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　砂原漁港は、北海道南西部の渡島半島南
東部、駒ヶ岳山麓、噴火湾の入り口に位置
する、第3種漁港です。
　本港は昭和26年 6月29日に第 3種漁港に
指定されて以来、漁獲量・額ともに北海道
を代表する漁港であり、水産物の安定供給
と地域の産業・経済を支えています。
　漁業形態は刺し網・定置網によるスケト
ウダラ、イワシ漁に加え養殖を主体とする
ホタテガイ漁業が盛んに行われ、北海道有
数の水産物供給地となっています。
　しかしながら、漁業の混雑による陸揚げ
待ち時間の恒常化や入港を要請する外来漁
船の利用に対応できないなどの課題を有し、
十分な水産物の安定供給に寄与することが
求められています。
　また、当漁港を有する森町砂原地区は、
駒ヶ岳の山麓にあり、噴火災害の際には、
当漁港は、地域にとって唯一の避難経路と
して、さらには、支援物資の供給基地、復
旧工事の拠点基地として重要な役割を果た
すことが期待されています。
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Report.1 北海道港湾空港建設協会　第32回通常総会開催

第32回
通常総会開催

北海道港湾空港建設協会

うち68社に出席をいただき、平成28年度の事業報告・収

支決算および監査報告、平成29年度の事業計画（案）・

収支予算（案）について原案どおり承認された。

　平成29年度事業計画については、引き続き安全講習会

や工事報告会、北海道開発局等発注機関への要望及び意

見交換などに取り組んでいくことを確認した。冒頭、あ

いさつに立った宮﨑会長は、「日本の食糧基地である北

海道の物流を支えているのが港湾である」と強調し「施

設の着実な整備が重要だ」と訴えた。また、災害に迅速

に対応する建設業の役割と港湾空港整備促進のため、昭

和61年設立した協会の目的を果たしていくためには、更

なる会員の一層の協力を求めた。

　当協会の第32回通常総会は、平成29年 4月13日（木）

ホテル札幌ガーデンパレスで開催した。全会員数79社の

宮﨑会長

全景
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　　　 港湾空港建設技術の開発、向上を目的とし、会員

が施工した港湾、漁港、空港工事について、施工

管理、品質管理等に関する報告会を開催する。

　 3）シンポジウム等への参画

　　　 港湾空港建設技術を開発、向上させ、港湾空港建

設業の社会的地位の向上と健全な発展を図ると

ともに港湾空港整備の促進に寄与するため、関係

行政機関、関係団体と連携してシンポジウム等の

事業に参画する。

2．要望及び意見交換
　 1）北海道開発局等に対し港湾空港関係予算及び実施

　　　に関する要望及び意見交換を実施する。

　　　① 港関係 7団体の共催で要望・意見交換会を開催

する。

　　　② 日本港湾空港建設協会連合会との共催で要望・

意見交換会を開催する。

　 2）北海道港湾振興団体連合会の一員として港湾整備

　　　促進及び利用振興活動に参画する。

3．調査研究
　 　港湾空港建設技術の開発、向上に関する調査研究及

び資料の収集並びにその他工事の施工等に関する事

項について調査検討を行う。

4．会報の発刊
　 　港湾空港建設業の社会的地位の向上に関する宣伝及

び啓発等を目的として会報誌「北のみなと」を 3刊程

度編集し発行する。

5．日本港湾空港建設協会連合会の事業参加
　 　日本港湾空港建設協会連合会が開催する会議等に参

加する。

（記事は、「北海道通信」から一部抜粋して掲載しました）

1．講習会等
　 1）安全管理講習会の開催　

　　　港関係 7団体の共催で安全管理講習会を開催する。

　 2）港湾空港工事報告会の開催

笹島港湾空港部長

　来賓あいさつでは、北海道開発局の笹島隆彦港湾空港

部長は、本年度の工事でＩＣＴの浚渫工事を導入すると

説明したほか、インターンシップの支援では前年度に引

き続き進めていくと紹介した。さらに、工事の安全管理

についてもふれ、「平成28年度の港湾・空港・漁港工事

では人身事故がゼロだった。引き続き受発注者で連携し

て災害ゼロの協力を求めた。

　日本港湾空港建設協会連合会の川島毅会長は、港湾空

港建設業の発展、改善に向け、さらなる協力を求めた。

川島会長
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　北海道港湾空港建設協会（宮﨑英樹会長）、北海道建

設業協会港湾・漁港部会（藤田幸洋部会長）など道内の

港関係 7団体は 2月23日ホテル札幌ガーデンパレスで

平成28年度安全管理講習会ならびに港湾空港工事報告

会を開催した。

　会場には、各団体の関連企業から130人が出席した。

平成28年度
安全管理講習会
日　時　平成29年 2 月23日（木）9：30～12：00
場　所　ホテル札幌ガーデンパレス
主　催　北海道港湾空港建設協会　　　　　　（一社）北海道建設業協会港湾・漁港部会
　　　　（一社）日本埋立浚渫協会北海道支部　（一社）日本海上起重技術協会北海道支部
　　　　全国浚渫業協会北海道支部　　　　　（一社）全日本漁港建設協会北海道支部
　　　　（一社）日本潜水協会札幌支部

ヒヤリハット事例の活用を
労災対策など知識深める

港関係 7団体が　安全管理講習会開催

全景
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講演に先立ち主催者を代表して、日本埋立浚渫協会北海

道支部の白川隆司支部長が「港湾・空港・漁港の着実な

整備を通じその社会的重要性を認識し、期待される役割

を果たしていかなければならない」と団体の役割を訴え

た。業界の喫緊の課題である担い手の確保では、建設産

業を魅力ある産業にするため、「労働災害防止に努め、

一層の安全管理が求められている」と述べた。

　講演では、開発局の菊地建設第二係長が直轄工事にお

ける労災の傾向について、午前 9時から10時、午後 1

時から 2時、午後 3時から 4時に多く、仕事始め・休

憩後の作業時間に発生していると説明。経験年数別の発

生状況では、「建設業全般で30歳未満10％なのに対して、

港湾・空港工事は20％と若い人が多く被災している」と

傾向を示した。安全対策の取り組みではヒヤリハット事

例1,900件をデーターベース化し、工事監督員への提供

や安全パトロールで活用していると紹介。各現場におい

ても安全教育に活用してほしいと求めた。

　このほか、北海道労働局労働基準部安全課の小田桐康

一地方産業安全専門官が、「建設工事における労働災害

防止について」は、冬季特有の災害や交通事故の防止を

呼び掛けた。

　また、全国健康保険協会北海道支部の保健師中村朗子

氏が「職場の禁煙・分煙で健康づくり」で特別講演。出

席者も現場の安全管理や、生活習慣の予防、職場の禁煙・

分煙について理解を深めた。

菊地係長

小田桐専門官

中村朗子保健師

白川支部長
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日　時　平成29年 2 月23日（木）
場　所　ホテル札幌ガーデンパレス
主　催　北海道港湾空港建設協会

平成28年度
港湾空港工事報告会

　平成29年 2月23日（木）
ホテル札幌ガーデンパレス
において、当協会主催の「平
成28年度港湾空港工事報告
会」を開催した。報告のあ
った工事は、株式会社吉本
組、釧石工業株式会社、安
田建設株式会社が平成27年
度に施工した 3件で、工事
を担当した技術者が現場で
の取組を紹介。出席者は各
現場での品質管理、工程管
理、創意工夫など技術の研
鑚を深めた。

開催にあたり主催者
を代表して宮﨑英樹会長
は「港湾空港建設技術
を向上させることを目的
に、この工事報告会を開
催している。当協会の技
術委員会で難易度の高い
工事、工事評価点の高い
工事の中から選定し発表
をお願いしている。今日

は報告を聞き、今後の工事の参考にさせていただきたい」
と挨拶し、報告会が有意義なものになることを期待した。

　続いて北海道開発局港
湾空港部　港湾建設課　
伊藤晃課長から挨拶をい
ただきました。
　伊藤課長は「報告され
る工事の 3件は、いずれ
も28年度北海道開発局優
良工事局長表彰あるいは
開発建設部長表彰を受賞
した工事で、様々な施工

上の制約がある中で、安全に留意し適切な品質・施工管
理をされて工事を完成させた」と述べるとともに、報告
者をはじめ関係者への敬意を表した。

来賓挨拶主催者挨拶

主催者挨拶　宮﨑会長 来賓挨拶　伊藤港湾建設課長

港湾空港工事報告会
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工 事 報 告

　報告工事は、㈱吉本組施工の「寿都漁港外 1港物揚場

改良工事」、釧石工業㈱施工の「釧路港西防波堤上部そ

の他工事」、安田建設㈱施工の「宗谷港外 2港建設工事」

の 3件で、各工事担当者から工事概要の説明と工程管理・

品質管理・安全管理などの課題と課題解決に向けた現場

での取組が報告された。

●寿都漁港外 1港物揚場改良工事

•請負者　株式会社　吉本組

•工　期　平成27年 5月21日～平成27年11月30日

•発注者　小樽開発建設部

•工事内容

　寿都漁港

　　－2.5ｍ物揚場（改良）　Ｌ＝95.3ｍ

　　　構造物撤去工、土工、本体工、上部工、裏込工、

　　　裏埋工、付属工、舗装工　各 1式

岩内港 

　　物揚場（－3.0ｍ）　Ｌ＝52.3ｍ

　　　構造物撤去工、土工、本体工、間詰めコンクリー

　　　ト工、上部工、裏埋工、付属工、仮設工　各 1式

•報告概要

　施工箇所が旅館や魚市場に隣接しているため、コンク

リート取り壊しに圧砕機や超低騒音ブレーカーを使用し

た騒音対策や、漁組・旅館と協議し交通量の多い時間帯

は、重機作業の休止時間を設けるなどの安全対策が報告

された。

●釧路港西防波堤上部その他工事

•請負者　釧石工業　株式会社

•工　期　平成27年 3月26日～平成28年 2月 5日

•発注者　釧路開発建設部

•工事内容

　新西防波堤　　　　　　　　　（Ｇ 1部）　　（Ｇ 2部）

　　本体工

　　　捨石本均し・荒均し 159.0ｍ 86.0ｍ

　　被覆工

　　　被覆ブロック 160.2ｍ 86.0ｍ

　　上部工

　　　上部コンクリート 159.0ｍ 86.0ｍ

　　土工

　　　整地 162.1ｍ 82.2ｍ

　　裏込工

　　　ブロック撤去・仮置（ 2～ 5 t）  3,083個

　　仮設工

　　　取水間移設  1 式

　新西防波堤（Ａ部）

　　土工

　　　整地  84.5ｍ

　護岸　　　　　　　　　　　　（Ｂ 1部）　　（Ｂ 2部）

　　本体工

　　　捨石本均し・荒均し 70.8ｍ 50.0ｍ

　　被覆工

　　　被覆ブロック 70.4ｍ 50.0ｍ

　　上部工

　　　上部コンクリート 70.8ｍ 50.0ｍ

　裏込工

　　裏込石 120.8ｍ 47.0ｍ

　構造物撤去

　　ブロック撤去・仮置（ 5 t）  281個

•報告概要

　被覆ブロック製作における、型枠からのモルタル漏洩

や気泡の減少対策と、数日後に大時化となることが想定

され、これによる上部工転倒のおそれがあったため急遽

方塊仮置などによる基礎石の流出防止対策などが報告さ

れた。

株式会社　吉本組
工事係長

梅澤　稔彦  氏

釧石工業　株式会社
工事係長

船越　一智  氏
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●宗谷港外 2港建設工事

•請負者　安田建設　株式会社

•工　期　平成27年 4月 6日～平成27年12月 1日

•発注者　稚内開発建設部

•工事内容

　宗谷港

　　物揚場（－2.5ｍ）（東船溜）

　　　海上地盤改良工

　　　　床掘 1式

　　　基礎工

　　　　捨石投入・均し 28.56ｍ

　　　本体工

　　　　ワーロック製作・据付 25個

　　　　水中コンクリート　 26.56ｍ

　　　上部工

　　　　上部コンクリート 21.02ｍ

　　　土工

　　　　土砂運搬捨土 1 式

　　護岸（防波）（東）（改良）

　　　構造物撤去工

      　　ブロック撤去 1式

　　　上部工

　　　　胸壁コンクリート 15ｍ

　　　消波工

　　　　ブロック運搬据付 1式

　稚内港

　　岸壁（－5.5ｍ）（改良）

　　　本体工

　　　　ワーロック製作 50個

　枝幸港

　　防波堤（波除）（南）

　　　構造物撤去工

　　　　ブロック撤去 1式

　　　基礎工

　　　　捨石投入・均し 15ｍ

　　　本体工

　　　　水中コンクリート 10.0ｍ

　　　上部工

　　　　上部コンクリート 60.0ｍ

　　消波工

　　　消波ブロック据付 80.8ｍ

•報告概要

　施工箇所が稚内港・宗谷港・枝幸港の 3港で稚内港～

枝幸港間の距離は120㎞以上と長距離であった。施工は

3港ほぼ同時に開始する必要があったため、各港に技術

者を配置した。施工状況確認や安全点検などのため各現

場への移動が大変であったこと、現場立会・段階確認の

回数も多く、スケジュール調整に苦労したことなどが報

告された。

特 別 講 演

　特別講演では、

港湾空港総合技術

センター北海道

支部からの數土勉

支部長が「港湾の

i－Construction  

港湾におけるICT

導入の検討状況」をテーマに講演を頂いた。

　港湾におけるICT導入検討委員会で示された取組方針

や新たに導入する新基準案、各項目の詳細、スケジュー

ルなどを解説した。今後の動向については、「i-conは着

実に進む」「技術の進捗で、i-con導入が早い展開になる

かもしれない」と語り、対応していく必要性を強調した。

記 念 品 贈 呈

　工事報告・特別講

演終了後、工事報告

者 3名に技術委員

会　中村弘之部会長

から記念品を贈呈し

て、工事報告会を終

了した。

安田建設　株式会社
副工事長

田村　勇二  氏

特別講演　數土支部長

記念品贈呈
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我が社の安全衛生管理

我が社の安全衛生管理

安田建設株式会社　管理部長　東田　勝三

1．はじめに

　当社は昭和27年（1952年）枝幸町歌登（当時歌登町）

で安田組として創業を開始し、今年で65年を迎えました。

　官公庁を主体に港湾・道路・農業・水産等の幅広い分

野で事業を展開し、海上作業は起重機船 2隻、クレーン

付台船 1隻の 3船団を所有し、港湾・漁港・魚礁・人工

リーフなどを建設しています。

　マネジメントシステムは平成10年に品質マネジメン

トシステム（ISO9001）、翌平成11年に環境マネジメン

トシステム（ISO14001）を認証取得し、以来環境に配

慮し、顧客が満足する製品を提供するという使命を全う

することにより社会に貢献できるよう全社員一丸となっ

て取り組んでおります。

２．安全衛生基本方針

　当社は『危険ゼロ』の職場創りを優先し、協力業者参

加の下、「安全第一」・「人命尊重」を重視した安全衛生

活動を積極的に推進し、安全で健康的な職場環境を確立

します。また、建設工事の三大災害等による死亡災害・

休業災害の撲滅に取組み、地域社会から信頼される企業

を目指します。

３．安全衛生管理計画

　安全衛生委員会の年度末開催時には作業所長も参加し、

各作業所の安全衛生管理活動の評価を行い、社会情勢及

び労働災害の発生状況を考慮し、次年度計画を作成しま

す。

　年間計画では実態に即した重点施策を設定し、具体的

な実施事項を示し、管理目標を立て、店社と作業所との

連携のもとに労働災害 0を目指し活動しています。

４．安全衛生管理活動

①安全大会
　毎年開催される枝幸建設協会主催の交通・労働災害防

止安全大会に就業者全員が参加しています。

　安全大会では稚内労働基準監督署、枝幸警察署から外

部講師を迎え、労働災害・交通災害防止の安全講話を実

施して知識を深め、各部署の安全管理活動に役立たせて

います。

②店社パトロール
　毎月行っている店社パトロールでは社長が参加し、事

業場における安全衛生活動の重要性を指導し、士気の高

揚を図っております。

　パトロールでは作業環境・安全施設の点検、教育・訓

練の履行状況及び活動での工夫・取組みを確認し、不備

があれば是正指示を行い、直ちに改善し、緊張感をもっ

て安全管理活動を行っています。

安全大会

店社パトロール
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我が社の安全衛生管理

③社内研修会
　毎年、年度末に技術員を対象とした社内研修会（ 2日

間）を開催し、安全管理をはじめ、総合的な技術力アッ

プを図っています。

　講習では担当者による専門知識の習得以外に、技術員

が各作業場での問題点及び解決策、創意工夫（施工・安

全）を発表し、技術の水平展開を行っています。

④交通安全
　社員全員でセーフティーラリーに参加し、安全運転意

識の向上と定着を図り、無事故・無違反の達成に努力し

ています。また、枝幸交通安全協会が主催する「旗の波

運動」に参加し、地域住民の方々と一緒に交通事故防止

活動を行っております。

５．作業所安全衛生管理活動

　各作業所ではリスクアセスメントを実施し、作業毎の

潜在的な危険性を明確にし、必要な低減措置を作業所安

全衛生管理計画書に取入れ、月毎の重点実施項目を計画

し、日々の安全衛生活動へと展開しています。

　安全教育訓練、災害防止協議会で計画を周知し、毎日

の作業、朝礼、点検

で取り組んでいます。

また、教育の一環と

して作業所合同で外

部講師による 6時間

教育を実施してい

ます。

　交通災害防止対策としては交通ルールの順守指導を行

い、ヒヤリマップの作成・掲示で通勤経路の危険個所を

確認し、過積載防止の具体策を示すことにより交通安全

の意識向上に努めています。

６．その他の活動

　枝幸町の重要な産業のひとつは漁業です。しかし、流

氷が接岸するような自然環境の厳しい地域のため、3月

上旬の出漁期はまだ港内が結氷している状況にあります。

地元要望により氷を割って下架作業をスムーズに行える

ようにし、氷を港外に掻き出すことで安全な航路・停泊

場所を確保しています。

　また、枝幸町の美化運動に協力し、町内の基幹道路脇

に花壇を造り、園芸草花を植栽し、シーズンを通して維

持・管理することで町民に喜ばれています。

７．むすびに

　ひとたび労働災害が発生すると被災者はもちろんのこ

と、その周辺の人たちまでが大きな損害を受けます。さ

らに企業にとっても大きなダメージとなります。

　リスクを回避し、安全作業を行うには、作業環境を整

備することが大切であり、効果的な安全活動を通じて就

業者全員の安全意識を向上させることもさらに重要です。

　今後も個々人の能力アップに重点を置き、労働災害撲

滅に向かって努力し、地域社会から信頼される企業を目

指します。

社内研修会

港内の氷割り 花壇造り

6 時間教育
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私の
趣味

■多忙・多感な少年時代
　私は神奈川県鎌倉市出身で、この湘南エリアの有
名人では俳優の加山雄三、歌手の桑田圭祐などが良
く知られています。青い海と山に囲まれた自然環境
で生まれ育ち、本質的に遊び好きな性質のためか学
業などは二の次で、体力に任せ海山で身体を動かす
ことを最優先とする生活をしていたような気がしま
す。
　小学生時代は週末になると父親に連れられよく海
釣りに行きました。悪友とは学業はそっちのけで、
学校帰りには遅くまで寄り道をし、野球、サッカー
に夢中になれば帰宅が遅れる事も頻繁で、必然宿題
も出来る状態では到底なく、ことある毎に母親から
叱られた苦い思い出があります。（要は年がら年中
遊んでいたということです。）　特に夏休みになれば
それこそ水を得た魚のように江ノ島や葉山御用邸の
近くで磯遊びや海水浴に行ったりもしましたが、海
山に囲まれた生活環境で一年を通じて遊びの中心は
何故か『海釣り』だったような気がします。祖父が
魚屋をしていたこともあり、家庭料理は自然と口に
するのは海産物が中心で、食卓も魚貝類が多かった
ことも思い出します。腰越港シラスの浜茹で、江ノ
島のサザエのつぼ焼き（小振りです）、三崎港にあ
がってきた遠洋マグロなどは絶品で、そのお陰かど
うか分かりませんが毎日食欲旺盛で元気一杯な多忙
で多感な少年時代でした。
　自宅近郊は茅ヶ崎港、江ノ島、片瀬海岸、腰越港、
小坪港、葉山港、長井港等々漁業専業者や遊漁船が

ひしめき合っていた地域であり、漁港毎の水揚げ物
の中心は多少なりとも違いますが、早朝の港の賑わ
いというものは、そこにいるだけで何だかワクワク
するものを感じていました。沖上がりの船が港に着
く時間を見計らって出向き、度々お裾分けしても
らった記憶もあります。
　しかしいただくだけでは満足しきれずになり、自
分で釣りあげたものを自分で調理して食する機会も
増え、美味しくいただくという面白みにもはまり、
「魚名」、「その食味」、「特徴（有毒？無毒）」なども
調べれば調べるほど一層その面白さが増していきま
した。「特徴」で言えば例えば「ゴンズイ」という魚、
これは防波堤の投げ釣りでよく獲れますが、背びれ
に毒があり不用意に触れてしまって 1週間近く手が
痺れてしまった実体験もあります。ハオコゼなどは
天婦羅では絶品ですが、それこそ触れでもしたら大
変な騒ぎになります。

■多少学業に勤しんだ青年期
　青年期の高校生時代になると逗子海岸近くの学校
に通ったものの、今まで逸失した学習時間を取り戻
すべく机に向うことが増えてしまい、めっきり魚釣
りの機会は減っていきます。温暖な海洋気候に恵ま
れ、のんびりとした多少学業中心の学生生活だった
ことを思い出します。
　とは言え週末になると培われた遊び心がむずむず
と湧き上がり、気分転換と称して遊魚船に乗ったり
もし、道具類も借り物ではないマイロッド、マイ電

『半世紀釣行』
五洋建設株式会社　櫻 井 克 之
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動リール、マイクーラーを手に入れ、徐々に本格的
な沖釣りに目覚めるようになり、自然の成り行きで
BIGFISH（大物釣り）への思いが日に日に、年々
増して現在に至っています。

■社会人 1年～2015年
　大学卒業後、五洋建設に入社し数年は東京支店の
陸上現場を担当するようになり釣行もめっきり減っ
て社会人のお付き合いであるゴルフにはまり、竿の
縦振りではなくドライバ－の横振りに夢中になりま
した。お陰さまで今ではご一緒する方にご迷惑をか
けないようなゴルフが出来て今日に至っています。
　当時在席していた東京支店は離島である小笠原諸
島のほか伊豆七島（伊豆大島/利島/新島/神津島/三
宅島/御蔵島/八丈島）での現場が多く、この離島は
釣り人にとっては武者震いするほどの釣りの聖地と
いってよい地域であり、金目鯛、ヒラマサ、カンパ
チ、青鯛、尾長鯛、モロコなど大小魚種も多く一年
を通して食味の良い魚が狙える抜群な釣り環境です。
しかし非常に残念で心残りなことは一度も離島勤務
がなかったことです。
　伊豆七島のなかでも八丈島へは羽田空港から45分
程で到着し、朝一番で出発すれば 6時間釣行で夕方
の便で戻ることも可能です。常宿である船宿「アサ
ギク」さんとは仕事上のお取引もあり、公私共に大
変お世話になっております。（HPを是非見て下さ
い）この八丈島釣行体験で記憶に残る魚が、「三の字」
です。スズキ目の二ザダイ科に属し、尾ヒレに 3本
線が入っています。釣れた時の引き味は良いのです
が地元の方に言わせると決して包丁は入れないし、
包丁に付いてしまった血はなかなか取れないとのこ
とです。伝説によると江戸時代に島流しの刑になっ
た罪人が手首に三本線の刺青を入れられ流されるの
が八丈島で、その化身が「三の字」であると言われ

ています。「二の字」という魚もありますが、これ
は刺身でも大丈夫なのですが進んで食する気にはな
れません。この外道である「三の字」は八丈島と八
丈小島間の 1級釣りポイントで掛かりますが、この
付近は鮫も多く地元の方が落船して犠牲になってい
ます。実体験ですが大物を仕掛けた魚の血に鮫が集
まり頭部だけ釣り上げたこともありました。
　近場の伊豆大島へは羽田から約30分で着きます。
竹芝桟橋からは東海汽船のジェットフォイルで行き
ますと運がよければ途中でイルカの群れに遭遇する
ことも有り、離島の雰囲気を味わえます。他には三
宅島、御蔵島への釣行も何度か経験しましたが、離
島での釣りは天候に左右されることが多く、又費用
もかかり、それほど頻繁には行けませんので近場の
東京湾、千葉の外房、相模湾での船釣りの回数が増
えてきます。頻繁に行った深場釣りの鬼カサゴは鍋
がお勧めで、身のプリプリした極上の食感がたまり
ません。因みにこの魚の鰭酒も絶品ですが棘には要
注意です！（写真は小坪港洋征丸で城ヶ島付近にて
釣りました）

　相模湾は夏になると最近の海流温暖化の影響で鰹
やメジマグロ（黒マグロ）が回流してピ－ク時期に
なると遊漁船は大賑わいになります。冬になれば
城ヶ島沖（沖の瀬）や伊豆大島付近で金目鯛が顔を
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したが、2回目は 2尾と貧釣果のため途中から氷上
ジンギスカンパ－ティ－に変更し、それはそれで楽
しい時間を過ごせたと自己満足しています。

　最後になりますが、これからの釣行予定はお取引
会社の漁業部に便乗させてもらいながら北海道の釣
りを楽しもうと思います。道内での釣行地は積丹、
余市、日高と少ないため、今後は稚内、留萌、渡島
半島付近、道東（釧路、根室）、網走などにも遠征
したく準備をしているところです。各地の遊漁船を
専門誌で確認しながら週末には自宅で道具の手入
れ、仕掛けづくりに勤しんでいるこの頃です。

見せます。（金目鯛は水深400ｍ～1,000ｍ前後まで
探ります）

■北海道赴任～現在に至るまで
　2015年 4 月に東京から赴任してきました。今ま
で出張では何度か来ていますが、初めての単身赴任
ですので生活に慣れるまでは多少の時間がかかりま
したが、徐々にそしてしっかりと北海道の良さが理
解できるようにもなり、仕事上のお取引のある方々
とのお付き合いも増え、 2年間がいつの間にか過ぎ
てしまったなと感じています。赴任初年度の 4月か
ら11月までは横振り（ゴルフ）に専念もしましたが、
お付き合いのある方から岩内港や余市港から船を
チャーターしていただき鰈、柳の舞い、鱈などを数
釣りし、大型ク－ラ－が満タンで食べきれずに翌日
会社の同僚にお裾分けをしたりしました。　
　昨年度のタ－ゲットは積丹の鰤で年 2回の釣行と
少なく、初回目は 1尾と貧果でしたが 2回目は80セ
ンチクラスが 8尾釣れて鰤料理だらけが 1週間ほど
続き、さすがに飽きてしまう状況で、やはり食べる
分のみを持ち帰るのが資源保護上大切であると痛感
し反省しています。
　 北海道で始めたのがもう 1つ、渓流釣りです。
社内の釣り名人に連れられ真狩川を含め 3回の経
験をし、大・中・小の虹鱒を釣りましたが、釣行中
ヒグマとの遭遇することにビビッて集中力が途切れ
て結局数釣ができず、お裾分けをしてもらう屈辱も
経験してしまいます。釣人は集中して竿出している
時は周辺（特に背後）の様子を気にしておらず、危
険予知力が低下してヒグマに遭遇してしまった事故
は多いと聞き、今では渓流釣りのお誘いがあればヒ
グマが出没しそうもない釣り場をお願いしています。
　北海道の厳冬のワカサギ釣りにも 2回挑戦しま
した。釣場は三笠市の桂沢湖で初回は40尾と好調で



132017.5  No.91

Topics.1

釧路港西港区
国際バルク戦略港湾整備
―第 1基目ジャケット据付 報道機関現場公開―
　平成29年 2月 8日に釧路開発建設部が、釧路港西港区

第 2ふ頭で整備をしているジャケット式－14ｍ岸壁桟橋

構造の工事を報道機関に現場公開した。釧路港第 2ふ頭

のバルク対応岸壁は水深－12ｍの岸壁のため、パナマッ

クス船が貨物を満載で係留できないことから、国際バル

ク戦略港湾として水深－14ｍ岸壁に建設している。

　ジャケット構造の道内での開発局施工は室蘭市の追直

漁港、函館市の函館漁港に次いで 3例目で、 1基当たり

の長さが25ｍ、幅が20ｍ、高さが14ｍで重さが167トン

と大型のため、工事を受注したあおみ建設㈱は、定格重

量1,800トン吊りと旋回起重機船としては国内最大級の

クレーン船を本州より回航して据付けた。ジャケット据

付けには、吊上げたジャケットの 4本のレグ（ジャケッ

トの 4本の脚）管内にＣＣＤカメラを取付け、衛星利用

測位システム（ＧＰＳ）により、ジャケットを据付ける

打込み済みの鋼管杭の位置をモニターに写し、レグ管内

に取付けたＣＣＤカメラの映像を見ながらオペレータが

据付けた。

　現場公開日に据付けされたジャケットは11基中の 1基

であり、平成29年度中に全11基が据付けられる。

1,800t吊旋回起重機船によるジャケットの吊上げ ジャケット 1基目据付け状況

ジャケット 3基据付け完了状況（ 2月 9日完了状況）
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平成28年度 第２回
小樽港フィールド・ラーニング開催

　小樽開発建設部は、平成29年 2月21日同部庁舎で本年

度第 2回目となる小樽港フィールド・ラーニングを開催

した。開建職員、小樽市や民間業者などから約60人が参

加した。講師を務めた日本データサービス㈱顧問の関口

信一郎氏は、「物資輸送と水運・世界を変えた道路と鉄路」

と題して講演し、土木技術の歴史を伝えた。

　初代小樽築港事務所所長の廣井勇博士の工学における

考え方を学び、港湾整備の計画・調査・設計・施工など

に生かしていくことを目的とした勉強会として、平成24

年度から毎年実施している。

　本年度からは関口氏が講師を務め、「港湾の歴史～廣

井勇博士の生涯」と題した全 4回の講演を予定。今回は

2回目となる。関口氏は、廣井勇に関する本を出版する

など廣井博士の研究者として知られている。

　前回は「蝦夷地と北海道」と題し、北海道の縄文時代

から江戸時代、幕末、明治維新を経ての北海道の歴史を

紹介した。

　今回は「物資輸送と水運・世界を変えた道路と鉄路」

をテーマに講演。古代から船が戦争や物資の輸送などに

使われていたこと、陸路では侵略や交易のために道路が

発達したことを説明したほか、蒸気機関の発明以降は大

量高速輸送のため鉄道運輸が発達したことなどを紹介し

た。

　関口氏による講演は残り 2回を予定。今後の講演では、

歴史の中で廣井博士の果たした役割について説明してい

く予定。

（記事は北海道通信から抜粋して掲載しました。
写真提供は、小樽開発建設部）

講演する関口信一郎顧問

熱心に講演に聞き入る参加者
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Topics.3

コンクリート長期耐久試験
見学会の開催

　小樽開発建設部小樽港湾事務所は、平成29年 2月22日

（水）同所「みなと資料コーナー」でコンクリート長期耐

久試験の見学会を実施した。

　当日の試験は、1926年（大正15年）に製造された材齢

90年のモルタルブリケット（供試体）について、「ミハエ

リス二重てこ式抗張力試験機」を用いて実施された。

　本見学会は、ＯＦＬ（小樽港フィールド・ラーニング）

プログラムの一つとして行われ、開発局職員、小樽市職

員及び民間企業従事者の27名が参加した。

　コンクリート長期耐久試験で用いられたモルタルブリ

ケットは、初代の小樽築港事務所長であった廣井勇博士

により1897年（明治30年）に開始された小樽港北防波堤

の建設にあたって、それ以前の国内外での海水中に用い

られたコンクリートに異常が生じていたことから、耐海

水性に適したコンクリートの配合、施工方法、養生方法、

製作時期の違いによる影響、火山灰や石灰などの混和材

の混合による効果を検証する応用的な試験を行うために

製造されたもので、北防波堤建設着手前年の1896年（明

治29年）から1937年（昭和12年）の40年間に約60,000個

が製造され、現存個数は約4,000個があり、その中から選

定された供試体による試験が行われた。

コンクリート長期耐久試験の説明

試験実施状況と試験結果

展示中のモルタルブリケット（実物）

モルタルブリケットの保管状況

（写真提供：小樽開発建設部）
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函館港幹線臨港道路が全線開通
供用開始式を開催
　函館開発建設部が整備を進めてきた函館港幹線臨港道

路が、 3月25日待望の全線開通を迎えた。函館港フェ

リーターミナルで行われた開通記念式には、関係者70人

余りが出席し臨港道路の開通を祝った。続いて港町ふ頭

跨線橋に移動し、地元関係者や施工業者らが見守る中、

工藤函館市長、今北海道開発局長、菊地函館開発建設部

長らによるテープカットが行われ、関係車両がゆっくり

と本線を走り抜けていった。その後、一般車両にも通行

が開放されると、すぐに車列が出来上がり、多くの車両

が函館港や函館山を望む景観を楽しみながら車を走らせた。

　臨港道路は、昭和58年に函館市側2.7㎞のⅠ期工区に

着手。橋長約1,900ｍのともえ大橋を中心とした整備を

進め、平成 9年 3月から供用を開始している。残る北斗

市七重浜まで3.9㎞のⅡ期工区には平成 9年から着手し

ている。今回の全線開通により港湾貨物輸送の効率化や

周辺道路の渋滞が緩和されるだけでなく、観光アクセス

の向上による地域経済の活性化にも寄与するものと期待

されている。

港町ふ頭跨線橋上でのテープカット

港町ふ頭跨線橋上を渡る車 跨線橋完成（函館市側を望む） 跨線橋完成（北斗市側を望む）
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Information

◎事務局だより◎
北海道港湾空港建設協会
【常任理事会】
　平成29年 3月17日（金）常任理事会を開催しました。

　　議題

　　　 1． 日本港湾空港建設協会連合会運営委員会の

報告について

　　　 2．　 平成29年度北海道港湾空港建設協会通常総会

議案について

　　　 3．　 平成29年度北海道開発局港湾関係功労者の表

彰推薦について

　　　 4．　 平成29年度日本港湾空港建設協会連合会通常

総会代議員について

【理事会、通常総会の開催】
　　平成29年 4月13日（木）15：30～

　　ホテル札幌ガーデンパレス

【日本港湾空港建設協会連合会総会の開催】
　　平成29年 5月10日（水）

　　明治記念館

【広報委員会】
　　 1）平成29年 3月 3日（金）

　　　　広報誌「北のみなと91号」編集について

　　 2）平成29年 3月16日（木）

　　　　広報誌「北のみなと91号」編集について

　　 3）平成29年 5月 8日（月）

　　　　広報誌「北のみなと91号」編集について

【安全管理講習会の開催】
　　平成29年 2月23日（木） 9：30～

　　ホテル札幌ガーデンパレス

【港湾空港工事報告会の開催】
　　平成29年 2月23日（木）14：00～

　　ホテル札幌ガーデンパレス

◎業界だより◎

◎会員代表者の交代
　●増毛土建㈱
 代表取締役　古川　秀昭　　平成29年 4月

　●㈱松本組

 代表取締役社長　大越　雄司　　平成29年 4月

　●㈱吉田組　札幌支店

 支店長　小林　成希　　平成29年 4月

◎広報委員会だより◎
　平成29年 5月現在の広報委員会は次表のとおりです。

委 員 長 金 子　 ● 功 東亜建設工業㈱

副 委 員 長 白 川　 隆 司 東洋建設㈱

　　（部会長） 大 倉　 正 憲 勇建設㈱

　　（副部会長） 東　 ● 志 郎 萩原建設工業㈱

荒 井　 直 人 東亜建設工業㈱

毛 利　 照 男 釧石工業㈱

渡 辺　 修 司 ㈱菅原組

石 島　 隆 司 近藤工業㈱

渡 部　 ● 優 菱中建設㈱

大 前　 ● 豊 五洋建設㈱

高 田　 稔 年 あおみ建設㈱
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係船状況砂原漁港

ホタテの陸揚げ状況


