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被災地の「食」と「観光」を台湾でＰＲしました！
～被災地農産品の輸出を通じた復興支援の取組～
北海道開発局では、北海道胆振東部地
震の復興支援の取組の一環として、２月
２日から４日にかけて、台湾最大級の複
合テーマパーク施設「麗宝（リーパオ）
アウトレットモール」内の北海道アンテ
ナショップにおいて、被災地である東胆
振地域の農産品を試食提供・無料配布す
るとともに、関係自治体の観光ポスター
の掲示やパンフレットの配布を通じて、
被災地の「食」と「観光」をＰＲしまし
た。

開催期間中は、平常時の約３倍となる
２，０００人以上の来場者で賑わい、農
産品に対して高い評価を頂いたほか、
「今後、継続して販売して欲しい」等の
声が寄せられ、地元バイヤーが今後の販
売展開を検討するなどの成果を得ること
ができました。

東胆振地域の農産品を展示・紹介

開発局職員によるＰＲの様子

また、東胆振地域の「食」と「観光」
に関するアンケート調査を行い、３００
人以上の方からご協力いただき、「札幌
や小樽は台湾でも有名だが、東胆振地域
は知らなかった。今後ぜひ行ってみたい」
等のコメントを頂きました。
今回の事業にご協力いただいた「麗宝
アウトレットモール」からは、「北海道
の情報発信や食品販売を通じて、北海道
と台湾がお互いに経済活性化することを
望む」との期待が寄せられました。
北海道開発局では、今後も農産品輸出
の取組を通じて、被災地の復興支援及び
地域経済の活性化を支援して参ります。
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観光ポスターの掲示

現地語による紹介看板

アンケートに回答する来場者
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稚内港湾事務所が平成３０年度人事院総裁賞を受賞！
～我が国最北の地方港湾 宗谷港での低潮線の巡視に尽力～
稚内港湾事務所では、我が国最北の地方
港湾である宗谷港の港湾区域内に位置する
低潮線＊の保全を目的とする巡視業務を実
施しています。
この度、厳しい自然環境の中で、国民共
通の財産である排他的経済水域等を確保す
るため、平成２３年度から予備調査も含め
て７年間、地道ではありますが着実に巡視
業務を年間を通じて遂行していることが評
価され、平成３０年度の人事院総裁賞（職
域部門）を受賞いたしました。

賞状の授与を受ける冨澤所長（写真左）

授与式は、２月１４日（木）、東京の明
治記念館で行われ、稚内港湾事務所を代表
して冨澤所長が出席し、式後、天皇皇后両
陛下の御接見を賜り、労いの言葉を頂戴い
たしました。

宗谷港

人事院総裁賞は、多年にわたる不断の努
力や国民生活の向上への顕著な功績等によ
り、公務の信頼を高めることに寄与したと
認められる職員又は職域を顕彰するため、
昭和６３年に創設されたものです。

北海道開発局では、平成５年の網走開発
建設部鹿ノ子ダム管理所以来、２５年ぶり
２回目の受賞となりました。
今回の人事院総裁賞の受賞に慢心するこ
となく低潮線の巡視等の業務に努めて参り
たいと、担当する職員はもとより、稚内港
湾事務所の全職員の士気がより一層高まり
ました。
＊低潮線とは
干満により、海面が最も低くなったときに陸
地と水面の境界となる線。海洋法に関する国際
連合条約上、排他的経済水域の幅を測定する根
拠。もし低潮線が後退すると我が国の排他的経
済水域が縮小することになる。

低潮線
高潮線

我が国の排他的経済水域と宗谷港の低潮線
保全区域（衛星写真）

港湾業務艇による低潮線巡視状況
低潮線保全区域

領海の限界線

排他的経済水域の限界線

限界線の基礎となる低潮線

2

高潮線（最高水面）

200海里(約370km)
領海
排他的経済水域
12海里(約22km)
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「苫小牧港セミナー in 東京 2019」を開催しました

■２年ぶりの東京開催
苫小牧港では、本港における内外貿
易の促進を図り、港湾の振興と発展に
寄与することを目的に、市内外の団体
・企業で、苫小牧港利用促進協議会を
設立し、官民共同で様々な活動に取り
組んでいます。
「苫小牧港セミナー」は本協議会の
ポートセールス活動として国内外で毎
年開催しており、今年度は、１１月の
バンコクに続き、２月１２日に東京都
内で開催しました。
セミナーでは、主催者を代表して岩
倉博文会長（苫小牧市長）が挨拶し、
船社・荷主・物流関係者など約３５０
人の参加者に、西港区の混雑解消に向
け新規岸壁整備着手を要望するなど、
次代への取組を進めていること、より
利便性の高い港を目指し、国際コンテ
ナターミナルに４基目のガントリーク
レーン導入の検討を開始したことなど
を紹介して、さらなる苫小牧港の利活
用を訴えました。

苫小牧港管理組合 総務部港湾振興室
いけぶち

まさひろ

港湾振興室長 池渕 雅宏

■本港への関心の高さを実感
引き続き開催された懇談・交流会で
は、国際コンテナターミナル背後で来
春操業を予定し整備中の大型冷凍冷蔵
倉庫など、食の物流機能強化に関する
動向を中心に、活発な情報交換が行わ
れました。
また、会場内に用意した各種パンフ
レット等は殆ど持ち帰られるなど、本
港に対する関心の高さを実感しました。

懇談・交流会の様子

パンフレット配布により苫小牧港をＰＲ

■使い勝手の良い港を目指し
苫小牧から出席した会員からは、
「苫小牧港に対する期待を強く感じた、
利用者の意見に真摯に向き合い、使い
勝手の良い港を実現するために、関係
者一丸となって取り組んでいきたい」
との決意が聞かれました。

岩倉苫小牧港利用促進協議会会長の挨拶

また、事務局からは、昨年９月の北
海道胆振東部地震からの復旧・復興状
況や２０１８年の国際コンテナ取扱個
数は２年連続過去最高を更新すること
などを紹介しました。
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関係者向けのヒアリ講習会が開催されました
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～水際での対策が重要、引き続き警戒を呼びかけ～
２月２６日（火）、ヒアリ対策の現
状、静岡県での取組、ヒアリの防除や
同定方法について、環境省主催による
関係者向けの講習会が、昨年度に引き
続き、札幌市内で開催され、午前・午
後の部合わせて、国や自治体職員など
約４０名が参加しました。

ヒアリ講習会の様子

環境省から、ヒアリ初確認から現在
までの状況について、「コンテナに関
わる確認事例が多く、その多くが中国
経由。国内でヒアリの定着を示す証拠
は確認されておらず、水際での早期発
見・防除が重要。来年度も全国６８港
湾での調査を実施していく予定」との
報告がありました。

６８港湾調査で発見されたヒアリ

ヒアリ専門家の岸本年郎博士から、
2月1８日に愛知県愛西市でフランス
発シンガポール経由のコンテナからヒ
アリが確認されたことに関して、「ヒ
アリの生息地が国際的に広がると見ら
れ、中国以外からのコンテナのチェッ
クも必要になる」との見解が示され、
今後も警戒を強化し続けなければなら
ないとの説明がありました。
出典：講習会資料「ヒアリの防除に関する基本的考え方」

今回の講習会では、スマートフォン
とスマホ用のマクロレンズ（100円
ショップで購入可能）を用いて写真撮
影し、ヒアリの特徴を確認する同定実
習も行われました。
また、環境省では、昨年度策定した
ヒアリ同定マニュアル等について、新
たな知見を加えて、近く改定する予定
とのことでした。

マクロレンズを取り付け、スマートフォンで
ヒアリを撮影（同定実習の様子）
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港湾施設点検におけるＩＣＴデータベースシステム・
ドローンの導入に係る地方財政措置について

総務省では、インフラ施設の適正
管理等を推進するため、平成３１年
度から、都道府県及び市町村におけ
る施設の点検の効率化・充実に資す
るＩＣＴデータベースシステム及び
ドローンの導入に要する経費の５０
％を新たに特別交付税として配分す
ドローンにより短時間で俯瞰的に施設の点検が可能
ることとしています。
措置対象は港湾施設等で用いるＩＣＴデータベースシステム又はドローンの
導入に要する経費で、導入する施設の個別施設計画を策定済みであること等が
要件となっており、平成３５年度までの期間限定の措置となります。
これからドローンを導入しようと考えている港湾管理者の皆様におかれまし
ては、当該措置の活用について検討してみてはいかがでしょうか。
なお、要件等の具体的な詳細については追って周知されることになる旨、総
務省の担当者から伺いましたので、当該措置を希望される場合や質問等がある
場合は北海道総合政策局市町村課にお問い合わせください。

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。
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。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

平成３1年度の正式な研修実施計画は、４月以降にホームページに掲
載されます。
なお、平成３０年度の研修実施計画からの大幅な変更はない予定です。
研修への参加のご希望がありましたら、随時、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
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■ 維持管理は管理者が行うものとして、修繕等を町の単費で
行っているが、よい交付金事業がないか知りたい。
■ 港湾の維持管理に係る経費が大きくなっており、町財政の
負担を軽減できる支援があるとありがたい。
修繕したい施設を複数まとめ
て事業費の合計が９千万以上※1
であれば、社会資本整備交付金
の港湾改修事業（統合補助）
（国費率：１／３）を活用でき
る場合があります。
また、起債事業となりますが、
事業費が９千万円に満たない※２
場合であっても、公共施設等適
正化管理推進事業債（長寿命化
債）※３を活用できる場合もあり
ます。
※１
※２
※３

交付金を活用して物揚場を改修

交付金を活用して臨港道路を改修

１件当たりの事業規模が５億円以下で、市町の港湾管理者にあっては
９千万円以上、管理組合は２億円以上。
１件当たりの事業規模が、市町の港湾管理者にあっては9千万円未満、
管理組合は２億円未満。
平成30年度から平成33年度までの措置。

なお、統合補助については平成３０年８月号、長寿命化債については
平成３０年９月号のこうわん通信のＱ＆Ａでも紹介しておりますので、
ご参照ください。
交付金の要望に関するご相談は、港湾計画課
北海道開発局港湾空港部
港湾計画課
011-709-2137
計画第２係までお気軽にお問い合わせください。

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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