
私たちの生活に欠かせない牛乳・酪農をサポートする北海道のみなと

北海道の酪農業と港湾との関わり

過去60年間における
北海道の産業経済と港湾利用の関わり【その1】



約4倍消費しています！

今の私たちの生活に欠かせない牛乳・酪農。

北海道の酪農業と港湾との関わり

1
す ご い 牛 乳 高い栄養価で健康を支える牛乳高い栄養価で健康を支える牛乳

約4割の日本人が
牛乳を毎日飲むようになっています。

タンパク質

脂 質

炭水化物

ミネラル

牛乳・乳製品から摂る割合

9.8％
（コップ2杯分で1日に必要な必須アミノ酸量を摂取）

乳糖牛乳100g中

4.8g

牛乳乳製品から摂る割合

43％

肉や血をつくる

少量でも高いエネルギー源

日本人の食生活に
不足しがちな
カルシウムが豊富。

小腸のミネラルの
吸収率を高める。
大腸でビフィズス菌を
増加させて超の働きを活発に。

学校給食と牛乳 その栄養価の高さから学校給食にも取り入れられています。

1947年

1958年

1964年

1980年

学校給食の開始とともに、
米国産脱脂粉乳のミルクが供給。

脱脂粉乳から牛乳に。
（容器がビンに）

三角パック（テトラ・クラシック）登場。
（国内産牛乳に完全切り替え）

ブリック・パック（上部が平ら）、
ゲーブル・トップ（上部が屋根型）登場

50年前とくらべ私たちは、牛乳・乳製品を約4
倍消費しています。

資料： (社)日本酪農乳業協会HP「牛乳百貨事典」



身近になった牛乳・乳製品。

北海道の酪農業と港湾との関わり

2

1970年代以前 地元で生産、地元で販売
地元の酪農家が生産したものを地元で加工し、
地元の消費者へ販売。

現昔 在

牛乳（原料乳）は腐敗しやすく、長い時間
を要する長距離輸送には不向き。

限られた人しか飲めず、学校給食も脱
脂粉乳のミルクだった。

資料：牛乳乳製品統計（農林水産省）

市乳ってなに？

飲用牛乳のことを「市乳」と言います。
これは英語の city milk の訳で、欧米で

も街のそばで搾られた牛乳しか飲用でき

なかったためです(田舎の牛乳はチーズ

やバターに利用されていました）。

全国どこでも毎日牛乳が飲めるように！
北海道や九州で生産した生乳（原料乳）を首都圏・関西に輸送し、
飲用に加工、首都圏等の消費者へ販売。

生産の技術革新、輸送網
の整備により、低温管理、
長距離の大量輸送が可能。

資料：牛乳乳製品統計（農林水産省）



身近になった牛乳・乳製品とみなとの関わり。

北海道の酪農業と港湾との関わり

3

例えば「釧路港」では。
牛乳輸送専用タンク車が直接乗り入れできる高速船で、毎日首都圏に輸
送しています。

毎日出荷出来る
ようになった牛乳。
釧路港のRORO船や小樽
港の高速フェリーが就航し、
毎日出荷できるようになっ
た。

北海道で消費される
1.4倍の牛乳を首都圏等に

輸送している。

RORO船 ほくれん丸（釧路港）

北海道の生乳・飲用牛乳の移出量が増加！！

毎日出荷出来る
ようになった牛乳。

首都圏
関西など

北海道

17.6万トン
全道の6割

高速船で毎日輸送！
搾乳の翌々日には首都圏へ

高速船で毎日輸送！
搾乳の翌々日には首都圏へ

●鮮度保持が不可欠な生乳は、専用の
タンクトレーラーで輸送。

●本州向け生乳30.8万トンのうち、
6割の17.6万トンを輸送。

●鮮度保持が不可欠な生乳は、専用の
タンクトレーラーで輸送。

●本州向け生乳30.8万トンのうち、
6割の17.6万トンを輸送。

関 東

茨城港

出典：農林水産省「牛乳乳製品統計」「食料需給表」より試算
首都圏
関西など



現昔 在

エサが変わって、牛がより多く乳を出し、牛乳がよりおいしく。

北海道の酪農業と港湾との関わり

4

4,250kg/頭一頭あたりの生乳生産量 4,250kg/頭（1965年）

乳脂肪分3.28％乳脂肪分3.28％（1966年）

牧草(粗飼料)
主体

飼育技術の向上と乳牛の選抜改良に加え、

エサの内容が変わった！

牧草(粗飼料) 配合飼料(濃厚飼料)

1970年代以前

＋

一頭あたりの生
乳生産量

乳脂肪分3.91％乳脂肪分3.91％（1999年）

約8,088kg/頭約8,088kg/頭
（2,009年）

約２倍！

濃くなった！

昭和40年に１頭あたり１
年間4,250kgだった乳量
は、平成21年には約2倍
に。

牛乳をみんなが飲んで牛乳消費量 増加！ 牛が食べる飼料の輸入が 必要！



「根釧パイロットファーム」を支え
る釧路港。

おいしくなった牛乳とみなとの関わり。

北海道の酪農業と港湾との関わり

5
エサの原料となるトウモロコシなどは、北米からの輸入に頼っています。

北海道のみなとでは、北海道にいるほとんどの乳牛が食べ
るエサの原料の大量輸送を支えています。

70年代以降
大幅に穀物の
輸入が増加！

●昭和30年に着手された
根釧地区機械開墾建設事
業(パイロットファーム)。

●短期に酪農経営を確立す
ることを目的とした酪農
開拓農場。

●現在の別海町の酪農の基
礎を作った大事な国家プ
ロジェクト。

「根釧パイロットファーム」を支え
る釧路港。
根釧パイロットファームとは？
東北海道＝酪農王国に！

別海町の牧場

釧路港が
エサの原料の

大量輸入の拠点
としてサポート！

釧路港の穀物サイロと飼料工場

エサを大量に運べるように港
も対応！

エサの原料となるトウモロコシなど

を、昔と比べて大型の船で輸入し

ています。大型船が停泊できる水

深の深い岸壁を整備しています。

エサを大量に運べるように港
も対応！

トウモロコシや麦を船から吸
い込んでサイロに入れる機械
も整備されています。

飼料
輸入の昔

飼料輸入
のいま

●釧路港はエサの原料の大量輸入の拠点として、
根釧パイロットファームを支えています。

北海道

北米



食生活に欠かせない「牛乳・乳製品」をこれからも！

北海道の酪農業と港湾との関わり

6

牛乳の生産コスト
（2008 年度）

酪農家の平均年齢
（2005年）

酪農専業率
（2005年度）

酪農環境

このため
（農林水産省の計画でも…）

高い

若い人が
少ない

本 州本 州

102円/kg

55.5歳

43.9％

夏には牛の乳量が低下
（需要と供給にギャップが生じる）

生乳生産量がー2～ー11％ の見通し
403.5万トン（2008年）
357.3～394.9万トン（2020年）

－ ＋

北海道北海道
安い

若い人が
多い

87円/kg

50.7歳

79.0％

夏でも冷涼で酪農に適している（都
府県へ供給可能）

生乳生産量が+3～14％の見通し
39 0.9万トン（2008年）
402.4～44 4.7万トン（2020年）

北海道のみなとは
北海道の酪農をサポートしていきます。

都府県では、6～11月に供給が不足するた
め北海道から補う必要があります。

北海道のシェア
がさらに拡大！
北海道のシェアは今後もさらに増
えていく可能性があります。

「エサの原料を運ぶ大型船が停泊できるみなと」
「牛乳・乳製品を安定して供給するみなと」

夏には牛の乳量が低下
（需要と供給にギャップが生じる）

夏でも冷涼で酪農に適している（都
府県へ供給可能）



道産農産物を通じて食の安全・安心を支える北海道のみなと

北海道の農業と港湾との関わり

過去60年間における
北海道の産業経済と港湾利用の関わり【その2】



小麦 日本のめんの70％は国産

食の安全・安心を支える北海道産の農産物。

北海道の農業と港湾との関わり

1

ポテトチップスは主に北海道産

食に対する不安感は
「輸入農産物、輸入原材料など」が一貫してトップ！

しかし、我が国の食料自給率は、この30年間で低
下。一方、全国に対する北海道の食料供給シェア
は2割超に上昇。

例えば、うどんなどの日本めんの70％は国産の小麦でつく
られています。国産のうち60％は北海道産です。

スナック菓子の代表「ポットチップス」も主に北海道
のじゃがいもを原料にしています。

■カルビー(株) HP
「カルビー商品の原材料原産国について」

カルビーのポテトチップスは、主に国産のじゃがいもを使用して
います。お客様においしいポテトチップスをお召し上がりいただ
けるよう、すべてのじゃがいもについて厳しい品質管理を行っ
ています。

■(株)湖池屋 HP 「お客様センター よくある質問」より
Q 原料のじゃがいもはどこの産地ですか？

コイケヤでは国内産生じゃがいもを100％使用しています。じゃ
がいもにも桜前線と同じ様なものがあり、収穫時期にあわせて
最良のものを使用しています。一般的に5月末頃からその年に
収穫されたじゃがいもを使用し、収穫地も九州から北海道へ向
かって北上します。9月頃からは北海道で収穫されたじゃがいも
を使用します。

資料：「平成16年度 食料・農業・農村白書」

資料：「平成16年度 食料・農業・農村白書」



生産を伸ばしてきた、北海道の「小麦」「じゃがいも」。

北海道の農業と港湾との関わり

2
食の洋食化、外食・中食の拡大など、消費者志向の変化に応え、北海道の小麦、じゃが
いもは生産を伸ばしてきました。

小麦

和食中心の生活
食の洋食化が進む

（コメ離れ・パン食の広がり）

米余り 減反政策
（米の栽培面積の削減に伴い、
麦や野菜、果樹など他の品目
へ栽培を転換）

増加

料理もお菓子も
家庭内で調理

増加

昔 現在 昔 現在

増加

家庭で調理をあまり
しなくなった

(外食・中食の拡大、スナック菓子・
冷凍食品の普及)

じゃがいも

全国的には生産が停滞するなか、北海道のじゃがいもは、生食用・でん粉用に
加え、輸入加工品(フライドポテトやマッシュポテト等)に負けない量・質のロット
が揃う産地として、ポテトチップスなどの加工食品向けにシェア拡大。

輸入に押され全国的には生産が停滞するなか、北
海道では小麦の生産が拡大。

高まる北海道の役割 高まる北海道の役割

和食中心の生活
食の洋食化が進む

（コメ離れ・パン食の広がり） 料理もお菓子も
家庭内で調理

家庭で調理をあまり
しなくなった

(外食・中食の拡大、スナック菓子・
冷凍食品の普及)



「小麦」「じゃがいも」の供給を支える北海道のみなと。

北海道の農業と港湾との関わり

3

消費者に応え、生産を伸ばしてきた北海道の小麦、
じゃがいもを北海道のみなとが支えています。

例えば「小麦」。
小麦やじゃがいもの主な生産地である十
勝・オホーツクにあるみなと（十勝港、網走
港）に一時保管され、全国に向けて船で積
み出されています。

麦の積み出し（十勝港）

麦の積み出し（網走港）

例えば「じゃがいも」。

じゃがいも専用船（十勝港）

小麦 じゃがいも

肥料

全国の消費者へ全国の消費者へ

北海道のみなと北海道のみなと



小麦などの増産に貢献した「化学肥料」。

北海道の農業と港湾との関わり

4

消費者に応えるため
化学肥料で生産量を増加！

小麦、じゃがいもなどの増産に、化

学肥料が役立っています。

作物の育成を助けたり、栄養価を

高くするなどして、品質の良い小麦、

じゃがいもが道外に輸送されていま

す。

生産量増加！

化学肥料で
生産量アップ！

化学肥料を海外・道外から取り入れ、使用してきたことで、北海
道の農業は、順調に生産を伸ばすことができました。

北海道

海外

首都圏
関西など

北海道

海外

首都圏
関西など

消費者に応えるため
化学肥料で生産量を増加！



肥料は、海外・道外からの輸送に頼っています。

「小麦・じゃがいも」の生産を支える北海道のみなと。

北海道の農業と港湾との関わり

5

道外・海外 北海道のみなと 農 家

年間100万トン
の肥料を

海外・道外から輸送。

97万トン（輸入54万トン＋移入43万トン）
（2008年）

●みなとの倉庫で保管
●みなとにある肥料工場で

原料をブレンド

全道の農家で使用しています。

資料：港湾統計

海外

道外

北海道



私たちの生活に欠かせない紙の持続的な生産と供給を支える北海道のみなと

北海道の製紙業と港湾との関わり

過去60年間における
北海道の産業経済と港湾利用の関わり【その3】



紙に囲まれた私たちの生活。

北海道の製紙業と港湾との関わり

1

情報を得る 書く・描く・印刷する 取引する

包 む

入れる

拭 く

他にも

新聞、チラシ、
パンフレット、雑誌
など

書籍、コピー用紙、
ハガキ、半紙
など

紙幣、レシート、切
手、証書
など

封筒、ショッピングバック、包
装紙、米袋など

段ボール、菓子箱、
証書筒など

ティシュペーパー、
トイレットペーパー、紙タオルなど

壁紙、石こうボード、電子基板など

生活の色々なところに｢紙｣が使われています。生活の色々なところに｢紙｣が使われています。

資料：日本製紙連合会HP

日本の紙需要
印刷・情報用紙が最も多く（36％）、段ボール
（30％）、新聞用紙（12％）などの順となっています。



現昔 在

日本が豊かになるために必要だった「紙」と北海道のみなと。

北海道の製紙業と港湾との関わり

2
戦前、日本の近代化に必要だった「紙」、その原料調達が容易な北海道に製紙工場が数多く作られました。

時代
背景

紙の
用途

北海道
の

製紙業

北海道港湾
の

役割

（明治時代～戦後） （高度経済成長期～現在）

●文明開化（近代国家制度の確立）
●自由民権運動、日清・日露戦争

●紙幣、郵便切手、証券
●新聞

●紙製品を全国に対し供給

● 1901年 北海道初の製紙工場
(釧路町天寧）を皮切りに次々と
製紙工場が操業

時代
背景

紙の
用途

北海道
の

製紙業

北海道港湾
の

役割

●戦後復興と経済成長

●経済成長とともに紙の需要が急増
●用途が多様化（ティシュペーパーや

トイレットペーパー、量り売り・
木箱→容器・段ボール）

●需要増とともに原料不足に陥る
（国内資源の枯渇）
●海外木材チップの導入（1960年代）
（1995年53.4％→ 2010年62.7％）

●海外からの木材チップの輸入に対応
（1967年釧路港、1968年室蘭港、

1970年苫小牧港）

製紙工場が北海道に
たくさん作られた理由 1942年における

北海道の紙生産シェア

32.2％

豊富な水

豊富な森林資源

産炭地に近い

広大な土地が安く手に入る

出典：昭和17年工業統計表（印刷用紙（含新聞用紙）、包装用紙、板紙の生産数量シェア）

1

2

3

4

現在北海道に9つある製紙工場のうち、5つ
は明治～昭和初期に作られた工場です。

（製造過程で大量の水を使う、水力発電、排水）

北海道の港が貢献
戦後、紙需要の急増に伴い、原料不足に陥
りましたが、海外産木材チップの 調達で、北
海道のみなとが貢献しました。

紙の原料不足を港が解決！



いつまでも｢紙｣を使えるために貢献する北海道のみなと。

北海道の製紙業と港湾との関わり

3
私たちの生活に欠かせない「紙」。
限りある資源を有効に使う時代となった現在では、
原料の調達（木材チップ・古紙）と製品の輸送を
効率的に行えるよう、北海道のみなとが支えています。

北海道は製紙工場は、
2,300万世帯分、

全国の約半数の

新聞用紙を生産しています。

※1

※1 RORO船：船の中にトラックやトレーラー等が直接
入って貨物の積み降ろしを行う輸送船

北海道の製紙業北海道の製紙業

全国の消費者全国の消費者

製品を輸送した帰りに、効率的に
消費地から原料となる古紙を輸送

紙製品を積んだ大型トレーラーと
RORO船で効率的に輸送

大型船で木材チップを
効率的に調達

北海道のみなと

古紙利用率の向上に貢献
1995年53.4％

↓

2010年62.7％
資料：（財）古紙再生促進センター資料

※1

北海道のみなと



生活を変えた北海道と本州間の輸送の変遷

北海道内の生活物資輸送と
港湾との関わり

過去60年間における
北海道の産業経済と港湾利用の関わり【その4】



北海道の輸送モードの変遷。

北海道内の生活物資輸送と港湾との関わり

1
貨物輸送の大動脈

として活躍！

本州まで
より便利に！

北海道と本州を
より近くに！

快適、便利、
そして速く！

1909年 1970年代 1988年 1996～1999年

国鉄
青函連絡船
が誕生

長距離
フェリー
(小樽－舞鶴間)
就航。

青函トンネル開
通を機に、青函
連絡船が廃止

高速フェリーの就
航
（小樽港・苫小牧港）

高速道路ネットワークなど、
物流基盤の整備により

よりスピーディーな輸送が可能に！

鉄道連絡桟橋貨車航送可動橋
（『函館商工名録』昭和11年版）

国鉄
青函連絡船
が誕生

長距離
フェリー
(小樽－舞鶴間)
就航。

高速フェリーの就
航
（小樽港・苫小牧港）

青函トンネル開
通を機に、青函
連絡船が廃止



1.8億個

0.9億個

より便利になった小口荷物の輸送。

届くまでかなりの
日数がかかった郵送

●郵便局の郵便小包か国鉄の手小荷物(チッキ)を利用するしかなかった。
●最寄りの郵便局か駅に自ら荷物を持ち込まなければならず、相手先も
タイミングを見計らって駅まで取りに行く

●相手先に届くまでかなりの日数がかかる。

（1976年度）

昔 現在しかも、
いつ届くか
保証がない

輸送量

（1976年度）

宅配サービスが充実

●宅配便のサービスは1976年（昭和51年）より開始
●出してから3日目には配達
●1990年にはほぼ全国をネットワーク
●配達時間の指定ができる ●荷物の追跡もできる
●ドアからドアへ

(1976年度)

30年間で

1,700倍
以上の伸び！

輸送量 170万個

11.0億個 (1990年度)

29.1億個 (2005年度)

昔は梱包もがっちり！

しっかりと荒縄で荷造りし、宛先・差出人
を荷物に直接書いて、荷札を縛りつけな
いと受け付けてもらえませんでした。

昔 現在 北海道～東京・関西は、
3日でちゃんと到着！

そのおかげで、通信販売で産地から直接買えるよう
になったり、スキー・ゴルフを旅行先に送っておける
ようになりました。

資料：「変貌する産業とロジスティクス」（（株）ジェイアール貨物・リサーチセンター、成山堂書店 「現代の物流」廣岡治哉・野村宏、成山堂書店）

届くまでかなりの
日数がかかった郵送

宅配サービスが充実

北海道内の生活物資輸送と港湾との関わり

2

●郵便小包

●国鉄手小荷物



小口荷物輸送の便利さを支える北海道のみなと。

便利になった

小口荷物の輸送
小口荷物の輸送が便利になったワケとは？

●高速道路やフェリーなど
の物流基盤の整備

●それを利用した
全国をネットワークする
宅配便事業者の出現

1997年11月、小笠原諸島
（父島、母島）の宅急便取扱いを

開始し、宅急便の全国ネットワークが
完成しました。

北海道のみなとの役割
1960年代函館港～青森とのフェリー、
1970年代前半小樽港、苫小牧港に
長距離フェリーが就航していたおか
げで、北海道－本州間も網羅する全
国輸送ネットワークを完成させること
ができています。

北海道

本州

小樽港

苫小牧港

函館港

北海道‒本州間輸送を支えるフェリー輸送！

例えば「鉄道」。
青函トンネル（1998年開通）
を使った鉄道輸送貨物輸送
は、年間500万トンが限界。

2倍！

＜
例えば「フェリー」。
これに対し、フェリーだけでも年間
1,000万トン程度の輸送に対応。
（H17実績）（さらにRORO船も加え
ればより大量の輸送に対応可能）。

資料：「数字でみる北海道の運輸」財団法人 北海道陸運協会

1000万トン

大幅に増えた小口荷物の輸送を、北海道と本州を結ぶフェリーやRORO船が支えています。

便利になった

小口荷物の輸送
北海道のみなとの役割

北海道

本州

北海道内の生活物資輸送と港湾との関わり

3

500万トン

年間

500万トン

年間

1000万トン



各地で生鮮品が食べられるようになった。
例えば「生さんま」の場合。

生のサンマは地元だけ！昔 現在 ほぼ全国で生さんまの
刺身が食べられる

現在では山間部のあらゆる街でも、
生のさんまは食べることができる

生さんまの刺身は陸揚げ産地
しか食べられなかった

（札幌や函館でも食べられなかった）

保鮮技術の進歩！ 輸送システムの確立！ 3日配達が実現！

獲った鮮魚を漁船上で箱詰
め、または滅菌海水などで鮮
度を保持します。

北海道から関東・関西へ3日
目に配送できるトラック＋フェ
リーの輸送システムが確立さ
れました。

1990年代後半、小樽港、苫
小牧港に高速フェリーが就
航し、3日目配達が実現とな
りました。

ほぼ全国で生さんまの刺身が食べられるようになった理由

生のサンマは地元だけ！ ほぼ全国で生さんまの刺
身が食べられる

北海道内の生活物資輸送と港湾との関わり

4



苫小牧港や
小樽港

北海道の生鮮品を身近にしたフェリーの高速化。

1日目 2日目 3日目

さんまの水揚げ日本一の北海道！

北海道で水揚げされるサンマは全国
の約半数を占めており、道東でさん
ま漁が盛んに行われています。道東
で水揚げされたサンマは、主に小樽
港から関西方面、苫小牧港から関東
方面へ出荷されています。

1990年代後半。小樽港、
苫小牧港に高速フェリーが就航

配達エリアが

拡大！

フェリーで
20時間程度！

1996年以前は
30時間かかっていた

苫小牧港

小樽港

23：00～
24：00

出港

20：00～
21：00

02：00～
04：00

09：00～

入港 セリ 開店前到着

関東・関西
の港湾

卸売
市場

小売
配達
デポ

水揚げ

苫小牧港小樽港

例えば

根室

北海道内の生活物資輸送と港湾との関わり
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時代とともに発展してきた小樽港の役割

小樽港における港湾利用の歴史的変遷

過去60年間における
北海道の産業経済と港湾利用の関わり【その5】



100年間、日本海の荒波から小樽港を守る北防波堤。

小樽港における港湾利用の歴史的変遷

1
小樽港

いまから100年以上前、「北防波堤」が建設され、安全に停泊できる近代的な

港となった小樽港。小樽港の役割はこの100年間で変遷しましたが、「北防波

堤」が変わらず小樽港を守り続けています。

およそ100年前の小樽港
(北防波堤及び南防波堤の完成時)

現在の小樽港

明治 現在高度経済成長期大正～戦前

北防波堤 北防波堤
100年経っても

現役！

昔 現在

「北防波堤」をつくった男
～近代小樽港の父 廣井 勇～

廣井 勇が直接監督した北防波堤は、明治30
年（1897）に着工し、明治41年（1908）に完成し
ました。

○文久2年（1862年）

- 昭和3年（1928年）11月1日

○札幌農学校

（現在の北海道大学）卒業。

「港湾工学の父」と呼ばれた

○初代小樽築港事務所長
廣井 勇

北防波堤 北防波堤

資料：「写真集 小樽築港100年のあゆみ」小樽開発建設部小樽港湾建設事務所

築港工事に携わった技師たち
（最前列中央が廣井勇）



日本・北海道の発展を支えた小樽港（明治時代）。

小樽港における港湾利用の歴史的変遷

2
北海道と小樽港

○鉄道や汽船、工場などのエネル
ギーとして 当時欠かせない

「石炭」を供給

北海道開拓の本拠地として

○疲弊した農村から
「新天地・移住先」として 北海道開拓へ

鉄道開通により、石狩炭田からの石炭の積出拠点
鉄道開通により北海道内陸部
開拓の玄関口
（移住の上陸地、物資集散地）

日本で3番目に鉄道が開通
明治15年当時、最も長い線路

当時最先端の石炭積出桟橋
（明治44年から昭和19年まで活躍）

小樽港から上陸する移住民

石炭の需要で大きく発展！

土木遺産・
北海道遺産

北防波堤は、土木学会推奨
「土木遺産」の指定を平成12
年に受けるとともに、平成13
年には「小樽みなとと防波
堤」として、北海道遺産にも
選定されています。

日本の時代背景

富国強兵・殖産興業

明治時代の日本は、西洋諸国との差を埋めるべく
「富国強兵」「殖産興業」を遂行していました。

○鉄道や汽船による交通網の整備
○富岡製糸場など繊維工業の振興
○官営八幡製鉄所開業など重工業化
○工業化、都市化、現金経済化により、
農村経済が破綻、共同体が崩壊

資料：「写真集 小樽築港100年のあゆみ」小樽開発建設部小樽港湾建設事務所



日本・北海道の発展を支えた小樽港（大正～戦前）。

小樽港における港湾利用の歴史的変遷

3
北海道と小樽港

産業革命で船舶貨物が急増
さかんになったヨーロッパ、全国、中国

などと貿易・交流

○産業革命、経済発展を続ける全国
に向けて、石炭、木材、農産物、
でんぷんなどを供給

○南樺太や中国東北部との交易拠点
○北海道からヨーロッパ向けに豆類
を輸出

豆選工場(大正7年)

小樽運河の建設へ
○日本・北海道の発展とともに増え続ける船舶貨物を輸送

増え続ける貨物で波止場が大混雑。倉庫や役所などのための土地も不足

港内に停泊する貨物船ら はしけ波止場に 運河完成後のはしけ役
（右後ろの建物は税関小樽支署）

当時の小樽港の移出入貨物

日本・北海道の発展とともに増え続ける船舶貨物を

輸送しました。

日本の時代背景

産業の近代化・国際化が進む

「文明開化」を遂げた日本は、近代化・工業化の
道を順調に歩む。

○全国各地で様々な産業・

工場が興る

○日清戦争～第一次世界

大戦による

好景気

資料：「写真集 小樽築港100年のあゆみ」小樽開発建設部小樽港湾建設事務所、データ「小樽市史(第四巻)」

産業革命で船舶貨物が急増



戦後の北海道の経済を支えた小樽港（高度経済成長期）。

小樽港における港湾利用の歴史的変遷

4
小樽港

北海道の
木材輸入拠点

北海道～
本州間の物流拠点

道内随一の
小麦輸送拠点

木材であふれる貯木場
（昭和38年）

全国初の長距離フェリーが就航
フェリー第1船・すずらん丸（昭和45年）

当時最新の荷役機械で
輸入小麦を陸揚げ

道内一の輸入木材保管機能（昭和48年）

上部への乗降に対応した
ランプウェイフェリーあかしあ

（昭和49年）
1960～80年代にかけて、北海道に輸入
される麦の半分以上を小樽港で取扱う

「北のウォール街」と
呼ばれた小樽

明治・大正・昭和(戦前)までの小樽は、港を中心と

して商都として世界に知られ、大手銀行、商社、海

運業等の本支店が軒を連ねていました。その街

並みはアメリカの金融街になぞらえ、「北のウォー

ル街」と呼ばれていました。

日本銀行旧小樽支店

日本の時代背景

戦後の復興と高度経済成長の波

戦後の復興を果たし、高度経
済成長を遂げる。

○住宅着工需要が増加

○モータリゼーション、

トラック輸送が主流に

○はしけ荷役の衰退

資料：小樽市史（第八巻）



北海道の経済を支える現在の小樽港。

小樽港における港湾利用の歴史的変遷

5
小樽港

現在の小樽港は日本海側の海上輸送の拠点として、道央地域の食料を

はじめとする様々な商品の輸出や輸入、国内フェリー航路による北海道

の観光や産業経済の発展に大きな役割を果たしています。

日本海側の国際物流拠点 日本海側の国内物流拠点

中国・大連などと北海道を直接結ぶコンテナ航路 舞鶴、新潟と北海道を結ぶ大型・高速フェリー

中国で加工された製剤（住宅用建材）、製品化された履
物（長靴など）、石材などを輸入。

新潟と舞鶴を結び、北海道で生産される農水産品を
本州中部及び近畿圏に輸送。

道央の観光拠点、レクリエーション拠点

年間10隻を超えるクルーズ船の寄港 道央の海洋レクレーション拠点
（小樽マリーナ）

年間600万人超の観光客で
にぎわう運河公園

ロシアへたくさんの中古車を輸出！

ロシアでは、品質の高い日本車の人気が高く、小樽港

からロシアへ輸出される中古車は道内の9割以上。

小樽港のロシア貿易額は年間223億円で全道の約8割

を占めています。

日本の時代背景

国際化にむけて

経済のグローバル化、
長引く景気低迷、余暇の増加

○貿易の活発化

（特にアジアとの貿易）

○物流コストの削減

（物流の効率化）

○観光客やレクリエー

ション人口の増加

資料：「写真集 小樽築港100年のあゆみ」（マリーナの写真）




