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稚内港でクルーズ船等対応施設の供用式典を開催
大型クルーズ船受入岸壁の整備
稚内港では、増加するクルーズ船の寄
港需要や、クルーズ船の大型化に対応す
るため、平成２８年度から既存岸壁を活
用した、大型クルーズ船の受入環境の整
備を進めており、今般、老朽化した岸壁
の改良に加え、係留延長の不足を解消す
るため、既存岸壁の延長線の海上に係船
大型クルーズ船受入岸壁と設置された係船柱
柱（ビット）を設置しました。
（稚内港末広ふ頭）

供用式典の開催

７月２７日（金）、稚内市と稚内開発
建設部は、クルーズ船・飛鳥Ⅱの入港に
合わせて供用式典を開催しました。
主催者として挨拶に立った工藤広稚内
市長は「クルーズ船などの大型船の接岸
が可能となる係船柱等の整備が完了し、
供用開始を迎えることができた。今後も
ポートセールスを強化する」と式辞を述
係船柱（ビット）を用いて接岸した飛鳥Ⅱ
べられました。
また、来賓として挨拶した武部新衆議院議員より、「稚内港開港７０年の記
念すべき年に末広地区でのクルーズ等対応施設が供用開始でき、飛鳥Ⅱがその
施設を使い安全に係留することができた。この整備により、今後、多くの方々
がこの稚内を目指して船で来ていただけると思う」と祝辞が述べられました。
本整備により、稚内市及び利尻・礼文島へのクルーズ観光客の増加が見込ま
れ、道北地域の活性化が期待されます。

当日のテープカットの様子（10名）
左より、成瀬北海道局港政課長、工藤稚内市長、堤飛鳥Ⅱ船長、三好北海道議会議員、武部衆議院議員、
吉田北海道議会議員、中井稚内市議会議長、中田稚内商工会議所会頭、魚住港湾局産業港湾課長、
眞田北海道開発局港湾空港部長
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室蘭～宮古の定期フェリー航路が開設！

■室蘭港の概要
室蘭港は、明治５年の開港以来、天
然の良港として、製鐵、製鋼、石油、
精製、造船など「ものづくりのまち」
として、長年培われた高い技術力や優
秀な人材を活かした高度な製品が作ら
れており、北海道の中心的な工業都市
として発展。４年後には開港１５０年
を迎えます。
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室蘭市港湾部 港湾政策課
ご とう

たかゆき

振興係長 後藤 卓之

■フェリー就航
6月２２日、大勢の市民が見守る中、
１８時に室蘭市と宮古市を結ぶ１０年
ぶりとなる定期フェリー「シルバーク
イーン」がカラー放水の中、室蘭港に
到着しました。
フェリーターミナルビルでは、小学
校児童の国際信号旗による歓迎の旗振
~
り、入港セレモニーでは、中学校吹奏
楽部による歓迎演奏、関係者との記念
品交換、出港セレモニーでは、テープ
カットを行い、乗客３２５人と乗用車
やバイク、肉牛や雑貨などを積んだト
ラックが続々と乗り込み、２０時には
■フェリーターミナルオープン式
５月２２日、「室蘭港フェリーター ペンライトを手にした大勢の市民に見
ミナルオープン式」を執り行いました。 送られながら室蘭港を出港しました。
歓迎放水

式典には、港湾関係者ら約５０名が
出席し、１０年ぶりの定期フェリーの
就航に向け、来賓よりお祝いの言葉を
いただき、最後に、滝口北海道議会議
員、眞田北海道開発局港湾空港部長、
佐藤北海道運輸局海事振興部長、寅谷
川崎近海汽船㈱常務取締役ら８名によ
りテープカットを行い、リニューアル
オープンを祝いました。

入港イベント

出港イベント

今後も、室蘭～宮古フェリー航路の
安全航行と安定的な維持のため、関連
企業等への周知・要望を行うと共に、
地域経済発展のため、両市でフェリー
の周知や観光ＰＲに取り組んで参りま
すので、各関係機関の皆様のご支援・
ご協力をお願い申し上げます。

フェリーターミナル
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港湾空港関係の功労者等を表彰！
～港湾空港関係功労者表彰及び海をきれいにするための一般協力者表彰～

北海道開発局では、港湾空港整備事業の推進を目的として、「北海道開発
局港湾空港関係功労者表彰」及び「海をきれいにするための一般協力者の奉
仕活動表彰」を実施しています。
今年度の「港湾空港関係功労者表彰」は、前留萌市長の高橋定敏氏、(株)
宮原組の宮原文憲社長及び(株)濱谷建設の濱谷美津男社長に、また、「海を
きれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰」は、岩内町の「若旺会（わ
かおうかい）」（会長 吉本正則氏）様に決定し、７月２０日（金）に表彰伝
達式が執り行われました（高橋定敏氏は所用により欠席）。
表彰伝達式では、眞田港湾空港部長から「港湾・空港は地域の産業・生活
を支える重要なインフラ。国の重要施策を推進するには、皆様の協力が不可
欠であるとともに、陰で支える家族の
協力があってこそ」と謝意を述べ、今
後の益々の活躍と地域の発展に期待を
示しました。
また、各受賞者からは「今後とも地
元の安全安心を守る」「人との巡り合
わせを大切にしていきたい」「生まれ
育った町に恩返ししたい」などと挨拶
（前列）吉本会長、宮原社長、眞田部長、濱谷社長
がありました。

今年度の御用聞きが始まりました！
港湾行政課では、昨年度に引き続
き、７月から「御用聞き」を開始し
ました。
御用聞きを通じ、港湾管理者の皆
様との「距離感」を縮めることは基
より、様々な課題の迅速な解決に向
け、努力していきたいと考えていま
すので、港湾管理者の皆様には、港
湾管理に関するご意見ご要望、疑問
のほか、日頃、相談できないことも、
この機会に、ざっくばらんにお話し
いただければと思います。
お伺いの際にはよろしくお願いし
ます。
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Q

社会資本整備総合交付金事業のうち、統合補助の事業採択規模の考え
方について知りたい。

A

統合補助事業の採択要件は、「１件当たりの事業規模が５億円を
超えないものであり、かつ都道府県及び指定都市が港湾管理者に
あっては２億円以上、市町村が港湾管理者にあっては９０百万円以
上」となっています。（※管理組合の場合は２億円以上。）
このうち１件の考え方は、同一計画の中で実施する複数の統合補
助事業施設も対象となります。
下記は、港湾管理者が市町村である場合の事例ですが、一施設が
50,000千円の統合補助事業が２施設ありますので、１件（１計画）
の統合補助事業規模が100,000千円となり採択要件を満たします。

【事例：同一計画で異なる事業の場合】
計画
目標

既存施設の機能回復、臨港道路の整備・改良を行うことで、
港湾利用の効率性・安全性の向上を図る

A 基幹事業
番号

事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

要素事業名

全体事業費
（千円）

備考

1-A1-1

港湾

北海道

〇〇
市

直接

〇〇臨港道路補修

50,000

統合
補助

1-A1-2

港湾

北海道

〇〇
市

直接

〇〇岸壁付属工補修

50,000

統合
補助

【統合補助事業の採択要件】
1 既存施設の利用転換

4 既存施設の延命化のための改良

• 民間の既存バース等の公共施設への利用転換するための
買い取り、既存岸壁の利用転換のための改良事業

2 港湾空間の再開発・高度化
3 利便性向上のための改良
③
• 係留施設、臨港交通施設、港湾緑地等におけるバリアフ
リーを目的とした改良や安全上必要な柵の設置及び津波避
難施設※
• その他の港湾施設の利便性の向上に資する局部的な改良事
業。港湾管理者情報システムの整備
※南海トラフ地震に係わる地震防災対策の推進に関わる特別措置
法（平成14年法律第９２号）第１３条第１項に規定する津波避
難対策緊急事業として整備される津波避難施設の整備は2/3

• 港湾法第２条第５項第１号から第４号までに掲げる
施設において、現有施設が機能上支障を来している
か又は近い将来支障を来すおそれがあるものでかつ、
早急に手当をすれば施設の効用が失われる時期が延
伸されるもの
腐食対策、沈下対策、コンクリート劣化対策、
付属品の取り替え、埋没浚渫、橋梁塗装
5 放置小型艇収容緊急整備
5
• 係留施設、駐車場、トイレ、斜路、陸上保管等施
設の整備

※詳細な採択要件は「港湾関係補助金等交付規則実施要領
P72」 港湾施設改良費統合補助事業を参照ください。
また、統合補助事業の採択要件に満たない事業（１施設又
は１計画）でも、公共事業債の活用が可能な場合もありま
すので、港湾計画課計画２係までお気軽にご相談ください。
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北海道開発局港湾空港部港湾計画課
011-709-2137
計画第２係長 下口 由晃
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補助金で整備した港湾施設を取り壊す予定ですが、どのよ
うな手続きが必要か教えてほしい。

補助事業等で整備した施設は、交付目的どおりに使用された後でも、
交付の目的を完全に達成するため、以下のとおり財産処分について
法律で制限されています。
補助金等で整備した港湾施設は、譲渡、担保に供し、又は貸し付けす
る場合は、港湾法第４６条の規定に基づく国土交通大臣の認可が必要と
なり、補助金交付の目的に反して使用、又は交換する場合は、適正化法
第２２条の規定に基づく国土交通大臣の承認が必要となります。
海岸保全施設は、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、
貸付、または担保に供しようとする場合は、適正化法第２２条の規定に
基づくことになります。

A

【港湾法第46条】
「港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、
又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」

【適正化法第22条】
「補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産」すなわち、補助金等に
より新設し、あるいは改良を行なった財産については「各省各庁の長の承認を受けないで補
助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなら
ない。」

今回の港湾施設の取り壊しの場合は、補助目的である効用を発揮でき
なくなることから、適正化法第２２条の「目的に反して使用」に該当し
ますので、国土交通大臣の承認の手続きが必要です。
ただし、補助事業完了後、１０年を経過した財産を処分する場合は、
包括承認として、財産処分報告書を提出することにより、承認があった
ものとみなされます。
【適正化法に基づく承認が必要なケース】
○ 補助事業で整備した小型船舶係留施設について、浮桟橋を設置するにあたり、桟橋取付部
を護岸に用途変更する場合 → 目的外使用に該当するため、承認手続きが必要。
【港湾法に基づく認可が必要なケース】
○ 補助事業で整備した臨港道路について、国の直轄事業で改修を行うため、管理者から国に
譲渡（無償）する場合 → 譲渡に該当するため、認可手続きが必要。

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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