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利尻町が港湾協力団体を指定！
沓形港の港湾管理者である利尻町は、「利尻町活性化協議会」を港湾協力団
体に指定しました。指定証の手交式が５月１８日（金）に行われ、同協議会の
高橋代表は「メンバーと協議しながら利尻でしかできないイベントを企画した
い」と今後の活動への意欲を述べられました。
「利尻町活性化協議会」は、『みなとオアシスりしりとう・くつがた』の運
営者で、クルーズ船の歓迎セレモニーなど利尻町の振興のため、様々なイベン
トの企画・開催に携わっており、今回の指定により、イベント実施時に港湾管
理者との調整がより円滑に進むことで、沓形港の更なる活性化が期待されます。

指定証手交式の様子（左から、利尻町の佐々木副町長、
保野町長、利尻町活性化協議会の高橋代表、菅原副代表）

利尻町活性化協議会の活動
（クルーズ船歓迎セレモニー）

苫小牧港で農水産物輸出促進を目的とした屋根付岸壁が完成！
平成２９年度から苫小牧港西港区汐見地区で整備を進めていた屋根付岸壁の
全３棟の計画のうち最初の１棟が今年４月に完成し、５月１９日（土）に行わ
れた供用式典には、港湾関係者ら約１００名が出席して完成を祝いました。
式典で、岩倉苫小牧市長は「地元の悲願でもあった屋根付岸壁を活用して、
政府の目標を達成するために貢献をしていきたい」と述べられました。
この屋根付岸壁は、昨年５月、全国で初めて国土交通省の認定を受けた農水
産物輸出促進計画に基づき、道内６港湾で推進している農水産物輸出促進基盤
整備事業の一環として国が整備したもので、農水産物の輸出促進を目的とした
屋根付岸壁としては、全国の港湾で初めて完成したものです。屋根付岸壁の供
用開始により、水揚げされた魚の鮮度維持が可能となり、地元では、衛生面で
の品質向上により苫小牧産水産物の海外での販路拡大が期待されています。

出席者によるテープカットの様子

完成した屋根付岸壁の全景
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道内の取組２件が日本港湾協会企画賞を受賞！

公益社団法人日本港湾協会では、港湾及び港湾を取り巻く地域の振興に顕
著な貢献をした人物、事業、研究開発等に対して、毎年表彰を実施しており、
この度、「函館港の高校生による外国クルーズ客船寄港時の『おもてなし』
活動」及び「北海道６港湾の連携等による北海道産品の輸出促進に向けた取
組」が平成３０年度日本港湾協会企画賞を受賞し、５月２３日（水）、函館
市で開催された同協会総会において表彰されました。

遺愛女子高等学校の表彰の様子
（写真左：福島校長）

北海道６港湾（苫小牧港、石狩湾新港、紋別港、根室港、枝幸港、増毛港）
及び一般社団法人北海道国際流通機構の表彰の様子

■函館港の高校生による外国クルーズ船寄港時の「おもてなし」活動
函館港では、函館市の私立高校「遺愛女子高
等学校」の英語科生徒が、１２年前から外国ク
ルーズ客船の寄港時に通訳ボランティアとして
観光案内対応や書道・茶道などの日本文化体験
メニューの提供などの「おもてなし」活動に取
り組んでいます。
同校の長年の活動がクルーズ船社に評判とな
り、クルーズ船の函館港への誘致や寄港増加に
よる観光振興に寄与したことが評価されました。

生徒自らの発案・企画による
日本の文化体験の様子

■北海道６港湾の連携等による北海道産品の輸出促進に向けた取組
道内６港湾が連携して農水産物輸出促進計画を策定し、同計画に基づき、
屋根付岸壁や小口積替円滑化支援施設等の整備を進めています。
また、輸出実績の無い道内企業への支援を目
的に設立された一般社団法人北海道国際流通機
構では、海外での物産展の開催や小口混載によ
るコンテナ輸出等の取組を進めています。
こうしたハード・ソフトの両面から北海道産
品の輸出促進を図ることで我が国農水産物の輸
出促進や更なる物流効率化への取組に寄与した
台湾で開催した物産展での販売の様子
ことが評価されました。
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函館港の維持管理について
寄稿記事
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～電位測定装置を導入してみて～

■函館港について

函館市港湾空港部港湾課

函館港

とおだ

函館港は北海道の南端部に位置し、北海道と本
州とを結ぶ津軽海峡に面していることから、北海
道の玄関口として、古くは室町時代頃から本州の
商船などが入港していた港です。
現在は北海道～本州間のフェリー発着港として
北海道の物流において重要な役割を担っており、
クルーズ客船の寄港地としても人気があります。
また、地質条件などから港湾施設に鋼構造物が
多いという特徴があり、港内の鋼構造物の大部分
に電気防食が施されています。

■電位測定導入の長所と短所
鋼構造物の定期点検で必要な電位測
定器は、２０万円程で購入でき、電位
測定を直営で行うことで、年間数十万
円の点検費用が削減されています。
また、測定は意外と簡単で、上部工
に設置されている測定装置に電圧計を
接続し、棒状の電極を海中に沈めて測
定値を記録するだけです。
通常は数名体制で行いますが、慣れ
てくると１人で測定もできます。

さとし

主任 遠田 諭
函館港全景

クルーズ客船見送りイカ踊り

また、電位測定は電気防食の健全性
の判定をするだけではなく、測定値を
記録して、その推移を見ることで、電
気防食（陽極）の消耗具合を把握でき
るため、電気防食の適切な更新時期が
判断できます。
最卑値
最貴値

防食管理電位
-800mV

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
経過年数（年）



直営点検により年間数
十万円の点検費用が削減



精密機械なので機材の
管理が繊細



測定が思ったよりも簡単



荒天時などは使用不可



測定値を記録し推移を見
ることで消耗具合を把握
することが可能



初期費用が多少お高い
（２年ほどでリカバ
リー可能）

直営による電位測定作業の様子
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寄稿記事

焼尻島、天売島を結ぶ生活航路の拠点
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羽幌港！

羽幌町建設課管理係

■羽幌港の概要

羽幌町の
イメージ
キャラクター
「オロ坊」です。

うの のぶひと
羽幌港は、日本海側北西部に位置し、
係長 宇野 延仁
広域観光ルートである「オロロンライ
ン」の中心に位置する地方港湾です。
■羽幌～焼尻・天売航路
羽幌町
羽幌港から焼尻島へは、フェリーで
武蔵堆（むさしたい）
約６０分、高速船で約３５分、天売島
へはフェリーで約９０分、高速船で約
６０分で行くことができます。
羽幌町では、平成２５年度から離島
振興対策として、羽幌沿海フェリー株
式会社と離島航路促進事業に関する協
定を締結し、６月から８月の３ヶ月間、
羽幌港は、日本一の漁獲量を誇る甘
むさしたい
高速船利用者（離島住民を除く。）の
~
エビ等、好漁場である武蔵堆に隣接し
運賃３割引を実施しており、昨年度は
ており、水産業の拠点であると共に、
約１万５千人の利用がありました。今
焼尻島、天売島への離島フェリー航路
年度も６月から運賃の割引を開始しま
の玄関口として住民や観光客に利用さ
した。新たな需要を喚起し、高速船の
れており、島民の生活物資の輸送や通
利用促進を図っていく所存です。
院、観光業等、貴重な生活航路の拠点
夏季の観光シーズンを迎え、両島で
として重要な役割を担っています。
は、島の特産品を活かしたイベントも
羽幌の新フェリーターミナルが平成
開催されます。ぜひ今年の夏は、羽幌
２５年４月、中央ふ頭地区に供用開始
港から高速船やフェリーを利用して焼
し、その隣接地に北るもい漁業協同組
尻島、天売島を訪れてみませんか！
合が運営する直売施設「産直工房きた

る」が開設され、新鮮な魚介類や加工
品等が販売されるなど、住民と観光客
との交流拠点が形成されています。

■日本一の味覚 天売ウニまつり
日時：平成30年7月21日(土)～22日(日)
場所：天売港周辺（雨天決行）

写真右：羽幌フェリー
ターミナル

天売島近海で獲れた新鮮なウニ
や海産物を格安で販売します。

写真左下：フェリー
おろろん２

■焼尻めん羊まつり

写真右下：高速船
さんらいなぁ２

日時：平成30年8月4日(土)～5日(日)
場所：焼尻港周辺（雨天決行）
焼尻島特産の生産頭数が少ない
貴重な羊肉を味わうことができ

る島最大のイベントです。
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「北海道港湾に係る講習会」及び「港湾管理講習会」の開催
港湾管理者の実務担当者向けの講習会の開催についてご案内を致しましたと
ころ、２１港湾管理者、４９名の参加の回答を頂きました。大勢のご担当者様
の参加を頂き、誠にありがとうございます。
なお、まだ席に余裕がありますので、講習会への参加を希望される方は、下
記の港湾管理者専用アドレス宛てお知らせください。
１．開催日時：６月２７日（水） 13:30～17:00
６月２８日（木） 9:30～14:00
２．開催場所：札幌第一合同庁舎10階1・2号会議室
（札幌市北区北８条西２丁目）
３．講習内容：

（１日目）
北海道港湾に関
する講習会

・補助（交付金）事業について
・技術基準の改定について
・危機管理（防災）について
・【特別講演】港湾管理の最近の話題について
・【特別講演】維持管理の最近の話題について

（２日目）
港湾管理講習会

・港湾施設の維持管理に関する点検診断のポイント
・港湾管理について
・実地監査について
・埋立てに関する手続きについて
・補助事業に関する事務手続きについて

【港湾管理者専用アドレス】

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

会計実地検査（補助）が行われました
去る５月２８日（月）から６月１日（金）にかけて、会計検査院第３局国土
交通省検査第２課による会計実地検査（補助）が行われました。
今回は５名の検査官が来道し、１０港湾管理者が受検しました。
受検された各港湾管理者の皆様におかれましては、調書作成等
の事前準備や受検対応など大変お疲れ様でした。
実地検査では、限られた時間内で検査官の十分な理解を得る必
要があるため、設計・積算の根拠となる資料などはすぐ手配でき
るよう、日頃からの整理が大事です。また、検査官の質問内容、
趣旨及び動向等、検査全般にかかる情報については各関係者と的
確かつスピーディに共有することが円滑な検査対応に繋がると考
えます。
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御用聞き Q

&

〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎14階

A No.10

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

国（開発局）への原状変更等の承認手続きに関し、手続きを
省略できるのはどのような場合でしょうか。
国の施設の原状を変更したり他人に使用させる場合、国の承認手続きが
必要ですが、以下のような工作物等を設置する場合は、手続きを省略でき
ます（ H27.3.5国港総第461号「国有港湾施設の管理委託の事務取扱に
ついて」 ）。

1
手
続
き
不
要
！

給水管設置
埋設箇所

2
手
続
き
不
要
！

港湾管理者が船舶給水管やその他埋設管路を設置する場合

水道・ガス事業者が電柱や配管を設置する場合
電柱移設

電力管設置

国有港湾施設の管理の諸手続等に関するご相談は、
お気軽に港湾行政課管理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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北海道開発局技術研究発表会優秀論文の表彰
～港湾空港・漁港部門の発表議題７件が受賞！～

今年２月に開催された「北海道開発局技術研究発表会」において発表され
た議題の中から、この度、創造性や将来への発展性等の観点から表彰論文が
選定され、港湾空港・漁港部門からは、下記７件の議題が、それぞれ北海道
開発局長賞等を受賞し、５月２９日に優秀論文表彰式が開催されました。
受賞された皆様、誠におめでとうございます！
第61回 北海道開発局技術研究発表会優秀論文（港湾空港・漁港部門）
●北海道開発局長賞
「追直漁港人工島防波護岸の嵩上げ施工につ
いて」（室蘭港湾事務所）

港湾空港部長への報告の様子

●北海道開発局長奨励賞
「農水産物輸出促進計画を支援する紋別港屋
根付き岸壁の整備」（紋別港湾事務所）
●フリーセッション特別賞
「土木技術者１年生から見た釧路港建設工事
について」（釧路港湾事務所）
●北海道開発協会長賞
「苫前漁港西外護岸における越波・飛砂対策
の検討について」（留萌港湾事務所）
「港湾管理者との連携強化の重要性」（港湾
行政課）
●北海道開発協会長奨励賞
「サロマ湖漁港における浚渫土砂の海洋投入
処分について」（網走港湾事務所）
「寿都漁港における背後小段の藻場回復効果
について」（小樽港湾事務所）

（敬称略：左から）
阿部奈緒美、佐藤朱美
本田達也、本山賢司、西村裕毅

（敬称略：左から）
小澤隆、猪股尚志、斉藤真樹

■「港湾管理者との連携強化の重要性」受賞 発表者から一言
この度の受賞は、港湾の管理運営を行う上で、主役となる港湾管理者の皆様への、御用
聞きから得た切実な現場の声を反映できたことが、評価されたものと考えています。
今後も、この受賞を励みに皆様との連携をより一層強化しつつ、国としても引き続き協
働し、支援・助言等を行っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◆北海道開発局技術研究発表会で発表した論文については、当局のＨＰに掲載されています。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/splaat00000108p6.html

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引き続きお待ち
しています。
hkd-ky-kougyo@ml.mlit.go.jp
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