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ワースト１返上に向け関係機関が対策を協議
平成３０年１月１５日、第一管区海上
保安本部の主催により、北海道道開発局、
北海道等の関係機関や釣り関係団体が参加
する「釣り事故防止連絡会議」が開
催されました。
平成２９年に発生した「釣り中の海中転
落者」は事故者、死者ともに過去最多、都
道府県別でも「北海道がワースト1」
となりました。

釣り中の
事故者推移
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海中転落事故は、港湾・漁港内の岸壁、

35 32 防波堤、消波ブロック等で多く発生、転落
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うち海中転落者数

者の８割以上が「救命胴衣未着用」。
15 また、釣り人へのアンケート調査の結果
では、岸壁や防波堤から海中転落する危険
性を認識していないことが判明。
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うち死亡者数

平成29年
海中転落事故発生場所の割合
磯場 9％

護岸3％

防波堤19％
消波
ブロック
19％

事故
32件

北海道開発局からは「港湾管理者は危険
箇所に侵入防止柵や立入禁止看板の設置等、
適切な安全対策を講じているが、柵を乗り
越えての侵入や施設が壊されるなど、対応
に苦慮している」と説明。
関係者からは、「安全に釣りを楽しむた
めにも、釣り人のマナーやモラル向上が必
要」との意見が多く、会議では今後も救命
胴衣の着用や安全意識の向上について、啓
発活動を継続することが確認されました。

岸壁 50％
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釣り事故防止連絡会議の状況
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寄稿記事

冬の楽しさいっぱい！紋別港！
紋別市建設部
港湾課
計画管理係

の むら

〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎14階

ひろゆき

野村 博之

■赤道に最も近い「凍る海」
紋別市は、オホーツク海沿岸のほぼ中央に位置し、
紋別港を中心に発展してきました。オホーツク海は
日本唯一の氷海域で、流氷によってプランクトンが
もたらされ、豊かな海が育まれています。

■流氷と共に生きるまち紋別
今年は２月５日に流氷が接岸しました。１～３月
頃は流氷によって漁に出られず、邪魔者扱いだった
流氷を活かそうと１９６３年から始まったのが「流
氷まつり」です。２月９日から１２日までの予定で
楽しいイベントも盛りだくさんです。
「みなとオアシスもんべつ」では、オホーツクタ
ワーとクリオネプロムナードが、２月１０日の点灯
式から３月下旬まで夜間ライトアップされます。

■流氷観光～ガリンコ号運行中！～
「流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ」は大きなドリルで流
氷を砕きながら突き進んでいくことで、流氷の海を
より一層楽しむことができます。
また、紋別の観光スポットは「北海道立オホーツ
ク流氷科学センターGIZA」や、アザラシと触れ合
える「オホーツクとっかりセンター」等があります。
ぜひ冬の楽しさいっぱいの

紋別にお越しください！
By

紋太くん
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是非紋別で流氷観光を！
流氷最新情報は
オホーツクタワーのHPから確認できます

http://o-tower.jp/ryuhyou/
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小樽港・運河を彩る灯火！

〔各港の話題〕

天の川」

運河の水面に浮かぶ「

小樽雪あかりの路
小樽雪あかりの路は、小樽ゆかりの
作家・伊藤整の詩集「雪明（あか）り
の路」にちなみ、始まった冬の祭典で
今や冬の北海道を代表する風物詩とな
り、「時代が変わっても変わらないも
の」などをコンセプトに、電球や大き
な雪像などはなく、雪とロウソク、自
然のままある物だけで創り上げている
風情豊かなイベントです。
そんな「小樽雪あかりの路」も今
年は２０回目の節目の開催。２月９日
から2月１８日までの期間中、小樽運
河旧手宮線跡地、朝里川温泉の主会場
や市内各所で１２万本もの素朴なキャ
ンドルの灯りが小樽の夜を照らします。

手づくりの温かさ
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小樽運河は大正１２年に完成
現在は港湾施設(船だまり)として管理

運河会場では、運河の水面に浮かぶ
２００個の「浮き玉キャンドル」、散
策路を幻想的に照らす「スノーキャン
ドル」や来場者が思い思いのメッセー
ジを紙コップに綴る「メッセージキャ
ンドル」が小樽のレトロな街並みを演
出します。

小樽雪あかりの路」

感動の共有

「

イベント期間中は、
延べ２千人を超える
ボランティア・スタ
ッフが厳しい寒さの
中、毎日、手作業で
一つひとつのキャン
ドルを設置して火を
灯し、火が消えるた
びに、また一つ一つ
火を灯していきます。
その様子を見たお客様とやり取りす
る中で生まれる「感動の共有」をお
客様と共に感じるのが、このイベント
の醍醐味です。

20周年記念事業

２０周年を記念して、初日からの３日間
「サプライズミニコンサート」を開催するほ
か、外国人観光客を対象とした体験ツアーを
行ないます。
また、今年も、ボランティアガイドによる
バックヤードツアーを実施します。
是非あなただけの灯りを見つけに出かけて
みませんか？
皆様のお越しを心よりお待ちしております!

詳しくは
小樽雪あかりの路
実行委員会の
ホームページにて
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〔本省港湾局から〕道内港湾を訪問しました
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～これからも開発局の取り組みをサポートします～

視察の対応に感謝します！

国土交通省港湾局総務課
管理第一係長 池口 啓太

港湾管理者の皆様には、日頃より港
湾行政の推進にご協力いただき、厚く
御礼申し上げます。去る１月１８日か
ら２日間、港湾局総務課法令審査担当
の松下事務官とともに小樽港と室蘭港
を訪問し、各港の現況等についてお話
を伺ったほか、合わせて港湾の現場
等を視察させていただきました。

（港湾管理業務全般を担当しています）

現地視察の様子
1日目
小樽港

この度の道内港湾の訪問・視察は、
本省にいると港湾管理者の皆様と直接
お仕事をする機会や現地を見る機会が
ほとんどないため、大変貴重な機会と
なりました。
この場を借りて寒さ厳しい折、
お世話になりました
小樽
高速
札幌
小樽港並びに室蘭港の
道路で
関係の皆様に心から
168km
感謝申し上げます。
室蘭
北海道開発局では、港湾管理者の
皆様との連携を強化するため『こう
わん通信』をはじめ、『御用聞き』
や『講習会の開催』等、独自の取り
組みを行っておりますが、港湾局とし
ても開発局の取り組みを引き続きサ
ポートしていく所存ですので、よろし
くお願いいたします。
特に北海道の印象として、日本地図
と実際の移動距離のギャップ。海
の幸やジンギスカン等、北海道の食
も満喫♪
おかけで正月太りをパワーアップ
させてしまいました。

小樽港では、予感していたとおり、
外国人観光客が溢れかえっている状況
を目の当たりにしつつ、クルーズ対応
岸壁の改良工事の現場等を視察しまし
た。道内観光の海の玄関としての小樽
港の取り組みを実感しました。
2日目

室蘭港

室蘭港では、ヒアリ調査を実施した
コンテナヤードを視察しました。新採
の松下事務官は、昨年末に稼働を開始
した新ガントリークレーンの大きさも
さることながら、珍しい青色と事業費
に驚愕！！
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御用聞き Q

&

A
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No.7

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。

Q
A

交付決定後に社会資本整備総合交付金事業の内容を変更する
場合の手続きについて教えてください。
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体
にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる
総合的な交付金として創設されたため社会資
本総合整備計画に位置づけられた事業の範囲
内であれば、交付決定された国費を自由に配
分することが可能です。
そのため、交付決定額の増減が伴う事業内
容の変更や新規事業を実施する場合などを除
いて、変更申請手続きは必要ありません。
変更申請が必要な場合（軽微な変更以外）

 交付決定額の増減を伴う事業内容の変更
 未申請の新たな事業を実施する場合
 申請済みの事業を中止する場合

変更交付申請の流れ
交付決定
事業の執行

変更事由の
発生
軽微な
変更以外
変更交付申請

軽微な
変更

申請
不要

変更交付決定

事業の執行

変更申請が不要な場合（軽微な変更）

 交付決定額に変更が生じない場合

1

岸壁の改良にあたって、交付決定額の範囲内で追加調査が必要に
なった場合

 申請済みの事業範囲の拡大または縮減等

2

道路改良事業にあたって、施工延長を短縮する場合 など

 各事業間における経費の流用

3

道路改良事業の「測量設計費」の一部を岸壁改良事業の「本工事
費」へ流用する

変更申請が必要かどうかなど判断に迷う場合などは、
お気軽に港湾行政課助成班までお問い合わせ下さい。
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本局港湾行政課直通
TEL011-709-2321
hkd-ky-kougyo@ml.mlit.go.jp
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港湾の中長期政策「PORT 2030」
中間とりまとめ公表・パブコメ実施中
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交通政策審議会港湾分科会では、2030年頃の将来を見据え、我が国経済・
産業の発展や国民生活の質の向上のために港湾が果たすべき役割や、今後特に
推進すべき港湾政策の方向性等について、港湾の中長期政策「PORT 2030」
の中間とりまとめを公表しました。
中間とりまとめでは、将来の港湾が果たすべき役割として「列島を世界に開
き、つなぐ【Connected Port】」、「新たな価値を創造する空間【Premium
Port】」、「第４次産業革命を先導するプラットフォーム【Smart Port】」の
３つを掲げており、特に推進すべき政策の方向性を８本柱にまとめています。
現在、２月２８日（水）までパブリックコメントを実施しており、本年夏頃
予定の最終とりまとめに向けて幅広く意見を募集しています。

中長期政策の方向性(8本柱 )
C
P
S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

グローバルバリューチェーンを支える海上輸送網の構築
持続可能で新たな価値を創造する国内物流体系の構築
列島のクルーズアイランド化
ブランド価値を生む空間形成
新たな資源エネルギーの受入・供給等の拠点形成
港湾・物流活動のグリーン化
情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靱化
港湾建設・維持管理技術の変革と海外展開

【2030年の港湾が果たすべき役割】
Cyber Port

新たな
価値を
創造

Physical Port

2030年の港湾

あらゆるモノ、ヒト、情報、主体、空間をつなぐ
「 フィジカル＆サイバー プラットフォーム 」へと進化

◆詳しくは国土交通省報道発表資料にて
「港湾の中長期政策『PORT 2030』中間とりまとめ」の公表・パブコメ実施」
http://www.mlit.go.jp/report/press/port03_hh_000037.html
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今一度、必要な管理手続きのご確認を！

〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎14階

日頃から国有港湾施設の適切な維持・管理のため、 必要な手続きに
必要な港湾管理業務手続きにご対応いただきありが
漏れがないか
とうございます。
今一度、ご確認を！
さて、今年度も残すところ２ヶ月を切り、各工事
も大詰めを迎えているところかと思いますが、原状
変更完了報告など、工事完了に伴い必要となる港湾
管理手続きに漏れがないか、今一度ご確認いただき、
必要な手続きについては停滞することがないよう報
告対応のほど、よろしくお願いいたします。詳細は
港湾行政課管理班までお問い合わせ下さい。

ヒアリ関係マニュアルの公表
環境省により「ヒアリの防除に関する基本的考え方」 及び「ヒアリ同定マ
ニュアル」が作成され、ホームページに公表されました。
ヒアリが国内に定着する前の水際対策として、国の機関や地方公共団体、港
湾管理者、荷主、運送事業者等が実際に、防除を行うための参考となるよう、
ヒアリの生態や防除の専門家の助言に基づき、防除に関する基本的な考え方や
同定の流れなどが示されました。詳細は「環境省：ヒアリに関する諸情報につ
いて」をご参照ください。
URL

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/fireant.html

春が待ち遠しいですね・・・。
２月４日は立春。また、２月１５日は「春一番名付
けの日」です。道内はまだ寒い日が続いておりますが、
春は確実にやって来ます。
さて、2月１５日と言えば、本号にご寄稿いただい
た紋別市の野村さん。なんと！？この日に入籍される
とか。野村さん、おめでとうございます！
野村さんに春が来た。一足早い春のお便り？でした。
港湾管理者専用アドレス
こうわん通信の発行も早第１０号となりました。
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引き続きお待ちし
ています。

hkd-ky-kougyo@ml.mlit.go.jp
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