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ヒアリ、道内初確認
苫小牧港で強い毒性を持つヒアリが北海道内で初
めて確認されました。環境省では７月～８月に全国
６８港湾※を対象にヒアリトラップ調査を行ってお
り、その調査において見つかったものです。
全国６８港湾※～ヒアリが生息する国や地域と定期コンテナ航路を有する
港湾。道内は苫小牧、室蘭、小樽、釧路、石狩湾新及び函館の６港湾

調査は苫小牧港のコンテナヤードにおいて、８月
１６日にトラップを１００個設置、翌１７日に回収
したところ、１個のトラップからヒアリと疑われる
アリの死骸が２匹発見され、専門機関による同定の
結果、２３日にヒアリと確認されました。

今回確認されたヒアリ（環境省提供）

当該ヒアリはコンテナの外で発見されたことから、
ヒアリが侵入した時期や経路は分かっていません。
環境省では直ちにヒアリが確認された地点周辺に
新たに２０個のトラップを設置、港湾管理者である
確認された場所
苫小牧港管理組合も１８５個の殺虫餌（ベイト剤）
を置く緊急措置を講じました。新た
新たなトラップの設置
なトラップではヒアリは確認されま
せんでしたが、同組合ではターミナ
ルを利用する港運会社などにヒアリ
への注意と点検を呼びかけるチラシ
を配布する等の対応を行っています。
今後のヒアリ対策として、環境省
ではヒアリ確認地点から周辺２km
程度の生息状況確認調査を実施する
とともに１０月～１１月に全国６８
港湾でのトラップ調査の２回目を実
施する予定です。

トラップの設置状況

ベイト剤の設置状況

ヒアリは昨年６月の国内初確認以降、これまで１３都府県で確認されていま
したが、道内で確認されたのは苫小牧港が初めて、全国で３６事例目となりま
した（ 現在１４都道府県、計３７事例） 。
他港では、コンテナ外部上面にヒアリと疑わしいアリが付着していたのを事
業者が発見し、ヒアリと確認された例もあることから、引き続きヒアリに十分
注意を払うよう関係事業者への周知をお願いします。
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秋季の一般利用者目線の点検を行います
港湾の一般利用者目線のリスクと点検について
港湾は物流や産業といった経済活動を支える一方で、海辺に親しむ空間と
して一般利用者に開放されています。また、港ではイベントが開催されるこ
とも多く、夏から秋にかけて多くの一般の方が港を訪れますが、過去には、
施設の不具合により一般の方が怪我をする事故も発生しています。
このような状況を踏まえ、港湾管理者と国が協力して、一般利用者目線に
立った施設点検を年２回、春季と秋季に行うこととしており、春季点検で不
具合があった施設を対象に秋季の点検を９月～１１月の期間に実施します。

一般利用者目線の点検とは？
 通常点検（構造的な変状の把握）の視点に加え “一般の方の目線で
潜在するリスク” がどこにあるか意識した点検のこと。
 対象は一般市民に開放している施設（一般市民の自由な利用を
前提としている施設）※専ら貨物利用で使用する係留施設は除く
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みなとオアシス全国協議会総会が紋別市で開催
されました！Sea級グルメ全国大会も無事開催！

８月２４日（金）、第１０回みなとオアシス全国協議会総会及び第２４回み
なとまちづくり研究会が紋別市のホテルオホーツクパレス紋別において開催さ
れ、台風が近づく中での開催でしたが、全国各地から約１３０名の「みなとオ
アシス」関係者が集まりました。
総会では、開催地を代表して、宮川紋別
市長から「全国協議会総会やSea級グルメ
全国大会を本市で開催できますことは、今
後の魅力向上の活動に更なる弾みが付くも
のと大いに期待している」と歓迎の挨拶を
述べられました。また、研究会では、「み
なとオアシスもんべつ運営協議会」の竹内
宮川紋別市長の挨拶（写真中央）
代表が講演し、オホーツク海の交易の歴史
を紹介したほか、道内でみなとを核にした
地域振興に取り組んでいる「みなとまちづ
くり女性ネットワーク室蘭」の立野代表、
「みなとまちづくり女性ネットワーク函館」
の折谷代表、「稚内のみなとを考える女性
ネットワーク」の岩本代表ら女性３名によ
るパネルディスカッションでは、「みなと
まちづくり」への女性の参加等について討
パネルディスカッションの様子
論が行われ、盛会裏に終了しました。
なお、次期総会は、来年１０月１８日（金）に「みなとオアシス佐渡両津」
で開催されることが決定しました。
また、翌２５日（土）～２６日（日）の２日間、第１１回Sea級グルメ全国
大会inもんべつが紋別市海洋公園において開催されました。
気象予報で、大会当日に紋別市を台風が
直撃する進路予測が示され、開催が危ぶま
れておりましたが、無事開催され、全国か
ら出店した１８のご当地グルメに、大勢の
市民や観光客が舌鼓をうちました。２日間
で出店者が用意した食材が完売するなど大
盛況のうちに無事終了しました。
今年のグランプリは、地元紋別市の「ホ
タテみそ焼きうどん」が受賞し、表彰式で グランプリに輝いた「みなとオアシスもんべつ」の
関係者の皆様
は会場から惜しみない拍手が贈られました。

これを弾みに、「みなと」を通じた地元活性化をはじめ、紋別市及びその周
辺地区の今後の更なる地域の活性化が期待されるところです。
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港湾・空港・漁港工事における官民協働による
人身事故防止への取り組みを開始
北海道開発局が実施する港湾・
空港・漁港工事における人身事故
の発生件数が、平成２８年度の０
件から平成２９年度は８件と増加
するなど、人身事故防止への対策
が急務となっております。
このため、北海道港湾空港建設
協会と当局は、より一層の対策強
化を図るため、両者協働による人
身事故防止対策への取り組みを開
始し、今年度は、工事従事者の人
身事故が工事現場入場直後に発生
する割合が高いことから、新規入
場者教育の改善など下記項目につ
いて、重点的に対策に取り組むこ
ととしております。
また、本対策の結果を分析し課
題を抽出し、次年度以降の人身事
故防止対策について取り組んでい
く予定です。
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【重点的に対策に取り組む項目】
新規入場者に対し、安全理解度チェック表などを用いて入場者個々の現
場の理解度を把握する。
新規入場者のヘルメットに新規入場者用のシールを貼り、現場の実情に
合わせた期間内（１週間～1ヶ月程度）現場全員で見守り活動を行う。
新規入場者教育メニューを作成し、各工事現場で活用してもらう。
工事監督員は、新規入場者教育や作業手順確認の強化の視点から工事監
督を行う。
※工事を実施するに当たって、「本取り組みを参考にし
たい」「内容をもっと知りたい」などのお問い合わせは、
港湾建設課建設第２係までお気軽にご連絡ください。
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小樽港でインフラ歴史ツアーを開催しました！
北海道開発局では、北海道命名１５０年目の節目の年を記念する取り組み
として、これまで私たちの暮らしや北海道の産業を支えてきたインフラをよ
り身近なものとして実感いただけるよう、インフラ整備の歴史をたどりなが
ら、その効果を体感できる「インフラ歴史ツアー」を今年実施しております。
その第一弾として小樽港の歴史をたどる
ツアーを６月２４日、７月２１日及び８月
２５日の計3回開催しました。各回募集定
員２０名のところ、全て満員となりました。
ツアーでは、小樽港湾事務所に開設して
いる「みなとの資料コーナー」を見学し、
事務所の職員が小樽港の整備の歴史や役割
について解説。また、土木学会選奨土木遺
産に選定されている『北防波堤』と『斜路
式ケーソン製作ヤード』について案内・紹
介したほか、港湾業務艇に乗船してもらい、
海上から小樽港の見学を行いました。

「みなとの資料コーナー」見学の様子

参加者からは、普段、北防波堤を間近に
見たり、海上から小樽港を見る機会が滅多
にないことから、「個人旅行では経験でき
港湾業務艇による港内見学の様子
ないツアー内容でよかった」「インフラを
通じて北海道の歴史に触れることができた」「知らないことが多く大変勉強に
なった」など好評で、インフラ見学を取り入れたツアーにまた参加したいとの
声が多数寄せられました。
港湾に関するインフラ歴史ツアーについては、次は釧路港での開催を予定し
ています。今後もインフラツーリズムを通じ、地域の暮らしと産業を支える港
を紹介していきたいと思います。

『北防波堤』
コンクリートを用いた日本初の本格的な防波
堤。小樽築港事務所の初代所長である廣井勇
の指揮の下、建設された。

『斜路式ケーソン製作ヤード』
滑り台方式でケーソンを進水させた世界初の
施設であり、ケーソン技術の適応範囲を広
げ、我が国の近代港湾の発展に貢献した。
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アグリポート十勝港！広尾町は開町150年

■農業王国十勝を支える港
十勝港は、豊かな清流、広大で肥沃
な土地と自然に恵まれた国内有数の食
糧供給基地「十勝地域」を背後圏に持
つ重要港湾で、十勝で生産される農畜
産物等を全国へ供給、飼料用原料や農
業関連資材を受け入れを行う流通拠点
「アグリポート」として整備が進めら
れています。

もりたに

とおる

広尾町港湾課 課長 森 谷 亨

■飛鳥Ⅱが１２年ぶりに寄港！
広尾町開町１５０年の節目の年に国
内最大のクルーズ船「飛鳥Ⅱ」が、函
館、小樽、稚内、網走を寄港する夏の
北海道クルーズの最後の寄港地とし
て、７月３０日、十勝港に２００６年
以来２回目の入港となりました。歓迎
セレモニーでは、村瀬町長から「開町
１５０年の年に入港を迎えることがで
き嬉しい。おいしい十勝の食を味わう
~
など満喫して」と挨拶。乗客に広尾町
特産の焼きシシャモなどを振る舞いま
した。同日夕方の出港時には、多くの
町民が駆け付ける中で、郷土芸能「陣
屋太鼓保存会」の和太鼓演奏により、
飛鳥Ⅱのお見送りを行いました。

十勝港第４埠頭の飼料コンビナート

■広尾町は今年、開町150年！
十勝港を管理する広尾町は、十勝で
最も古い歴史を持ち、今年は開町して
から１５０年の節目の年です。地場産
品を活用した「おもてなし弁当」の開
発、和太鼓公演・札幌交響楽団など毎
月「オンガクな１５０年♪」と題した
コンサートの開催など気軽に参加でき
楽しめる記念事業を実施しています。
町内の過去と現在を比較した写真展
「広尾町今昔物語」は、５月から毎月
写真を変えて開催し、７月には過去の
十勝港の写真を展示しました。

和太鼓演奏による飛鳥Ⅱ出港お見送りの様子

今後、十勝港へクルーズ船が寄港し
てもらえるように、日高山脈の太平洋
側裾野に位置する広尾町・浦河町・様
似町・えりも町を結ぶ三角形のドライ
ブコース「とんがりロード」の観光資
源を活かした魅力的な体験プログラム
の情報を発信し、誘致活動に取り組ん
で参りたいと思います。

昭和３５年当時の十勝港（展示写真の１枚）
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No.14

Q

公共施設等適正化管理推進事業債（長寿命化事業）について教えて
下さい。

A

平成３０年度地方債同意等基準（平成３０年総務省告示第１４９号）
等に定めるとおり、平成３０年度より、公共施設等適正管理推進事業
債について、港湾施設の長寿命化を図る地方単独事業も対象となりま
した。制度の概要についてご紹介いたします。
対象施設
港湾施設（水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設）
※維持管理計画等に基づく適切な維持管理を実施している施設に限る。

対象事業
■対象施設において地方単独事業として実施される長寿命化対策※1の
うち、国庫補助事業の要件を満たさない規模※2の改修事業
■腐食対策、沈下対策、コンクリート劣化対策、埋没対策等
※1 事業の実施により、１０年以上の長寿命化が見込まれるもの
※2 １件あたりの事業規模が、都道府県及び指定都市が港湾管理者にあっては２億円未満、
市町村が港湾管理者にあっては９千万円未満

事業要件
①国土交通省が定める管理方針（インフラ長寿命化計画等）を踏まえて
実施される事業
②点検を踏まえて効率的に実施されることが個別施設計画（維持管理計
画）において明示された事業
■腐食対策（鋼材の被覆防食）

地方財政措置
H30年度からH33年度までの4年間の措置
地方負担 100％

改良前

改良後

（負担内訳）

■コンクリート劣化対策（本体コンクリート

交付税措置分
27％～45%

の劣化改良）

×９０％

×１０％

通常債

一般
財源

90％

10％

※地方負担に係る地方債充当率は90％。地方債の元利償還金
の30％～50％（注１）を後年度に普通交付税措置

改良前

（注１）交付税措置率＝－０．５Ｘ＋０．７（Ｘ＝財政力指数）
ただし、財政力指数が０．８を超えるときは交付税措置率を
０．３００とし、０．４に満たないときは０．５００とする。

改良後

※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）
について、公共事業債の活用が可能な場合もありますので、
港湾計画課計画第２係までお気軽にご相談ください。
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港湾管理者が国有港湾施設に標識灯を設置するに当たって、
国への手続きは何か必要でしょうか。
標識灯については、港湾管理者が管理施設に「港湾に
おける転落事故等を防止するために必要な標識」に該当
するものと判断しますので、国への原状変更手続きは不
要です（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」参照）。
なお、標識灯の設置に当たっては、海上保安庁への航
路標識法に基づく手続きが必要となりますので、手続き
漏れの無いようご注意ください。

標識灯

港湾管理者向けの研修を用意しています！
国土技術政策総合研究所（横須賀庁舎）では、港湾の整備・管理等に関
する専門知識等の習得のために有用な各種研修を実施しています。
このうち「沿岸防災コース」（日程：平成３０年１１月１９日（月）～
２２日（木））及び「港湾施設設計実務コース」（日程：平成３０年１１
月２６日（月）～３０日（金））については、港湾管理者の皆様の港湾施
設管理業務等に係わる更なる知識習得に役立つ内容となっています。研修
内容の詳細については、下記ホームページをご確認下さい。

http://www.ysk.nilim.go.jp/kensyu/index.html

当該研修への参加のご希望がありましたら、９月２１日（金）まで
に、下記の港湾管理者専用アドレスあてお知らせ下さい。

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