
問合せ先 連絡先

港湾空港部港湾行政課 011-709-2321

内　　　　　　　　　　　　容 処理方針 措置状況

令和2年度
実地監査分 増毛港 増毛町 北物揚場（-3.0m） 特定人による専用使用により公共性が阻害されている。 公共性の確保 未処理：R4年度以降処理予定

香深港 礼文町 第三物揚場 特定人による専用使用により公共性が阻害されている。 公共性の確保 未処理：R4年度以降処理予定

平成30年度
実地監査分

北澗内物揚場 防舷材に変形がある。 補修 未処理：R5年度以降補修予定

北澗内臨港道路 床版コンクリートが一部剥離している。 補修 未処理：R5年度以降補修予定

中央埠頭第二岸壁 防舷材に欠落、変形がある。 補修
未処理：R1年度応急復旧済み、R5年
度以降補修予定

漁業ふ頭岸壁(-5.0m) 防舷材に欠落、変形がある。 補修 未処理：R5年度以降補修予定

平成29年度
実地監査分

弁天道路 家屋の一部が道路に越境している。 撤去 未処理：相手方と協議継続中

-5.0m岸壁 車止めに変形、欠落がある。 補修 未処理：R5年度以降補修予定

東-4.5m岸壁
取水施設の占用手続きが行われておらず、設置方法等に不備
がある。車止めに欠損がある。

占用許可等、補修
未処理：取水施設については適切な
措置を講じるよう相手方と協議継続中
車止めはR5年度以降補修予定

西-4.0m物揚場
車止めが撤去され、チェーンが敷設されている。防舷材が脱落
している。

原状復旧、補修 未処理：R5年度以降補修予定

西-3.0m物揚場 上部工、車止めに欠損がある。 補修 未処理：R5年度以降補修予定

東-5.5m岸壁 防舷材が脱落している。 補修 未処理：R5年度以降補修予定

平成28年度
実地監査分 内港西防波堤

防波堤に欠損がある。中詰材が流出するような穴開き、ひび
割れ、欠損がある。

安全対策、補修
未処理：H28年度立入制限措置実施
済み、R5年度以降補修予定

南岸地区-5.0m岸壁
上部工に損傷がある。車止めが欠損している。防舷材の欠
落、変形がある。

補修
未処理：H29年度車止め補修済み、R3
年度防舷材補修済み、上部工はR5年
度以降補修予定

北岸壁
防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。上部工
に損傷がある。

補修 処理済み：R3年度補修確認済み

南-7.0m岸壁
防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。背後の
エプロンが沈没している。上部工に損傷がある。

補修

未処理：H28年度開口箇所補修済み、
H29年度車止め補修済み、R3年度防
舷材補修済み、残りはR4年度以降補
修予定

北岸地区護岸

民間事業者が無許可で工作物等を設置している。破損、損傷
等により水叩き本来の機能を失っている。係船岸の性能を損
なうような損傷がある。著しい沈下が確認できる。背後の地盤
が陥没している。

撤去、補修
未処理：無許可工作物はR4年度中に
移設撤去予定、損傷箇所はR5年度以
降補修予定

東岸地区防波堤 上部工に小規模な欠損がある。 補修 未処理：R5年度以降補修予定

東岸地区物揚場 背後のエプロンが陥没している。防舷材の欠落、変形がある。 補修 未処理：R5年度以降補修予定

北岸地区第1物揚場

防舷材の取付金具にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。背後
のエプロンが陥没している。エプロンに沈下（段差）がある。コ
ンクリート舗装にひび割れがある。重力式係船岸に損傷があ
る。矢板式係船岸の広範囲にわたり鉄筋が露出している。中
詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

補修
未処理：H28年度立入制限措置実施
済み、R5年度以降補修予定

古丹浜ふ頭-10m岸壁
防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。鋼矢板
等に腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。

補修
未処理：R3年度防舷材、車止め補修
済み、残りはR4年度以降補修予定

古丹浜ふ頭-7.5m岸
壁

エプロンに沈下（段差）がある。車止めが欠損している。 補修
未処理：R3年度車止め補修済み、エ
プロンはR5年度以降補修予定

南岸地区護岸
破損、毀損等により水叩き本来の機能を失っている。護岸の
背後、本体の地盤が陥没している。

補修
未処理：H28年度開口箇所補修済み、
残りはR5年度以降補修予定

余市港 余市町 中央ふ頭-5.0m岸壁
防舷材にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。上部工目地に顕
著な開きがある。

補修
未処理：H29年度上部工目地について
は一部補修済み、残りはR5年度以降
補修予定

霧多布港 浜中町 北防波堤 広範囲にわたり鉄筋が露出している。 補修 未処理：R4年度に補修予定

弁天岸壁 防舷材に欠落、変形がある。 補修 処理済み：R3年度補修済み

中歌-5.5m岸壁 防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。 補修 未処理：R4年度以降補修予定

松前港 松前町

留萌港 留萌市

増毛港 増毛町

えりも港 えりも町

岩内港 岩内町

天売港 羽幌町

港湾法施行令第１７条の９の規定に基づく実地監査結果（北海道開発局）

港湾名 港湾管理者名 施設名
是正を要する事項



平成27年度
実地監査分 江差港 江差町 南埠頭岸壁 車止めが欠損している。 補修

未処理：H28年度応急処置済み、R5年
度以降補修予定

第2号埠頭岸壁
防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり、
切断がある。車止めが欠損している。

補修
未処理：H29年度車止めの一部補修
済み、残りはR4年度以降補修予定

中央埠頭-7.5m岸壁
(Ⅰ)

防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。 補修
未処理：H30,R1年度防舷材の一部補
修済み、残りはR5年度以降補修予定

中央埠頭-10m岸壁
(Ⅱ)

防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり、
切断がある。車止めが欠損している。

補修
未処理：R2年度防舷材補修済み、車
止めはR5年度以降補修予定

第1号埠頭-9m岸壁
防舷材の取付金具にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。はし
ごが欠落、車止め及び上部工に欠損がある。

補修
未処理：H29年度上部工補修済み、は
しご、車止め、防舷材はR5年度以降
補修予定

港町埠頭-14m岸壁
防舷材の取付金具にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。車止
めが欠損している。

補修

未処理：R3年度車止めの一部補修済
み、残りはR4年度以降補修予定、R3
年度防舷材の一部補修済み、残りは
R5年度以降補修予定

港町埠頭-12m岸壁 車止めが欠損している。 補修
未処理：R3年度車止め一部補修済
み、残りはR4年度補修予定

北地区道路
歩道が不法占用されている。道路が荷さばき地の用に供され
ている。

撤去、用途変更
未処理：不法占用物は撤去済み、用
途変更については、R5年度までに完
了予定

漁業埠頭-4.5m岸壁
防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり切
断がある。

補修
未処理：取付金具は一部補修済み、
残りはR4年度以降に補修予定

西浜-5.0m岸壁
防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり切
断がある。

補修
未処理：R1年度及びＲ2年度に防舷材
の一部を補修済み、残りはR4年度以
降に補修予定

北地区船揚場 すべり材が欠損している。 補修 未処理：R4年度以降補修予定

第4埠頭1号岸壁
防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみがある。車止め及
び安全柵が欠損している。上部工及びエプロンにひび割れが
ある。

補修
処理済み：R2年度上部工、エプロン、
車止め及び安全柵について補修済
み、防舷材はR3年度補修済み

第4埠頭2号岸壁
防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみがある。車止め及
び安全柵が欠損している。エプロンに段差がある。

補修
処理済み：R2年度エプロン、車止め及
び安全柵について補修済み、防舷材
はR3年度補修済み

平成26年度
実地監査分

西2号ふ頭臨港鉄道 管理委託契約上の用途と実際の用途が異なっている。 用途変更等 未処理：R4年度以降処理予定

西3号ふ頭臨港鉄道 管理委託契約上の用途と実際の用途が異なっている。 用途変更等 未処理：R4年度以降処理予定

崎守ふ頭東岸壁
被覆防食に欠損がある。電気防食の電位が不足している。鋼
矢板のセルと上部工の間に孔食がある。

補修
未処理：H28,H29年度電気防食補修済
み、R1年度被覆防食補修済み、鋼矢
板はR4年度中に補修予定

森港 森町 西港臨港道路 歩道が不法占用されている。 撤去
未処理：一部撤去済み、残りは相手方
と撤去について協議継続中

平成24年度
実地監査分 第3防砂堤

施設の一部が埋め立てられ、防砂堤としての機能を喪失して
いる。

用途変更、用途廃止
未処理：H27年度用途変更済み、用途
廃止はR4年度以降処理予定

北ふ頭南側－5.5m岸
壁

防舷材が欠損している。 補修
未処理：応急復旧済み、R5年度以降
補修予定

稚内港 稚内市
北洋ふ頭南荷さばき
地

民間企業の事務所、倉庫等が設置され、資材置場として利用
されている。

撤去
未処理：一部撤去済み、残りは相手方
と撤去について協議継続中

7号荷さばき地敷
不適切な占用状態となっている。原状変更及び第三者使用の
申請手続きが行われていない。

不適切な占用状態
の解消

処理済み：R3年8月処理確認済み

1号道路敷
不適切な占用状態となっている。原状変更及び第三者使用の
申請手続きが行われていない。

不適切な占用状態
の解消、用途変更

処理済み：R3年8月処理確認済み

室蘭港 室蘭市

函館港 函館市

苫小牧港 苫小牧港管理組合

小樽港 小樽市

根室港 根室市

網走港 網走市


