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港湾空港部長年頭祝辞
新年明けましておめでとうございます。
本年も皆様にとって幸多き一年になりま
すことを心からご祈念申し上げます。
港湾の着実な整備と適正な運営を図る
ことは、四方を海に囲まれた北海道にお
いて不可欠であり、港湾管理者の皆様に
おかれましては、日々の港湾管理にご尽
力いただきありがとうございます。

十勝港の日の出

さて、港湾・空港を巡る話題としましては、北海道内の農水産物の輸出が、
この５年間で２倍の約７００億円に増加し、その８割を港湾から輸出している
ことから、農水産物輸出を戦略的に取り組む港湾において、貨物積替円滑化支
援施設や屋根付き岸壁等の整備を促進します。また、国際バルク戦略港湾・釧
路港において、国際物流ターミナルの供用を目指すほか、安全・安心確保の観
点から港湾施設の老朽化対策、防災・減災対策の推進のための整備等を進めて
参ります。
一方、（一社）北海道国際流通機構との連携協力のもと、小口混載コンテナ
輸出、みなとオアシスや道の駅における海外おみやげ宅配便の導入等により道
産品の輸出促進を進めて参ります。
観光面に目を向けますと、インバウンド観光の活況に伴い、クルーズ船の昨
年の道内の寄港隻数は１０６回と３年連続で増加しました。函館港、小樽港、
稚内港において大型クルーズ船の受入環境の整備を促進します。新千歳空港に
おいても、ターミナル地域再編事業において国際線エプロン拡張や南側誘導路
新設を実施しており、平成３０年度は、工事が佳境に入ります。
さらに本年８月、紋別港において第１１回Sea級グルメ全国大会が開催され
るなど、港における賑わい創出にも取り組んで参ります。
本年は、「戌年」です。「鼻が利く」ことにあやかり、北海道
の物流に重要な役割を果たしている港湾を適切かつ安全に利用し
ていただく最善の方法を探しだし、未然に事故を防ぐ方法を港湾
管理者の皆様と考えていきましょう。
今年もよろしくお願いします。

北海道開発局

港湾空港部長
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寄稿記事

■ニシンがもたらした繁栄と文化
江差港は、天然の良港として中世期
以来、ヒノキアスナロの積み出しやニ
シンの漁業基地、そして大阪を起点に
瀬戸内海から日本海を経由し江差まで
物資を運んだ北前船の交易港として繁
栄しました。近江や北陸地方から多く
の商人や船主が江差に移り住み、最盛
期には「江差の五月は江戸にもない」
と謳われるほど賑いました。北前船の
往来により上方文化がもたらされ、独
自の江差文化が生まれました。また、
北前船の船頭たちにより伝えられ、生
まれたのが民謡「江差追分」です。

江差町産業振興課
水産係長 坂本 達彦

江差港と日本海に翼を広げて浮かぶ“かもめ島”

■北の江の島構想
「かもめ島」は、江差町のシンボル
です。ここは、かつてニシン漁や北前
船交易の舞台となった場所で、数多く
の史跡・名勝や自然が残されています。
周辺には開陽丸青少年センターや江
差港マリーナなどがあり、江差町では、
かもめ島を湘南の江の島のように町内
外の人が集まる拠点にすべく、「北の
江の島構想」を策定中です。
町民、各団体と連携して交流人口の
拡大による地域の活性化に取り組んで
参ります。
ぜひ、皆さま、北前船が運んだ上方
文化・北陸文化が融合する町…

■かつての賑わいを今に伝えるお祭り
約５７０年前に草創されたと言い伝
えのある道内最古の神社「姥神大神宮
（うばがみだいじんぐう）」では、毎
年８月９日から１１日に「江差・姥神
大神宮渡御祭」が行われます。
約３７０年前に始まったと言われる
道内最古のお祭りで、武者人形などを
配した豪華な１３
台の山車（ヤマ）
が吹き流しや錦の
御旗をひるがえし、
流暢な祇園囃子の
調べにのって町内
を練り歩きます。
江差のニシン景
気の賑わいを現在
に伝えるお祭りは
必見です。

にお越しください。
江差の魅力盛りだくさんの
ひと味違ったＨＰもぜひ見てね。
http://www.hokkaido-esashi.jp/
By しげっち
「しげっち」は、昔、江差町に実在した“とんち”名人の
「繁次郎」をモチーフにした江差町のマスコットです。
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〔各港の話題〕室蘭港の荷役作業効率UP↑
～Ｎｅｗガントリークレーン～
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室蘭市では、室蘭港崎守（さきもり）埠頭に新しい
ガントリークレーン１基を設置し、平成２９年１２月
１５日（金）、稼働を開始しました。
新しいクレーンは、重さ約６７１トン、高さ約５５
メートル。クレーンの腕となるブームを上げた時の高
さは約８０メートル。コンテナの巻上速度は分速５０
メートルで既設のクレーンに比べ約１・４倍になりま
した。これまでの１万２千トン級から３万２千トン級
の船舶まで対応できるようになり、コンテナ荷役もこ
れまでの横１０列縦３段から横１３列縦５段まで可能
となりました。
クレーンの配色は周辺景観に配慮し、マリンブルー
と白を採用し、最上部の機械室には、市のマスコット
キャラクター「くじらん」の絵を描き、夜間は荷役を
新しいガントリークレーン
と供用式の様子
しない時でもライトアップを行う予定です。
室蘭市としては、新しいクレーンの導入で今後のポートセールスや関係企業
の生産活動の向上につながればと考えております。
稼働開始に際して、同日、現地で安全祈願祭と供用式を行い、関係者で完成
を祝いました。青山室蘭市長は、「コンテナ航路数の増加、ウイークリー化が
実現できるよう市として精いっぱい努力して参りたい」と述べました。
今後、隔週寄港の室蘭－釜山定期コンテナ航路の増便や新規路線の誘致に向
け、頑張ってまいります。

室蘭市マスコット
「くじらん」

崎守埠頭

ガントリークレーンの全景
上部機械室に「くじらん」を描いています

ガントリークレーンの設置箇所
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クルーズ船岸壁整備事業が本格着工！
～函館港若松地区～

北海道開発局では、函館港へのクルー
ズ船寄港数の増加に対応するため、函館
港若松地区においてクルーズ船岸壁整備
を進めておりますが、平成２９年１２月
３日、本格的な工事の着手に当たって、
函館市とともに函館市国際水産・海洋総
合研究センターにおいて、港湾関係者ら
８５名の出席を得て着工式典を開催しま
した。
函館開発建設部長、函館市長の式辞に
函館山八幡坂からの眺望（クルーズ船接岸イメージ）
始まり、国土交通省大臣官房技術参事官
の挨拶、来賓として地元国会議員よりお祝いの言葉をいただいた後、出席者に
よるくす玉開披で着工を祝いました。
式典には、クルーズ船寄港の際、乗船客に「おもてなし」活動を行っている
遺愛女子高等学校の吹奏楽局が記念演奏し、花を添えました。
本事業は、市内中心部に位置する若松地区に水深１０ｍ、延長３６０ｍの岸
壁を整備するもので、事業が完成すると、ＪＲ函館駅に近接し主要観光地に徒
歩で移動が可能な若松地区に１１万トン級のクルーズ船の接岸が可能となり、
旅客の市内滞在時間の増加や観光消費の波及効果が期待されています。
式典で、工藤函館市長は「クルーズ船の誘致をさらに進め、早い時期に年間
７０隻の寄港を目指したい」とクルーズ振興への意気込みを述べられました。
外国人墓地
函館山

ハリストス
正教会

赤レンガ
倉庫群

旧公会堂

約1.5km
若松地区
(徒歩20分)圏
水深10m岸壁
函館駅

函館朝市
大門横丁

くす玉開被の様子
左より、遺愛高校生、和泉北海道開発局長、ミス函館、
渡邉函館国際観光コンベンション協会会長、佐藤議員、
長谷川議員、逢坂議員、横山議員、兵頭函館港地方港
湾審議会会長、浅輪国交省大臣官房技術参事官、遺愛
高校生、工藤函館市長、遺愛高校生
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自由市場

若松地区水深10m岸壁から
市内観光スポットへのアクセス
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御用聞きQ&A
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No.６

北海道開発局では、全港湾管理者に出向き「御用聞き」を行っています。
御用聞きの際に頂いたご質問についてご紹介しています。
Ｑ１：船舶の撤去に対する補助事業について教えてください。
Ａ１：社会資本整備総合交付金に、港湾管理者が港湾において沈廃船等の処理
を行うための支援制度として、以下の事業があります。
事業名：海域環境創造・自然再生等事業〔社会資本整備総合交付金〕
国費率：１／３
交付対象事業：沈廃船等の処理
◇沈廃船：港湾法第３７条の３に規定する禁止行為に係る公示をした港湾及びそ
の他適切な規制を講じている港湾において、みだりに捨て又は放置されている
所有者不明の船舶の処理
◇放置座礁船：船舶所有者等に代わり、やむを得ず行う放置座礁船の処理

交付金に関するご相談については、港湾計画課計画第２係までお気軽にお問
い合わせ下さい。
Ｑ２：「特定技術基準対象施設」と「特別特定技術基準対象施設」について教
えてください。
Ａ２：「特定技術基準対象施設」とは、非常災害時においても航路機能を確保
するため、損壊により航路に影響を及ぼす恐れのある施設として、外郭施設、
係留施設、荷さばき施設のうち固定式及び軌道走行式荷役機械、臨港交通施設
のうち橋梁並びにトンネル構造を有する道路等、廃棄物処理施設のうち廃棄物
埋立護岸が該当します。なお、特定技術基準対象施設については、当該施設を
管理する民間事業者等に対して、港湾管理者は維持管理の状況等について報告
臨港交通施設（橋梁等）
の徴収等を求めることができま 荷さばき施設（荷役機械）
す。
一方、「特別特定技術基準対
象施設」とは、特定技術基準対
倒
土砂
象施設のうち災害時の緊急物資
流出
壊
の輸送拠点として航路機能の確
保が特に求められる耐震強化岸
壁や製油所等の石油製品入出荷
（航路、泊地）
施設に至る重要航路沿いにある
護岸、岸壁及び物揚場が対象と
特定技術基準対象施設
なります。
係留施設（岸壁等）

外郭施設（護岸等）
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港湾空港部の年男

今年の抱負！
３回目

『新芽発見！』
港湾計画課 古屋武志 昭和５７年生まれ３６歳
２４歳で入省後、干支を一周し、無事、３回目の年男と
なりました。港湾計画課では予算、事業評価、農水産品輸
出などを担当しています。新年の抱負は、できるだけ各地
の港湾管理者やみなとユーザーの皆様とお会いし、地元北
海道の成長の新たな芽を見つけ、具現化への力添えをして
いきたいです。今年もよろしくお願いします。

４回目
『今年の抱負はメンテナンス！』
港湾行政課 伊東公人 昭和４５年生まれ４８歳
皆様、今年もどうぞよろしくお願い致します。４回目の
年男を迎えました。前回から変わったことと言えば、腰回
りが豊富になったことと、仕事ではインフラの老朽化が顕
在化し、これに関わる事が多くなったこと。どちらも「メ
ンテナンス」が大切です。今年は、皆さんにお力添えでき
るよう、IT化などの新しい風も取り入れつつ、引き続き適
切な維持管理に取り組んでまいります。

港湾管理者の皆さま、新年明けましておめでとうございます。
新年を迎え、気分一新、港湾管理者の皆さまとの連携をより
一層深め、迅速且つ適切に仕事を進めて参りますので、本年も
どうぞよろしくお願いいたします。出張等でお越しの際には、
どうぞお気軽にお寄り下さい。お待ちしています。
【港湾行政課一同】
【港湾管理者専用アドレス】
港湾管理者の皆様からの掲載要望やご提案等・その他業務上の疑問等をお
待ちしています。 hkd-ky-kougyo@ml.mlit.go.jp
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