと思うのですが、ディンギーヨットなり、アクセス

ディンギーなり、そういったヨットに乗りに来られる方、若しくは、教室に参加され

る方、そういった方々というのは限られた方々ということではなく、どの方が来られ

ても利用していただけるという施設であるということです。 

（仕分け人Ｂ） 実態として１万５，０００人ですよね。１万５，０００人の利用者。１

０６ページの表にあるように。それに対しての説明を聴いているのです。 

（コーディネーター） 実際の数字、分かりますか。実人員として今のヨット関係のこの

８千１９８人。延べになっていますが、実人員で何人か分かりますか。 

（仕分け人Ｂ） レンタルヨットに関しては３，１０９人しかないですよね。 

  では、先に言いましょう。３，１００人に対して。要するに、そのクルーザー級はど

うか。これは、非常に意見が分かれるかもしれません。公的な負担としてやっている

場合は。誰にも開かれたものが全員でたったの３，１００人しか使っていない。人口

比でいうと恐らく０．１％弱だろうと思いますけれども。それに対して一定のお金を

使うのはどうなのかと。 

（港湾局） １０６ページでございますが、利用者数の推移で、Ｂさんが今おっしゃられ

たような利用、レンタルヨットで捉えておられるのですが、レンタルヨットについて

は実際おっしゃられた人数なのですけれど、テニスコートを含めてここに数字があり
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ますように、１万５，０００人弱の方の利用、これが今押さえている数字ということ

になるのです。これ以外にも夏期であるとか、それから大型連休とかというときには、

当然イベント等のいろんなことで市民の方が訪れます。そういった施設全体の運用を

していくためにこれだけの費用が、事業費用として発生していると考えております。 

（コーディネーター） イベントをやっているというのは、この事業の対象ではないです

よね。この事業として捉えている数字というのがテニスコートを入れて１万５，００

０人、レンタルヨットでいうと３，１００人という数字であって、さっきからお聴き

しているのは、この時点でもう既に対象者はかなり限定されているのだけれども、更

にリピーターがいて、実際には純人数で年間何人来られているのか、というのがもし

分かっていたら教えてほしいのです。 

（港湾局） 申し訳ありませんが、その純人数という点では、ちょっと数字の把握はでき

ておりません。 

（仕分け人Ａ） 更に言えば、この利用者の市内と市外の人数も分からない、ということ

でよろしいでしょうか。 

（港湾局） 今のご質問でございますが、まず、ヨットの係留・艇置数ということでいい

ますと、市民の割合は市内在住者が５３％、それからテニス以外の利用者のうちで、

市民の割合についてでございますが、これは出ていないですね。済みません。ヨット

から見た市内在住者というのは分かるんですが、ヨットを保管している隻数の市民の

割合ということについては、実数字は出ておりません。 

（仕分け人Ａ） 市外の利用があるということだと思うんですけれども、その市外の利用

に対して、市の一般財源を使っているということについては、やはりある種、市内と

市外とを区別して、料金体系を変えていくということが、本当は検討されてしかるべ

きだと思うのですけど。いかがでしょうか。 

（港湾局） 現在のところは、市内と市外ということでの料金設定をしていないというの

が事実です。 

（仕分け人Ａ） ディンギーヨットの場合、これは恐らく年間とか月極とかで、艇置の契

約がされている。その契約者の方の住所とかは分かるので、これは把握しようと思っ

たら把握できますよね。それで料金を変えることも可能だと思うのですけれど。いか

がでしょうか。 

（港湾局） 市内と市外とで料金を変えていないことについては、現在の大阪市のほかの
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スポーツ施設についても、同じような考え方です。 

（仕分け人Ａ） これに関しては、ほかがそうだというのではなくて。 

（港湾局） 市内と市外とで同じ料金にすることで市外からの利用者が増えます。それで

利用が増えれば利用料金収入が増えますので、それだけ指定管理者に支払う代行料も

少なくて済みます。その辺のところを考えております。 

（コーディネーター） それは同額であっても、この金額水準でたくさん来たら、何人来

れば採算がとれるのですか。 

（港湾局） ちょっとその試算はやっておりません。 

（コーディネーター） それを考えたときに、少なくとも先ほどから出ている対象者がか

なり限定をされていて、この税投入という意味でいうと、市内と市外とで料金の差を

付けることによって、少なくともこの事業については、市民のためにやっているんだ

ということの意思表示ができるのではないかという趣旨で、前の事業から同じことを

聴いております。ただ、今のご説明でいうと、この金額だったらもっと人が来てくれ

るのですと。しかも、指定管理料をいかにして下げるかという目的の中でそれをやっ

ているのだとすれば、同じ料金の中でもっと利用者が増えるということを考えておら

れるということだと思います。それであれば幾らまで、何人までの目標なのか。２３

年度は、９，０００人という目標を立てていますけど。多分９，０００人では全く採

算がとれるわけではないと思うので、そこをお聴きしているのです。 

（港湾局） ただいまのご質問ですけども、おっしゃられるように利用可能な状態を満杯

で利用していただいたとしても、現状の必要経費から見ますと赤字です。その赤字部

分を収益事業としてやっていくのか、やっていかないのかという点だと思うのですけ

れども、冒頭で申し上げましたように、大阪というのは産業が強かった港ということ

もあって、市民の方々が海に親しむと場所という位置付けでこの施設は設置されまし

た。だから、できるだけ大阪市民の方にご利用いただきたいということは、そのこと

なのです。どうしても赤字を補填せざるを得ない部分を、そういう位置付けの施設と

して、公共の方で補填している。 

  ただ、ある程度の利用者が増えていけば、当然その分は市の負担の持ち出し分も減っ

ていきますので、そこはこれからの管理運営の中でやっていかなければならない課題

であるという意味でやっています。 

（仕分け人Ａ） 料金なのですけれども、１０６ページの他都市による類似施設の状況の
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ところに、料金の一覧が書かれているわけですけれども、この北港ヨットハーバーの

艇置・係留のこの料金というのは、どういう根拠で設定されたのですか。 

（港湾局） 実は当時の整備した減価償却費から計算しますと、先ほど言いました、特に

ディンギーの貸出しがお子さんであれば５００円とか、そんな料金はとても出てこな

いのです。料金については、この施設を整備したときに、既に整備をされている主

だった施設を調査しまして、その調査した数値から設定したということになっており

ます。 

（仕分け人Ａ） 現状では一番近い新西宮ヨットハーバーの利用料金と比べると差が結構

大きいですよね。そこは参考にならないということでしょうか。３倍ぐらいの差があ

るのですが。 

（港湾局） 先ほどの関西圏の４施設で、新西宮ヨットハーバーは第三セクターが整備し

て、その整備費に見合う料金ということで、ここに書いておりますように月当たり単

価を２万５，０００円に設定しているということでございます。北港ヨットハーバー

は、先ほど申し上げましたように、整備した昭和６２年に条例を制定する際に、当時

の施設を調査しました。また、新西宮ヨットハーバーというのは、西宮マリーナに近

接して造られた施設なのですけれども、ここについては元々から関西のヨットのメッ

カということもあって、関東でいえば油壺というのと一緒だと思います。そういうこ

とで、こういう料金設定でも利用者が考えられます。 

（仕分け人Ａ） 大阪の北港の方で、例えば市外の料金を高く設定して、新西宮の方では

今この３倍の料金を取っているわけですから、ある程度の理解が得られるような気が

しますけど。いかがでしょうか。 

（港湾局） その辺りにつきましては、例えば利用者に対して調査するとか、そんなこと

もしながら、可能であればということになっていこうかと思うのですが、今の時点で

おっしゃられることをすぐしたら、ということはなかなか難しいと思います。 

（コーディネーター） Ｄさん。 

（仕分け人Ｄ） 前は年収制限があったと聴いたのですが、６５０万円以下でないとクル

ーザーは泊められないとか、それはもう撤廃されたのでしょうか。これは私の友人に

西宮になぜ泊めているのかと聴きましたら、「大阪市は年収制限があって泊められな

い」というようなことで、知ったのです。議会でヨットは金持ちの遊びだから税金を

投入してまでというようなことで制限を設けたと聴いたのですが。今、それが生きて
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いるかどうかは知りませんけれども。 

（港湾局） 今はないですね。私が知っている限りではないです。 

（仕分け人Ｄ） かつてはあったということで、安いから使い勝手がいいので、本当は使

いたかったのだけど。顧客を逃がしてしまっているのですよね、西宮とか和歌山に。

安いからもっと、西宮とかから泊めに来てもいいはずなのに来ないというのは、どこ

に原因があるのか。平成１８年度からは全体として増えているとおっしゃっています

が、指定管理者になる前の利用はどんな感じだったのか。指定管理者になったから、

吉本さんがアピールしたからこうなったのか。海洋文化に親しみたい人数が全体とし

て増えたのか。その辺の分析を持っていらっしゃったら教えてください。 

（港湾局） まず、第１点目ですけれども、申し訳ありません、私自身はちょっとそうい

う話を聞いたことがないのですけれども。実はクルーザーヨットを係留している部分

につきましては、条例外施設なのです。言わば、車庫を借りているのと同じようなも

のとご理解いただけたらと思うのです。当時、所得制限があったかどうかというのは、

分かりませんが、この施設がオープンしてしばらくの後に１２４隻の係留エリアのほ

とんどが満杯になったと聞いております。それから以降、バブルの崩壊とか、そうい

う変遷を経て、手放される方もあって、今の係留数、率でいうと７０何％ということ

になっているというのが事実だと思うのです。それがほかの施設に移っていっている

かというと、今の状況の中では、多分ないのではないかと理解しております。 

  その昭和６２年のオープン当時からのデータというのはないのですけれども、指定管

理者制度を導入するまでというのは、市の外郭団体に業務委託で運営しております。

指定管理者になって以降は、宣伝とかを展開し、いろんな形で、指定管理者のノウハ

ウでサービス水準が上がったことによって、利用者が増えてきたと理解しておるとこ

ろでございます。 

（コーディネーター） Ｃさん。 

（仕分け人Ｃ） ２点あります。 

  別紙でいただいております２２年度実績の１８９隻は、係留・艇置数の全部ですよね。

市民の割合は、先ほどの話で５３％というお答えがあったと思います。したがって、

大阪市民の方としては９０数名ぐらいの所有者の方に対してということの理解でよろ

しいのでしょうか。この９０名の方に対してこれだけの税金を投入することに意味が

あるのかというのが、本当にこれで良いのかどうかというのが、先ほどの重複になり
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ますが、１点目。 

  ２点目は、既に３０年ぐらい、この条例ができてから３０年でしたね。３０年経って

いるという、時代が変わっていって、ヨットを中心とした海洋性スポーツというもの

の必要性を、担当部署としてどのように考えているのか。理論的根拠をどこに求めて

いるのか。時代の変化をちゃんと検討しているのかどうかをお尋ねします。 

（港湾局） まず、１点目の市内と市外との考え方の点でございますが、確かに先ほど申

し上げましたように、関西圏には４つの係留・艇置場があるのですけれども、それぞ

れに交通事情でありますとか、いろんなことがあって、遠いとか近いとかというのも

あると思うのです。お互いにこういう事業をやっておるのですけれども、幾らか補完

し合っている部分もあるのかと思っております。当然、税を入れている事業ですから、

確かに市内の方にもっと多く使っていただくということが、望ましいことだと我々も

思っております。その点について、これからどうしていくのかということは大きな課

題として残っていると考えております。 

  ２点目でございますが、実は平成２１年の３月に大阪市生涯スポーツ振興計画という

のを作っておりまして、この中で、昨今言われております海洋性スポーツであるとか、

マリンスポーツであるとかの市民需要も増えてきており、そういった生涯スポーツの

振興に取り組んでいくということが示されております。この方向というのは元々この

ヨットハーバーを設置した目的と全く同じ方向だと考えております。冒頭で申し上げ

ましたようにこの施設を設置した経過というのもそうなのですが、そこを喚起して、

大阪市として限られた施設を提供していく。市民の皆さんに本当の水面に触れていた

だける大阪市内では唯一の施設という側面もありますので、そういった点からも、今

おっしゃられましたコストの面も含めて取り組みながら、この施設については、引き

続き事業運営に当たってまいりたいと思います。 

（仕分け人Ｃ） 生涯スポーツ、もちろん大事です。私の友人も結構ここを使っていて、

それなりにファンの方もいらっしゃるのだけど、やはり、説明責任が必要で、「もう

ちょっとしっかり教えてくれたりとか、広がりとか、盛り上がることをやっていかな

いと、多分なかなか利用者は増えないね。」と市民利用者が言っているので、遊びでは

なく、ヨットを中心とした本当の海洋性スポーツとして、ディンギーならディンギー

の競技で強くなっていったりして、市民の誇りにならないとバックアップできないと

思っているのです。したがって、このヨットハーバーの問題というのは、大阪市がヨ
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ットに関係するスポーツを本気になって市の中で本当に位置付けていかないと、なか

なかこれだけのお金をつぎ込むことの市民の理解が得られないのではないかと思うの

です。一度、そういう意味で２１年度の考え方はあるのですけれども抜本的にこのヨ

ットを中心とした海洋性スポーツというものを本当に市民が求めているのかどうかと

いうことを調査して確認する作業がないと進まないのではないかと思うのですけれど。

いかがでしょうか。 

（港湾局） 指定管理者の評価というのを、この制度の中では毎年行うことになっており

まして、その評価の際に、外部専門家の意見を聴取するということになっているので

すが、２２年度の評価の中で、教育の視点からも海洋性スポーツというものをヨット

を通じて風とか海とか潮流とかいった自然現象を肌で感じられるような子ども向けの

体験イベントをもっと積極的にやっていくべきではないかという意見もいただいてい

るところです。その辺のところも踏まえて指定管理者と連携してやりたいと思ってお

ります。 

（仕分け人Ｂ） その言い方は、あまりにも理想論になっていませんか。今、イベントと

レンタルヨットを合わせても４，０００人弱なのですね。レンタル利用が伸びたとい

っても。それで説明ができますか。要するに、大阪市でたった一つのヨットハーバー

だとか、海洋性スポーツが必要だとかいっても、イベントを含めて人口の０．１％し

か参加していない。それに毎年５，０００万円以上のお金を掛けて、未来永劫にわた

ってこれを続けるのですか。流れを見れば、これが急に１０倍、５０倍に増えること

なんか絶対あり得ないわけですから。指定管理者になって、吉本の名前を使ってもこ

れだけしか増えない中で、ロマンといって５，０００万円も市税をつぎ込むといえる

のですか。 

（港湾局） これまで十分にできていなかった市民に対するＰＲであるとか、市民の皆さ

んに北港ヨットハーバーを知ってもらうとか、確かにこれからそれをやっていくこと

によって、５倍、１０倍にすぐになるかというと、なかなか難しいという点があると

思います。 

（仕分け人Ｂ） 難しいではなくて困難です。絶対にあり得ない。 

（港湾局） ただ、少しでも市民の方に利用をいただくというのが、元々整備をしてきた

施設の目的ですから。 

（仕分け人Ｂ） それをロマンと私は表現したのです。ロマンに５，０００万円も使って
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いいのですか。 

  まず、係留場の問題について、趣味のヨットを係留するわけです。市民利用といった

って、市民以外の人がかなり使っている。つまり、ヨットという極めて個人的な使用

をするヨットの係留場所として使っているのが４，２３９人。それにも満たない数で

一般市民の方が使えるヨットの利用者数は、イベントを含めても４，０００人。とい

うことは、要するに個人的な使用をするヨットの係留のためにこの施設があって、し

かも、それは埋まっていない。なおかつ５，０００万円の税金の投入を行う。平成２

３年度予算では６，０００万円ですよ。テニスコートの部分もあって、ある程度増え

ているので、恐らくそこは採算がとれるのだろうと思いますけれども、本当にロマン

に６，０００万円も使うのですか。 

（港湾局） 決してロマンとは思っていないのですけれども。ただ、艇置場であるとかで

いえば、おっしゃられるようなことだとは思うのです。一方で、ヨット教室でありま

すとか、アクセスディンギーの体験乗艇でありますとか、そんなこともいろいろ展開

しておりますので、そこには市民の皆さんも多く来られております。 

（仕分け人Ｂ） ６，０００万円もお金を払うのでしたら、新西宮の方へ行って、民間に

お願いしてそこまでの交通費を払っても、もっと安いのではないですか。 

  要するに、なぜ大阪市として税金を投入して０．１％の人の満足のため、正にそれが

ロマンなのですけれど、そこに何で税金が投入できるのだろう。どうやって説明する

のでしょうか。６，０００万円ですよ。 

（港湾局） 今の事業の状況でいえば、Ｂさんがおっしゃられるとおりなのですけれども、

先ほどからも申し上げておりますように、いかにこの施設を市民の皆さんに広く知っ

ていただいて、多くの方に利用していただけるか。もちろん、市で水に親しめる唯一

の施設ということからしましても、我々がこれからやっていかなければならないとこ

ろは、いかに市民の方にここに多く訪れていただいて、ヨットを体験していただくと

か、いろんな海洋性スポーツであるとか、そういったことに触れていただくとかとい

うことを、これからも推し進めていくことで、市民の皆さんに説明責任が果たせるよ

うな管理運営に努めていくこと。 

（コーディネーター） 説明がとても苦しいように誰もが思えてしまうのですが。目的は、

ここに書いてあるように市民に海に親しむ機会の提供と健康の増進ですよね。その上

に書いてある海洋性スポーツ及びレクリエーション活動を通じてというのは、これは
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一つの手段です。その海に触れてもらうということは、ここが先ほどから大阪唯一の

施設だとおっしゃっておられるのだけれど、実際これがなかったとしたら海に触れら

れないかといったら決してそうではないですよね。それは別に水族館に行ってもらう

とか、あらゆることがあって初めてここに書いてある海に親しむ機会を提供するとい

うことになるのだと思うのですよ。これがなかったら海に親しむ機会がないのですか。 

（港湾局） これがなかったら機会がないということではなくて、これがあるからそうい

う機会をつくっていただくということです。 

（コーディネーター） だから手段なのですよね。これも一つの手段ですよね。決してこ

れが必要不可欠なものではないわけです。ほかにも幾つかそういうものがあって、大

阪市としては、海に親しむ場を市民に提供し、それによって最終的に市民の健康の増

進に寄与できれば良いということが本来の目的のはずです。その目的と今やられてい

ることがつながるかどうか。昭和６２年から２０年間やってきていて、ＰＲが足りな

いのですというだけで本当に済ませられるかどうかという問題だと思うのです。 

  結果的に今来られている方というのは、先ほどから出ているように数千人しかいない。

しかも、そこには６，０００万円という税金がつぎ込まれている。さらに、そこには

市民の方は半分しかいない。もっと言うと、そもそも艇置場を使っている方というの

はそれなりの収入のある方で、そうでないとそこには泊められない。その中で、６，

０００万円という税金を、これは艇置場だけではないですけれど、そこに出している

ことの妥当性があるかどうかということが、さっきから議論になっているのです。そ

こを、「いや、今はそうなのですけれど、これから頑張るのです。」で済ませられるわ

けではないのだと思うのです。 

  その問題意識はきっとお持ちなのだと思うのですが、５年後にこれが１０倍になるの

かどうか、採算がとれるのかどうかと考えたときに、少なくとも２０年間もやってき

ていてこういう状態であるのだったら、それは大きな方向の転換をしない限り解決は

ないのだということを、我々、仕分けをしている側は思っているのです。 

（仕分け人Ａ） 例えば、もっと利用者を増やしたいという思いは持たれていると思うの

ですけれど、それも市民の、市内の方の利用者を増やしたいというふうに思うのが当

然だと思うのです。それでＰＲ活動をもっとするということですけど。私も行ったの

で分かるのですけれど、そんなにアクセスがいいわけではないですね。結構遠いとこ

ろにあるのですが、もっとＰＲ活動をして来てもらうためには具体的に何をすれば、
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もっと来てもらえるのでしょうか。 

（港湾局） 確かにおっしゃられるように、アクセスの問題というのがあるのですけれど

も、これは、冒頭に少しお話しさせていただいたように、ヨットのセイリングという

ことなので、物理的な条件で航行船舶が比較的少ないとか、そういった場所に造って

きたという経過がありますので、アクセスの良い、例えば、地下鉄の駅に近いような

ところではなかなかこういう事業はできない。今の公共アクセスでは市バスが主なの

ですけども、例えば、土曜・日曜日でありますとか、ゴールデンウィーク期間中であ

りますとか、夏休み中でありますとか、そういったときは、指定管理者と一緒になっ

て市バスの増便とか、今のところはそういったことのお願いをし、できるだけ足の確

保を図れるようなこともやっております。自家用車で来られる方は、当然、駐車場も

ありますから、駐車場の管理もしております。そういったことでのアクセスについて、

できるだけ皆さんにご利用していただきやすいようにはやっているのですけれども、

なかなか駅から歩いて行けるというようにはいかない。そこはアクセスが悪いという

のは事実です。 

（仕分け人Ａ） だとすると、そういうアクセスの問題については非常に難しいので、Ｐ

Ｒ活動でこれ以上利用者を増やすことも結構大変だという認識ですか。 

（港湾局） 難しいということは事実だと思うのですけれども、ただ、そしたら、それで、

いろんなことを当然、考えていかないといけないと思っております。 

（コーディネーター） 評価シートにご記入お願いいたします。 

  Ｄさん。 

（仕分け人Ｄ） 教えてほしいのですけれど、１０７ページにあるのですけれど、歳入の

ところで利用料金と事業収入となっていますが、利用料金というのはクルーザーを泊

めている方ですか。この違いを教えてください。 

（港湾局） いえ、この利用料金というのは、条例で定められている利用料金です。クル

ーザーの方はこれとは全然関係ないということでお考えいただきたいと思います。 

（仕分け人Ｄ） では、あの施設全体の事業として、例えばこれで４，８００万円ぐらい

あると思っていいのですか。条例とか、指定管理とかを全く別にして、あの施設を面

として、テニスコートも全部含めて運用されていると。今４，７００万円ぐらいの収

入があり、支出としては６，０００万円近く出ていると。単純に計算したらいいんで

すよね。 
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（港湾局） 済みません。ちょっとだけ補足させてください。 

  今、Ｄさんがおっしゃられました利用料金収入というのは、条例施設の収入です。事

業収入というのは、これは指定管理者が独自に展開されている事業収入です。これは、

クルーザーヨットの桟橋利用収入を除く収入です。 

（仕分け人Ｄ） 余りそういう、市民としては難しいことではなくて、あそこ全体として

どれぐらいあるのかなと。だから、収益部門で、もっともっともうけられるところで

もうけて、そして、例えばヨットスクールやディンギーで海洋文化に親しむというの

だったら、子どもたちにそういう体験学習ができる場はそっち側のお金を持ってきて

補填できるぐらいの採算性がとれるような方法はどうですか。 

（仕分け人Ｂ） それは無理なんですよ。 

（仕分け人Ｄ） それは無理だとおっしゃっているのは？ 

（仕分け人Ｂ） 最大収入源のクルーザーのところが、まだ７０％です。 

（仕分け人Ｄ） だから例えばそれを増やす努力をするとか。あと、面として考えたら、

少し公園のところがもっと利用できて、公園に来てヨットを見て、次は自分も乗って

みたいなと思わせるように、あそこ全体を面として、もう少し考えてみる。アクセス

の課題はあるけれども考えていく。ちょっと食事をしたいなと思っていてもレストラ

ンが閉まっていたりして、ちょっとゆっくり楽しむこともできないですよね。それだ

ったら、本当にヨットに乗る人が来て帰り、テニスする人が来て帰るだけで、スポー

ツ文化を楽しむ余裕のある空間に成り切れていないなという課題があるので、もうけ

るところと使うところを、もう少し考えてできないのかなと思ったので。 

（港湾局） 今、おっしゃられました点につきましては、私もそのように思います。先ほ

ど、Ｄさんがおっしゃられました４，８００万円ぐらいの収入というのは、条例施設

の事業収入、それ以外に今は７０％ちょっとぐらいの利用なのですけれども、クルー

ザーの係留の収入としまして、４，５００万円ぐらいの収入がございますので、これ

らを全体の中でうまく配分しながら一般会計からの持ち出しを少なくする。今後そう

いうことができないものかというのは、指定管理者とも十分協議していく部分である

と思います。 

（仕分け人Ｂ） 要するに、一番の収入源のクルーザーのところが条例外なので、指定管

理者側の自由な設定です。自由な設定にしながら７０％しか埋まっていない。施設と

しては遊んでいる。しかも、クルーザーを除く全部の利用者数でレンタルヨットだと
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か、イベントを全部合わせてみると、大体１万人ぐらいなのですが、５３週で割ると

週当たり大体２００人しか来ていない。これではレストランもへったくれもないので

すよ。週２００人ということは、土日に全部集中していたら、平日なんてひょっとし

て誰も来ていないのかもしれない、というようなレベルの施設なのです。これに年間

６，０００万円も払って本当に維持していくのですか。直ちにこれはやめないといけ

ない。要するに、これは毎年６，０００万円の垂れ流しなのですよ。どういうふうに

扱うのですか。だって、１週間２００人しか来ないというレベルですよ。一般の利用、

テニスコートを除いてですけどね。どういうふうに説明できるのですか。１日当たり

１０人かもしれない、１０人も来ないかもしれない、そういう施設に。未来永劫にわ

たって年間６，０００万円も垂れ流しをするのですか。 

（港湾局） ６，０００万円も垂れ流すということではなくて、先ほども申し上げました

ように、いかに持ち出しを少なくしていくかということは、当然やらなければならな

い話ですから。 

  もう一つ、この施設の特徴といたしまして、海を使うということがございます。当然、

１年１２か月なのですが、特にヨットについては、冬場の１２月から１月、２月とい

う期間というのは市民の皆さんも海は寒いですし、なかなか来たがらないというのも

あると思うのです。しかも、その期間というのはなかなか事業展開するのが物理的に

も難しいという時期でもございます。そういうことも含めて、今、Ｂさんがおっしゃ

られた話になっていくと思うのですけども、それは引き続いて考えていくということ

になってくるのかなと考えております。 

（コーディネーター） Ａさんを、最後にします。 

（仕分け人Ａ） 指定管理者の収支資料表を見させていただくと、クルーザー係留での収

支は、本当はこちらで黒字を出して、それでディンギーの方で再分配するという構図

が望ましいのですけど、残念ながらクルーザーの方の実態は少しですけどほとんど収

支同額です。クルーザーというのはお金持ちが持っているものですから、本当はそこ

に税金を投じてはいけない。そういう意識を持って価格設定や運用をしないと本当は

まずいのかなと。ディンギーの方が一般向けといわれていますから、クルーザーの方

から再分配をして、ディンギーの方に再配分できるような構造にしていくことが、本

当は今のシステムを維持するのだったら望ましいのだと思います。 

（コーディネーター） 仮に艇置の部分を採算に合わせるという場合で、どれぐらいアッ
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プする必要があるのですか。 

（港湾局） 料金ですか。 

（コーディネーター） ええ。 

（港湾局） 細かい試算ということではないのですけれども、満杯という状態で、大体、

今の最低１．８倍ぐらいの料金ですね。 

（コーディネーター） この３５２隻満杯の状態でということですか。それで、１．８倍。 

（仕分け人Ｂ） 更に言うと、これ、完璧にバブル時代の間違った計画なんですよね。特

にクルーザーのところで稼ごうと思ったかもしれないのですけど。クルーザーという

のは直接外洋に出られるからこそ需要があるので、実はこういう内航でこんなに狭い

ところでクルーザーというのは、これだけ少ないのは当たり前だと思うのです。 

  私も、かつて横浜だとか、さっき言われた油壺だとか、神奈川県の三浦半島でちょっ

と利用のことをかつてお聴きしたのですが。多分、日本で一番レベルが高いといわれ

ているのが逗子マリーナとか葉山マリーナですね。数億円もするクルーザーが来るの

です。それはなぜかと言えば、外洋に出られるからです。幾ら横浜の方が東京に近い

と言っても、横浜というのは東京湾の中だからだめだと言うのです。だから、クルー

ザーというのはそういうところでは役に立たない。一方、ディンギーというのはどこ

でもできる。もしこれに特化しているのだったら、まだ施設も含めて何とか格好が付

いたのかもしれない。 

  結局、クルーザーのところでこれだけの大きな投資をしてしまったというのは、はっ

きり言ってバブル時代の全くの誤りなわけですよ。そのつけを今背負っていて、一生

懸命市民にＰＲしようが、何をしようが、もうこれは絶対に無理なのです。人口減少

社会の中で、しかもこれだけ経済が停滞している中では絶対無理です。場所からいっ

ても。 

  だから、これはもうはっきり結論を出さないといけないのではないでしょうか。もう

ここは完全に民間に売却する。そういう民間がいればいいのですけれど。クルーザー

の部分は完全に切り離す。ディンギーは完全に独立採算できるレベルで何らかのプロ

モーションを図るか、それができなかったら、これはすべて廃止ですよ。これは。 

（港湾局） クルーザー桟橋は先ほどから申し上げておりますように条例施設ではござい

ません。これは、今、指定管理者に貸付けて、指定管理者がクルーザー桟橋を運用し

ております。市は桟橋を貸付けておりますので、年間２，３００万円ぐらいの賃貸料
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をいただいております。それは市の一般会計の収入になっているということに当然シ

ステム上なっております。あと、先ほどもＤさんからお話がありましたけれども、こ

のヨットハーバーにある施設全体の収益をきちっと計算する中で、ディンギーであり

ますとかの赤字部門の負担を、今後どういった形できるのか、そういった新たなシス

テムを考えていきたい。 

（コーディネーター） それではここで議論を打ち切ります。決を採りたいと思います。 

  この「北港ヨットハーバーの管理運営」につきまして、「不要」だと思われる方、４

名。 

  班の結論としましては「不要」とさせていただきます。 

  議論は出尽くしていると思います。もし、どなたかコメントがあれば。 

  現状と話のギャップがずっとあったなと感じています。 

  班の結論としましては、「不要」とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

── 了 ── 

 


