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石狩湾新港は昭和57年に第一船が入港し
30周年を迎えました。道央圏の物流・産業
拠点として重要な役割を担っております。
平成23年に「日本海側拠点港」に選定され、
液化天然ガス（LNG）を核としたエネル
ギー供給拠点としての発展が期待されてい
ます。
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新春のご挨拶

北海道港湾空港建設協会　会長 宮﨑 英樹

　平成25年の年頭にあたり、謹んで新春のご挨拶を申し
上げます。
　皆様には、平素より北海道港湾空港建設協会の円滑な
運営につきまして多大なご理解ご協力を賜っております
ことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。我が国は、
国をあげて東日本大震災からの復旧・復興に全力で取り
組んでいるところでありますが、東日本大震災をはじめ、
集中豪雨、台風などの自然災害を振り返って、建設業が
地域の安心、安全に大きな貢献をしているものと認識し、
これからもその役割を的確に果たしていかなければなり
ません。
　我が国が将来にわたり繁栄していくためには、国土を
災害に強いものとしたうえで将来への展望を明確に持ち、
そのための諸施策を的確に実施していくことが必要であ
ると考えます。
　社会資本を整備、維持し、災害に速やかに対応する体
制を確立するために、地域に貢献する建設業の育成が必
要であります。長期にわたる港湾空港関係公共事業の縮
減が一応納まった感があるものの、入札制度の改革によ
る利益率の減少などにより建設業の経営は大変厳しい状
況にあり、あらゆる努力を重ねているものの特に海洋土

木工事についてその技能、技術を継承していくことが極
めて困難となり危機的状況にあると言っても過言ではあ
りません。
　北海道は、食料自給率が170％を超え我が国の食料基
地となっており、農業の産出額、水産業の漁獲量・漁獲
高も全国トップの地位にあり、海に囲まれた北海道は、
この高い食料供給力を効率よく発揮することができ、災
害時にも機能を充分に発揮することができる根源的な社
会資本である港湾の着実な整備が、活力があり魅力のあ
る地域となるために極めて重要であります。
　会員各企業は、大変厳しい経営状況の中でも港湾空港
関係工事を施工し、地域の経済、雇用の確保を支え、災
害対応の重要な担い手になるなど港湾空港建設業として
の社会的重要性を認識し、期待される大きな役割を果た
していかなければなりません。会員の皆様のご理解をい
ただきながら、ご期待に応えることができるように諸課
題に取り組んでまいる所存であります。会員の皆様の一
層のご支援ご協力をお願いするとともに、新しい年が皆
様方にとりまして希望に満ちた、発展の年になりますこ
とを心より祈念いたします。
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北海道港湾空港建設協会
要　望　事　項

　平素は、当協会の業務運営に関しまして格別のご指導

ご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。

　当協会は、昭和61年 4 月設立以来、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

することを目的として事業をおこなってきたところです。

　海に囲まれた北海道にとって、移出入、輸出入のほぼ

全量を支える海上輸送が生命線であり、海上輸送貨物の

拠点となる港湾は北海道の根源的な社会資本となってお

ります。また、北海道が我が国の食料基地となっており、

港関係団体と当協会が北海道開発局と
意見交換会を開催
　平成24年12月14日（金）ポールスター札幌において港関係団体と当協会の共催で、北海道開発局と「平成24年度
港湾・空港・漁港事業に係わる意見交換会」を開催した。出席者及び意見交換会の内容は以下のとおり。

出席者
◎北海道開発局
　港湾空港部長　栗田　悟
　港湾計画課長　真田　仁
　港湾建設課長　梅沢信敏
　港湾行政課長　福松也寸志
　空港課長　平澤充成
　水産課長　岡　貞行
　港湾計画課港湾企画官　松良精三
　港湾建設課港湾保安保全推進官　岸　哲也
　水産課水産事業管理官　鈴木一行
　港湾建設課課長補佐　根本任宏
　港湾建設課建設第 2係長　西澤英樹
◎港関係団体
　〇北海道港湾空港建設協会
　　会長　宮㟢英樹
　　技術委員会　副委員長　宮本義憲
　〇㈳北海道建設業協会
　　港湾・漁港部会部会長　坂　敏弘
　　港湾・漁港部会部副会長　百瀬　治
　〇㈳全日本漁港建設協会
　　北海道副支部長　吉本正則
　〇㈳日本埋立浚渫協会
　　北海道支部長　佐見　誠

港関係団体 北海道開発局

　　北海道支部技術委員長　石脇雅生
　〇㈳日本海上起重技術協会
　　北海道支部長　宮㟢英樹
　　北海道支部技術積算委員長　小山良明
　〇全国浚渫業協会
　　北海道支部長　藤田幸洋
　〇㈳日本潜水協会
　　札幌支部長　堀松宏朗
　〇港関係団体連絡会
　　会長　中村弘之
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食料自給率の向上を支え災害時にも機能を充分に発揮で

きる港湾の着実な整備が、北海道が活力あり魅力のある

地域とするために極めて重要であります。

　会員各企業は、公共事業予算の長期にわたる縮減のた

め大変厳しい経営状況が続いており、港湾空港関係工事

の施工能力の維持に対する強い危機感の下、一層の合理

化などの努力を重ね企業経営の維持に努めております。

このような経営状況の中で、港湾空港関係工事を施工し、

地域の経済、雇用の確保を支え、災害対応の重要な担い

手になるなど、港湾空港建設業としての社会的重要性を

認識し期待される大きな役割を果たしていく所存であり

ます。

　これまでにご当局のご理解とご支援の下、懸案事項に

つきまして毎年度着実に対応していただいておりますが、

本年度は、下記に懸案事項を取りまとめましたので、格

別のご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。

要　望　項　目

1　平成25年度港湾空港関係予算の確保について

　国際物流機能の強化、食糧供給力の強化、地域経済活

性化の支援、離島の住民生活の安定・安全の確保、老朽

化対策などを推進するための港湾・漁港の整備促進を図

ることが必要と考えております。

　また、基幹空港であります新千歳空港の国際拠点空港

化の推進、一般空港等の機能の向上に向けた整備の促進

を図ることが必要と考えております。

　私ども会員各企業の経営は公共事業に大きく依存して

おりますが、これまでの長期にわたる公共事業予算の抑

制と過度の価格競争による利益幅の低下傾向から、作業

船の維持をはじめとする海洋土木工事の施工能力を維持

することに苦慮をしております。

　これらの事情をご賢察のうえ、平成25年度の港湾空港

関係予算の大幅な増加を強くお願い申し上げます。

　また、北海道の冬期間における工事量の確保に必要不

可欠である平成24年度港湾空港関係補正予算（ゼロ国債

予算を含む）の措置をお願いします。

【回答】　北海道の港湾は、全国への食糧供給等、我が国
にとって重要な社会資本であることはもちろんのこと、
各地域の産業や生活を支える拠点となっております。
　また、東日本大震災では、港湾は復旧を支える交通基

盤として、また、復興を支える社会基盤としての認識が
再確認されてところです。
　平成25年度予算の概算要求における北海道の港湾整備
予算は144.4億円、全国防災枠を加えると167.34億円と、
平成24年度当初より16％増となりましたが、各港湾が必
要とする事業の国費の6割程度に留まり、非常に厳しい
ものとなっております。
　このように北海道の港湾整備事業を取り巻く状況は大
変厳しいものでございますが、港湾施設の耐震強化、離
島の住民生活の安定・安全の確保、地域経済の活性化、
老朽化対策などの推進に必要な事業費を要求しています。
　ゼロ国債については、積雪地域の施工期間を確保する
観点で、北海道では特に重要と考えております。予算付
けについては、現段階では未定ではございますが、貴協
会からご要望を受け、北海道開発局としてもその旨は本
省にもしっかりと伝えてまいります。
　航空局では、平成23年度から平成25年度までの3年間
を「集中改革期間」と位置づけ、航空企業の緊急的支援
方策として航空機燃料税の大幅な軽減を実現するとして
おり、これを受け空港整備に関しては、出来る限り経費
を縮減することとしています。このため日本再生戦略等
に基づき首都圏空港の機能強化等を図る一方、道内空港
が関係する一般空港については、航空機の安全運航に不
可欠な事業や人命に直結する施設の安全性確保等の分野
に重点化し、真に必要な事業に限定して実施することと
しております。
　このように一般空港の整備予算を巡る状況は引き続き
厳しいものがありますが、広大な面積に都市が分散し、
四面を毎に固まれた北海道においては、産業・経済を支
える上で利便性の高い航空ネットワークを道内、国内、
東アジアの諸地域等との間で形成していくことが大切で
あり、新干歳空港をはじめとする道内空港はその実現に
おいて重要な役割を担うものと認識しております。この
ため、空港の機能を健全な状態に保持すべく、施設の改良・
更新を進めるほか、安全・安心確保のため耐震性向上を
進めることとしており、この推進に必要な来年度予算を
要求しているところです。
　また、ゼロ国債については、積雪寒冷な北海道におい
て必要な施工期間を確保する上で、特に重要と考えてお
ります。ゼロ国債を含む補正予算の状況は、現段階では
未定ですが、貴協会からのご要望を受け、北海道開発局



4 2013.1  No.78

Report.1

としてもその旨を本省にもしっかりと伝えてまいります。
　国際的に水産物の需要が増大するなか、北海道は全国
の水産物生産量の約3割を占め、我が国最大の水産物供
給基地として重要な役割を担っています。
　とりわけ、当局が事業を実施している、第3種、第 4
種漁港は全国の漁船が利用する水産物の生産流通拠点と
して位置付けられています。
　また、本年3月には、「漁港の防災対策」、「水産物の衛
生管理対策」、「水産環境整備」、「戦略的な維持管理対策」
を柱とした、新たな「漁港漁場整備長期計画」が閣議決
定され、北海道の3・ 4種漁港の整備についても、これ
らの施策を重点的に推進することとしております。
　平成25年度概算要求（ 9月時点〉では、通常枠146億円
（通常分111億円、重点枠35億円〕、復旧・復興対策60億円
（全国防災41億円、被災地復興19億円）の総額206億円（対
前年比1.33倍）を要求しているところで予算の確保に努
めてまいります。

2　適切な発注時期について

　港湾、漁港における海上工事の施工は、気象、海象の

影響を大きく受け、品質と安全の確保に支障が生じたり、

時節で変化する漁業活動により施工中の工事が制限を受

ける場合もあり、さらには、総合評価落札方式による落

札決定の手続きに日数を要する場合があります。

　適切な工程管理の下で工事適期における施工を確保す

るため、早期発注など地域特性に配慮した工事の発注手

続きをお願いいたします。

【回答】　北海道は、雪寒地域の厳しい施工条件であり、
特に港湾・漁港工事の実施にあたっては、海上作業が中
心で、工事適期の円滑な施工が不可欠であることは十分
に理解しております。
　工事適期の円滑な施工を重視して、適切な工期や発注
時期となるよう部局を指導してまいりたい。

3　�一般競争入札における調査基準価格の引き上げ
について

　一般競争入札における落札金額が、調査基準価格に近

い金額となる傾向にあります。

　現行の調査基準価格の算定式では、直接工事費×95％

＋共通仮設費×90％＋現場管理費×80％＋一般管理費×

30％が対象とされていますが、建設業が適正利潤を確保

し継続的な経営を維持するため、一般管理費の対象を

70％以上に引き上げることをお願いいたします。

【回答】　低入札価格調査基準価格については、平成20年
4月、平成21年 4月及び平成23年 4月に改訂を行い、公
共工事の品質確保、不適格業者の参入による“いわゆる
ダンピング受注”の排除に努めているところである（H23：
現場管理費70％→80％）。
　調査基準価格の設定は、国土交通省全体の動きであり、
開発局独自の対応は困難であるが、未だ低価格入札が発
生している状況を踏まえ、引き続き入札動向を注視して
いきたい。
　ご要望の調査基準価格の「一般管理費70％」への引き
上げについては、本省に伝えてまいりたい。

4　配置予定技術者の評価について

　現在の総合評価落札方式の評価項目では、高得点を得

るため監理または主任技術者として工事成績を有するベ

テラン技術者を配置することとなります。

　適切な品質管理、安全の確保等の観点から、また、工

事施工技術の継承、企業経営上きわめて重要な若手技術

者の育成の観点から、単体で受注した場合においても共

同企業体と同様に主任技術者の配置（専任）を認め、監

理技術者と同等の工事実績、工事成績評価点を与える制

度をお願いいたします。

　また、監理技術者と同様の資格を有する現場代理人に

ついて、同等の工事実績、工事成績評価点を与える制度

をお願いいたします。

【回答】　単体で受注した工事において、監理（主任）技
術者については、当該工事の品質管理等を行う責任者と
しての配置技術者であり、実績を作るための重複配置は
認められないと契約担当部署から聞いている。
　また、現場代理人は資格を要件としていなく、工事期
間中も交替等を制限していないことから、従事した工事
の技術者能力を工事成績評定で適正に評価できるとは言
い難いと契約担当部署から聞いている。
　しかし、工事を円滑に進めるため、複数の技術者を配
置していることは承知しているところ。
　このため、ご要望については、引き続き担当部署に伝
えるとともに、どのような方法があるか検討してまいり
たい。

5　共同企業体の結成数制限の緩和について
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　現在、施工実績評価において過去15年間の実績が認め

られているが、工事量の減少に伴い施工実績の維持が困

難となる事態が生じている。工事量の大幅な増加が見込

めない状況において施工実績の維持を図るため、共同企

業体の結成数の制限の緩和をお願いいたします。

　ついては、同一工事区分における重複登録ができない

こととなっている工事の半数以上を占める一般土木につ

いては、「港湾・漁港・空港部門」、「道路・河川部門」、「農

業部門」などの部門間で重複登録ができるように制限の

緩和をお願いいたします。

【回答】　品質確保の観点から、参加要件としての施工実
績を求めているが、設定においては十分な参加可能企業
数の確保についても考慮しているところである。
　経常JVの縮小案は事業振興部が主体となって、地方
建設業協会からご意見を伺っているが、港湾建設課とし
ても港湾関係の業界の皆様方からご意見を伺っていると
ころ。
　経常JVの縮小案は非常に重要な課題であると認識し
ているとともに、結成数制限の緩和策のご要望について
は、担当部署に伝えるとともに、どのような方策がある
か検討してまいりたい。

6　施工を考慮した構造設計の対応について

　現場における収益性、施工性及び安全性の向上を目指

した「港湾工事の構造要因に伴う施工上の諸問題につい

て」と題したアンケート調査を実施し、設計と施工現場

における自然条件の不一致や施工性、安全性に対する不

具合等に関する調査結果の事例を昨年度報告し、今年度

も関係部局に説明を行っているところです。

　こうした事例は、設計と現場実態とのかい離に伴う問

題で、設計変更や工程管理にも影響を及ぼす場合があり

ますので、今後も必要に応じて意見交換をさせていただ

きますようお願いいたします。

【回答】　貴協会で取りまとめた「施工から見た構造に係
る諸問題」について、各開建で詳しく説明していただき
お礼申し上げます。構造設計並びに積算にあたり、現場
条件を踏まえ実態との齟齬が無いよう努めているところ
でありますが、現揚条件、施工計画、工程管理等は工事
着手時に工事円滑化会議において発注者受注者で確認い
ただき、不一致があれば設計変更可能か協議していただ
くようお願いします。

　また、毎年、施工形態の変化や実態を把握するため、
港湾局でモニタリング調査及び詳細調査を実施しており、
調査票表にも意見・要望を記載する欄がございますので
標準的（一般的）でない実態がありましたら、受注者側
からも意見・要望を記載していただくようお願いします。
　今後も、引き続き皆様のご意見を伺いながら、適切な
施工が確保されるよう努力してまいりたい。

──────　以下、他協会の要望事項　──────

㈳北海道建設業協会　港湾・漁港部会

1．平成25年度公共事業予算の確保について
2．�平成24年度補正予算（ゼロ国債含む）の措置について
3．防災・減災に不可欠な基盤施設の整備について
4．工事の発注時期について
5．地元建設企業への受注機会の確保について

㈳全日本漁港建設協会　北海道支部

1．平成24年度補正予算（ゼロ国債）及び工事の早期発注等
について

2．防災減災対策の推進について
3．施工効率向上プロジェクトの推進について
4．若手技術者の育成について

㈳日本埋立浚渫協会　北海道支部

1．港湾関係公共事業について
2．しゅんせつ工事の工事成績評価の見直しについて
3．配置予定技術者の工事成績の適用について
4．地域防災協定に係わる地域貢献度について

㈳日本海上起重技術協会　北海道支部

1．平成25年度港湾関係予算の確保について
2．地元業者への工事量の確保について
3．登録海上起重基幹技能者の評価について
4．作業船の保有及び代替建造に対する支援について
5．低入札価格調査基準価格の再引き上げについて
6．実態に即した起重機船の回航・えい航費について

全国浚渫業協会　北海道支部

1．グラブ浚渫工事量の確保・増大について
2．作業船の課税負担について
3．低入札価格調査基準価格の引き上げについて

㈳日本潜水協会　札幌支部

1．港湾潜水工事量の確保について
2．元請・下請関係の適正化について
3．「潜水工事」建設業法に定める専門工事として追加規定す
ることについて

4．高気圧則の改正について
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日本港湾空港建設協会連合会と
当協会が北海道開発局と
意見交換会を開催
平成24年12月13日（木）ホテルポールスター札幌において日本港湾空港建設協会連合会（日港連）と当協会の共催で
北海道開発局と意見交換会を開催した。出席者及び意見交換会の内容は以下のとおり。

日港連・当協会 北海道開発局

出席者
◎北海道開発局
　港湾空港部長　栗田　悟
　港湾計画課長　真田　仁
　港湾建設課長　梅沢信敏
　港湾行政課長　福松也寸志
　空港課長　平澤充成
　水産課長　岡　貞行
　港湾計画課港湾企画官　松良精三
　港湾建設課　港湾保安保全推進官　岸　哲也
　水産課　水産事業管理官　鈴木一行
　港湾建設課課長補佐　根本任宏
　港湾建設課建設第 2係長　西澤英樹
◎日本港湾空港建設協会連合会
　会長　川島康宏
　専務理事　幸田勇二
　技術ワーキング委員長　木地本堅司
　契約・設計積算部会委員　入澤和親

契約・設計積算部会委員　渡部隆和
◎北海道港湾空港建設協会
　会長　宮㟢英樹
　副会長　吉本正則
　副会長（技術委員長）　藤田幸洋
　副会長（広報委員長）　佐見　誠
　副会長（企画委員長）　西村幸浩
　技術委員会副委員長　宮本義憲
　技術委員（部会長）（日港連技術委員）　中村弘之
　技術委員（副部会長）　石脇雅生
　技術委員（日港連技術委員）　杉本義昭
　技術委員　手塚定雄
　技術委員　岩城儀人
　技術委員　竹中　正
　技術委員　柴田政雄
　技術委員　岡崎光信
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1　港湾関係社会資本の着実な整備

　島国である我が国において港湾は、産業の発展と国民

生活の向上を図るうえで重要な社会資本です。

　しかしながら我が国の港湾は、アジア諸国が急速な経

済成長を遂げる中、長期にわたる公共事業の抑制により、

その能力が相対的に低下してしまいました。我が国経済

を再生し地域の活力を取り戻すためには、国際競争力の

強化や地域の活性化に資するバランスの取れた港湾整備

が必要です。

　また、東日本大震災の速やかな復旧・復興とともに、

今後発生が予想される首都直下地震や東海・東南海・南

海地震等巨大地震に対応した総合的な防災・減災対策の

推進など安全・安心の確保も急がなければなりません。

　ついては、厳しい国家財政下ではありますが、これら

に関係施策の推進に必要な予算を確保するとともに、港

湾関係社会資本の着実な整備を推進されますようお願い

申し上げます。

2　港湾空港建設業の経営が持続可能となる
　　公共調達システムの構築

　長期にわたる公共事業の抑制による事業量の減少とそ

れに伴う過度な価格競争により、港湾空港建設業の経営

環境は極めて悪化しております。やむを得ず作業船を売

却或いは廃船するなどして経営を維持している会社も多

く、このような状況が継続すると近い将来、必要な時に

所要の作業船の確保ができないといった恐れも想定され

ます。

　ついては、港湾空港建設業の経営が将来にわたり持続

可能となるよう、以下の項目についてご検討いただきま

すようお願い申し上げます。

（1）適正な利益確保ができる入札・契約制度の構築

　①予定価格の上限拘束性の見直し

　②工事原価による入札方式の導入

　③調査基準価格の引き上げ

（2）請負工事実施における双務性の向上

　①施工プロセスを通じた検査等における書類の削減

　②検査書類の二重納品（紙・電子）の解消

（3）作業船の保有・維持管理に対する支援制度の創設

　①作業船の代替建造にかかる買換特例の復活

　②作業船保有にかかる固定資産税等の軽減措置

（4）工事請負契約書にかかる印紙税の廃止

　回答については、当協会の事務局で最終的な取りまと

めを行ったのち、加盟の各社へ通知することになっている。
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港関係団体連絡会と
北海道開発局担当者で
意見交換会を開催
　平成24年11月22日（木）セントラル北ビルにおいて港関係団体連絡会（中村弘之会長）は、北海道開発局と平成24
年度港湾・空港・漁港の工事に関する意見交換会を開催した。
　北海道開発局から港湾空港部の梅沢信敏港湾建設課長、平澤充成空港課長、農業水産部の岡貞行水産課長など10名が
出席、港関係団体連絡会から中村弘之会長や榎本喜則副会長、石脇雅生副会長など港関係 7団体から18名が出席して意
見交換を行った。主な要望内容は以下のとおり。

北海道開発局側港関係団体連絡会側

主 な 要 望 内 容

入札・契約に関する要望

1 ．工事の発注時期について

2 ．競争参加資格・契約締結資格について

3 ．契約締結資格の施工実績について

4 ．施工実績における金額条件について

5 ．配置予定技術者の評価について

6 ．入札公告資料（設計図書等）の変更について

7 ．設計図書（数量総括表）の配布について

8 ．技術提案書及び見積書の提出時期について

9 ．技術提案書の様式について

10．技術提案課題について

11．オーバースペックの防止対策について

12．技術提案項目の評価方法の統一について

13．技術提案評価項目採否の公表について

14，積算条件の明示について

15．競争参加資格申請書提出時に求められる見積もりに

ついて

16．資材単価等の公表について

17．落札決定日の変更通知について

18．契約変更について
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19．低入札価格調査基準価格の引き上げについて

20．社会保険等未加入に対する取り組みについて

21．新たな総合評価落札方式について

設計・施工に関する要望

1 ．非販売の積算基準等の公開について

2 ．漁港工事の施工環境監理者の配置について

3 ．関係機関に対する工事の事前周知について

4 ．設計変更について

5 ．作業船の回航費・拘束費について

6 ．敷鉄板について

7 ．現場発生品（仮設鋼材等）の整備費・修理費につい

て

8 ．濁水拡散の防止対策について

9 ．コンクリートの施工について（設計基準強度）

10．潮位の影響を受けるコンクリートの施工について

11．コンクリートの海上運搬方法について

12．台船バケット打設の日当たり打設規模について

13．ケーソン製作日数の算定について

14．FD方式ケーソン製作における最終養生日数につい

て

15．コンクリートのひび割れについて

16．胸壁コンクリート上の作業における安全措置につい

て

17．被覆ブロック下面の捨石均しについて

18．直立消波ブロック据付作業における、水中・陸上の

区分について

19．大型クレーンの拘束費用について

20．浚渫工事について

21．建築工事の積算について

22．工事書類の簡素化について

　回答については、港関係団体連絡会の事務局で最終的

な取りまとめを行ったのち、港関係 7 団体加盟の各社へ

通知することになっている。
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受賞

　北海道水産林務部は、平成24年12月18日KKRホテル札幌で24年度工事等優秀業者感謝状の贈呈式を挙行した。同部

所管の23年度完成工事等において、その功績がきわめて顕著で、水産林務行政の推進に尽力した工事部門20社、委託部

門 2 社に知事感謝状が手渡された。

　表彰された優秀業者のうち、水産土木部門では当協会の釧石工業㈱、㈱富士サルベージ、㈱西村組、酒井建設㈱、渡

辺建設工業㈱、小針土建㈱の 6 社が受賞した。

　森林土木部門では、当協会の㈱松本組、安田建設㈱の 2 社が受賞した。

北海道水産林務部
平成24年度
水産土木・森林土木工事等
優秀業者表彰

［水産土木部門受賞］
釧石工業㈱（釧路市）　　　　　代表取締役　西村　智久

㈱富士サルベージ（函館市）　　代表取締役　須田　新崇

㈱西村組（湧別町）　　　　　　代表取締役　西村　幸浩

酒井建設㈱（新ひだか町）　　　代表取締役　酒井　芳宏

渡辺建設工業㈱（根室市）　　　代表取締役社長　渡辺　寿一

小針土建㈱（中標津町）　　　　代表取締役社長　小針　武志

［森林土木部門受賞］
㈱松本組（函館市）　　　　　　代表取締役社長　芝原　廣一

安田建設㈱（枝幸町）　　　　　取締役社長　安田　最次
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我が社の安全衛生管理

株式会社西村組　執行役員MS管理部長　髙﨑　成人�

1．はじめに

　当社は、昭和11年11月創業以来、今年で77年を迎え、

道東を拠点に港湾、漁港整備を中心とした総合建設業者

として事業展開を行っております。社是・社訓の「誠実・

和」と経営理念である「建設業の公共性を認識し事業を

通じて国家社会に貢献する」「従業員個々の幸福と事業

の繁栄の一致を創造する」の下に安全で快適な職場の実

現を目指すため、「労働安全衛生方針」に基づき、安全

衛生管理活動を推進しています。

　安全衛生管理活動としては、安全衛生水準の向上を図

るため、平成13年（2001年） 4 月 1 日に労働安全衛生

マネジメントシステムを自己宣言し、作業者の協力を得

ながら店社と作業所が一体となってPDCAサイクルを廻

し、継続的な安全衛生活動を促進することで現場におけ

る労働災害の潜在的危険性の低減を図るとともに、作業

者の健康及び快適職場の形成増進も図っています。

2．労働安全衛生方針と取組み

⑴安全衛生方針・目標と計画

　安全衛生方針を「当社が行う建設業で起り得る労働に

係る危険源を明確に特定し、そのリスクの軽減・除去を

計画し、実施して、安全で快適な職場を形成し、持続す

る」としています。

　方針を推進するため、前年度の安全衛生管理活動での

反省や身近で起こった災害事例等を参考にして、安全衛

生目標を決めています。平成24年度の安全衛生目標を

「労働災害・交通事故ゼロを達成する」、スローガンを「危

険を減らし　進める努力　めざそう職場の安全」として

います。上記の目標を達成するため、「安全衛生管理計

画書」を策定し、本社、工事部、工務部船舶機材課、作

業所の重点実施事項と具体的実施項目を定め、「危険ゼ

ロ」の職場作りによる「災害ゼロ」を目指し、互いに協

力し合いながら安全衛生活動を推進しています。

⑵災害防止総決起大会の開催

　毎年 4 月の年度始めに協力会社にも参加していただ

き、西村組グループの「災害防止総決起大会」を開催し

ています。大会では、労働基準監督署、海上保安部、警

察署より講話をいただいております。また、その年の安

全衛生管理体制や労働安全衛生方針を発表し、西村組グ

ループ各社と協力会社、全従業員と共に無事故・無災害

を誓い合い、安全意識の高揚を図っています。

年度始めに気持ちを引き締め直して

⑶安全衛生管理体制

　総括安全衛生管理者をはじめとする体制で、毎月、本

社において「安全衛生委員会」を開催しています。委員

会では前月の安全・衛生関係の報告を行い、その反省点

や改善点、身近で起きた労働災害、交通安全等について

話し合い、その結果を毎月議事録にし現場作業所を通じ

て従業員に周知しています。

⑷安全衛生教育

　雇入れ時教育（新規入場者教育）を徹底し、工事概要

や作業場でのルール、注意点を周知しています。また、

6 時間教育、技能講習等は関係団体により開催される講

習会を聴講させていただき、特別教育や再教育は自社で

計画的に実施しています。
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我が社の安全衛生管理

⑸安全パトロール

　人が取り扱う機械・設備、あるいは人間の行動に伴っ

て存在する危険要因（危険の芽）を早く摘み取り、作業

員（協力会社含め）が災害に遭わないようにすることを

目的としています。また、どんなに立派な安全対策を講

じたとしても、日々変わっていく現場では、大なり小な

り危険が存在しています。現場で何年間災害がゼロで

あっても、危険が存在しないとはいえないからこそ、安

全パトロールが重要であると考えます。

　弊社では、①社長・役員などによる経営首脳安全パト

ロール、②安全担当役員、安全担当者などによる定例

（MS管理部）パトロール、③担当課長による店社パト

ロールを実施しています。パトロール終了後は必ず総評

を行い、良い点・悪い点を提示します。また、指摘事項

や改善指導事項があった場合は直ちに是正させるととも

に、他現場の技術者全員へ周知するため、グループウエ

ア等を通じて水平展開を行っています。

⑹社内報・掲示物

　弊社では安全衛生関係マニュアル及び掲示物を毎年又

は必要に応じて作成し、現場事務所等に掲示しています。

また、現在148号となる社内報を年 4 回発行しています

ので、そのなかで安全行事を掲載し、従業員へ配布して

います。

社内報「FOUR SEASONS」

⑺安全衛生標語・ポスターの募集

　平成 8 年から継続して、毎年「全国安全週間」に併せ

て、標語・ポスターを募集しています。

　募集案内は全従業員とその家族、そして協力会社とそ

の家族まで広げており、入選作品は本週間（ 7 月 1 日）

に表彰式を行うとともに、社内報でも結果を発表してい

ます。また、入選作品は各作業所へ配布し、事務所・休

憩所に標語・ポスターを掲示することで、安全啓蒙の仕

方を工夫しています。

子供の部のポスター

⑻交通安全

　通勤・現場移動時等の交通ヒヤリマップを作成して安

全運転に対する意識向上を図る一方、啓蒙活動としては

毎年セフティー・ラリーに全従業員で参加することで、

無事故・無違反遂行に努めています。

3．むすびに

　労働災害の発生原因の多くはヒューマンエラーによる

ものだと言われています。ヒューマンエラーを完全にな

くすことは不可能に近いですが、それを減らすことは可

能だと思います。そのためには、工事に携わる皆様一人

ひとりの努力がないと災害を防止することはできません。

　災害のない、安全で安心な明るい職場を作るため、本

社、作業所、協力会社と共に一体となり邁進していきた

いと思います。

社内報に掲載した救命胴衣の点検法
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函館漁港防波堤改良その他工事

工事現場紹介

函館漁港
防波堤改良その他工事

株式会社松本組　函館漁港作業所
堀　　儀之

まえがき・船入澗漁港の概要

　函館港は昔、宇須岸（ウスケシ）湾の端と呼ばれ享徳

3 年（1454年）河野政道が「館」を築き〝箱の形〟か

ら地の人々が箱館と呼んだ。

　明治維新を迎え、明治 2 年 9 月（1869年）函館と改称、

函館港の港湾施設の整備の経緯は、明治23年北海道庁技

師廣井勇は副士成豊、三上源蔵を伴い調査し一時中断し

たが、明治26年に再開、地形・深浅測量・潮流・海底地

質調査書を明治27年に北海道長官に報告している。これ

を基にして、函館区営改良工事が計画され、 6 工事が明

治29年～34年に実施の運びとなった。

　船入間築設（小舟町地区）「現在の函館漁港」石積防

波堤158mも計画された。この函館区営改良工事は明治

28年実施を決定し、明治29年 6 月（1896年）工事に着

手し、同33年 9 月に完成した。石積防波堤は改良工事の

一環として建設され、明治32年に竣工しています。石積

防波堤に使用の間知石は文久 3 年（1863年）に外国船

襲来に備えて建設した弁天台場（設計者武田斐三郎）を

解体して発生した間知石（函館山産）を流用しています。

施設の目的と工事の概要

　竣工から113年を迎える現在でも防波堤として機能し

ている現役の港湾構造物で、学術的にも貴重な財産と

なっています。

　土木学会推薦の「土木遺産」であり、水産庁の「未来

に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」である。近年、

防波堤としての機能低下の部位を原形に修復し、土木遺

産として施工経緯を記録し後世に伝えていくことを目的

とした工事である。

■防波堤（改良）北側L＝104m

　　　　　　　　南側L＝10m

・構造物撤去工　 1 式（間知石・基礎ブロック・灯台撤去）

・基礎工　 1 式（基礎ブロック製作、据付）

　　　　　　　（基礎捨石投入・均し）

・中詰工　 1 式（中詰石投入・均し）

・石積工　 1 式（間知石等製作・据付）

・付属工　 1 式（灯台修復・据付）

　　　　　　　（基礎捨石投入・均し）

・中詰工　 1 式（中詰石投入・均し）

・石積工　 1 式（間知石等製作・据付）

・付属工　 1 式（灯台修復・据付）

工事の作業状況

　本工事は 4 月下旬に着手し、灯台及び間知石等の撤去

を行い灯台は補修、撤去した間知石は使用可能かを判断

し、流用可能な間知石は事前に作成した間知石割付図に

基づき忠実に再現します。

　又、石積み試験施工も実施し原型復旧を目指しており函館漁港全景

防波堤北側 着工前

施工箇所
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ます。間知石等の据付は、海上から起重機船により復元

作業を進めております。

工事の留意点

　本工事は、土木遺産である石積防波堤を復元する工事

です。

　函館漁港は、活イカ漁をはじめ、水産資源が豊富な漁

港のため 6 月から12月までは水中作業は休止です。間知

石の据付は、起重機船を使用するので油流失対策を強化

するとともに、剥離剤は水性剥離剤を使用する等、工夫

しました。

　また、現場周辺は加工場が多く道路が狭い。石積防波

堤の内港及び北防波堤には、プレジャーボートが係留さ

れていることから、飛散防止対策及び第三者への安全通

路を確保しながら、漁協及び各関係機関と綿密な工程調

整、船舶の配置、ヤードの共有等、遅延なく進めるよう

努めています。

あとがき

　防波堤の建設、災害の復旧、改良でも、北海道の港湾

施設で間知石工事は初めてと記憶しています。間知石の

取扱いは、特記仕様書・石工の技術・諸資料等を含め石

積防波堤検討委員会の一人として、思考の日々でありま

す。

　撤去された間知石は流用可能判断は基より、何回か試

験積みも行い監督員、検討委員会と協議して改良断面を

模索しました。特に馬踏石（堤頂部）設置は十分に検討

して施工断面を決めております。

　防波堤先端部の改良工事も往時の水中施工を遵守して

施工します。次世代に引継ぐ土木遺産として技術を集積

し施工に当たり、工学博士廣井勇氏の調査・設計・監督

の石積防波堤を原形に復する努力をし工事を実施してい

きます。

防波堤断面図「函館港改良工事報文」より 北防波堤完成イメージ写真

明治30年10月1日撮影
基礎ブロック据付状況
土木学会付属土木図書館所蔵

平成24年 9 月20日撮影
間知石据付状況

平成24年 9 月20日撮影
間知石据付完了
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1．はじめに

　近年、高度経済成長期に集中して建設された既存施設

の老朽化が深刻な問題となっています。さらに2011年

3 月11日に発生した東北地方太平洋沖地震のような従

来の想定を超える巨大地震の発生が今後も懸念されてお

り、より地震に強い構造物が求められるようになってい

ます。その中で、既存施設を合理的かつ効率的に維持・

更新することが喫緊の課題となっています。

　このような社会の要求のもと、当社においてもリ

ニューアル・リフォームに関する技術を数多く開発し、

より安価でより短期間でかつ確実な施工が可能となるよ

うに努力を続けています。本稿はそれらの技術の中で、

水中部にある構造物の維持・補修・補強を行うための仮

締切り工法である「NDR工法」に関して報告するもの

です。

2．開発の経緯および実績

　NDR工法は、1984年に護岸ケーソンの補修のための

仮締切り工法として開発され、その後様々な構造物にお

いてドライな環境を提供してきました。表－ 1 に2012

年12月時点での施工実績を示します。

　2000年に橋脚耐震補強工事では初めて本工法が採用

され、2001年以降は、水中部にある橋脚耐震補強での実

績がほとんどで、これまでの約12年間で補修を大きく上

回る80件の工事で採用されています。これは、本工法の

確実性、経済性、施工性に対しての評価が認められ、広

く採用された結果となっているものと判断されます。さ

らに、最近では、岸壁・護岸等の維持補修、桟橋等の杭

の補修においても採用が増加しています。
表－1　NDR工法施工実績（2012年12月現在）

工事件数　106件
　橋脚耐震補強　　　　　80件（178橋脚）

　橋脚補修　　　　　　　10件（48橋脚）

　岸壁・護岸　　　　　　10件

　杭（桟橋等）　　　　　　6件

3．NDR工法の構造および特徴

　NDR工法は、工場製作した鋼製の函体が対象構造物

に着底あるいは抱き付くように密着して締切るもので、

その構造形式は対象構造物と函体の形状により表－ 2

のように分類できます。

　NDR工法の特徴は以下のとおりです。

・ 調査・補修・補強作業をドライ状態で行えるため、作

表－2　NDR工法の構造形式と対象構造物

五洋建設㈱のリニューアル・リフォーム技術
－NDR工法－

会員の技術開発を紹介



16 2013.1  No.78

業環境や安全性が改善され、施工の品質が向上します。

・ 浮力を利用して運搬、据付が可能なため、桁下空間や

作業機械などの制約条件がありません。

・ 函体が工場製作のため、現地での工程が大幅に短縮で

きます。

・ 水域占有面積が小さくて済み、航路や河積への影響を

最小限にできます。

・ 円形、小判形、矩形などの柱状構造物のみならず、鋼

矢板のような壁状構造物やフーチングを有する構造物

など、様々な構造形式と形状に対応できます。

・ 函体製作のための初期コストが発生しますが、類似構

造物へ転用することにより、経済性が向上します。

4．適用例

　対象構造物別に「橋脚」および「岸壁・護岸」への適

用例を紹介します。

⑴ 橋脚

　水中部にある橋脚の耐震補強への適用例を写真－ 1

に示します。RC橋脚（小判型5,200×25,000） 2 基の中

間貫通筋を伴うRC巻立てによる耐震補強を実施しまし

た。NDRの構造形式は着底型、形状は矩形（内寸：9. 2

×29.0×15.8）、締切水深はHWL時で14.8mでした。

⑵ 岸壁・護岸

　岸壁・護岸への適用例を写真－ 2 に示します。鋼矢板

岸壁（延長　約300m）のZ形鋼矢板の鋼板溶接補修と

防食カバーの設置を実施しました。NDRの構造形式は

張付型、形状は矩形（内寸：1.8×10. 2 ×3.7）、締切水

深はHWL時で3.2mでした。

5．おわりに

　構造物の維持・補修・補強に対して、安全・確実で、

かつ経済的な方法が求められています。NDR工法は、

品質面での信頼性が高い「ドライ環境の施工場所」を提

供できる工法です。そして、従来の鋼矢板、鋼管矢板を

使用した仮締切り工法と比較すると、より施工条件の厳

しい場所でも特徴を活かすことができます。本稿により

NDR工法に少しでも興味を持っていただければ幸いで

す。

お問い合わせ先
五洋建設株式会社　札幌支店営業部（担当：志賀、岡）
住所：札幌市中央区北５条西２丁目５番地
TEL：011-281-5412

（a）鋼製函体陸上仮組状況

（a）函体設置状況

（b）函体設置状況

（b）鋼矢板岸壁ドライアップ後

写真－1　橋脚への適用例

写真－2　岸壁・護岸への適用例

（c）函体設置完了

（c）鋼矢板防食カバー設置後
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Topics.1

イベント

苫小牧国際コンテナターミナル供用式典を開催
東港ターミナル整備完了

　道内の国際コンテナ貨物の約 8 割を取り扱う苫小牧

港東港区の国際コンテナターミナル（苫小牧市弁天）の

整備事業がほぼ完了し、同ターミナルで 9 月27日、記念

式典が開かれた。整備は2001年度に始まり、05年度か

ら暫定供用が続いていた。貨物船が 3 隻同時に接岸した

状態でコンテナの積み降ろしができるようになり、取扱

貨物量の増加や新たな貨物航路の開拓などが期待される。

　苫小牧港では西港区ですべてのコンテナ貨物を取り

扱ってきたが、国際貨物の増加に伴い、01年度から東港

区で貨物船が 3 隻同時に接岸できる国際貨物向けター

ミナルの整備を進めてきた。

　事業主体は、道と市でつくる苫小牧港管理組合および

国で、本年度までの総事業費は460億円。

　水深14m岸壁（延長330m）と耐震構造の水深12m岸

壁（同240m）、コンテナの積み降ろしをおこなうガント

リークレーン 3 基が、 8 月までに整備された。

　式典で岩倉博文市長は「国際拠点港湾としての重責を

担っていきたい」と述べた。

　同ターミナルには来春までに、西港区で扱う年間約 3

万個（20フィートコンテナ換算）の国内コンテナ貨物も

集約される。同組合は「岸壁の延伸などが予定されてお

り、将来は国内、国際合わせて30万個受け入れられる体

制を整えたい」としている。

　苫小牧港での昨年 1 年間の国際コンテナ取扱量は21

万 4 千個で、全国 9 位だった。
（北海道新聞から抜粋して掲載しました）

供用式典

コンテナターミナル施設
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Topics.2

石 狩 湾 新 港 第 1 船 入 港 30 周 年
記念シンポジウムや表彰式を開催

　石狩市は10月12日、石狩湾新港への第 1 船入港から

30年を迎えたことを記念し、シンポジウムや表彰式を開

いた。来賓を含む250人の参加者と共にこれまでの歩み

を振り返り、今後を考えた。

　北海道開発局の栗田悟港湾空港部長をコーディネー

ターに迎えたパネルデイスカッションでは、ノースス

タートランスポートの大田秀樹社長は、1994年の国際貿

易港指定や97年の国際コンテナ航路開設を同港発展の

きっかけに挙げるとともに、「立地企業の港湾利用の取

り扱いを増やすことで航路の増加につながる」と述べた。

　岩倉建設㈱の高橋喜一副社長は、小樽港との連携や新

たな港湾管理体制の確立を今後の課題として指摘。田岡

克介市長は、船舶大型化に対応した整備などを課題に挙

げる一方、港湾のエネルギーを再生可能エネルギーで賄

うとする将来像を示した。

　会場からは、将来的な港整備の必要性を問われ、栗田

部長が「今後も老朽化対策とコンテナ対応が必要」と答

えていた。

　続く新港地域開発功労者表彰式に当たり、田岡市長は

「30年で人口が 7 倍になり、新港と共に発展を続けた。

今後の新港や背後地域の発展にも尽力と協力を」とあい

さつ。28の企業・団体と個人に記念の盾を手渡した。

　受賞者を代表し、石狩湾新港外貿貨物利用促進協議会

の横山操会長が「今後も決意を新たに、地域の活性化に

取り組む」と謝辞を述べた。

　記念祝賀会では、記念事業実行委員長で石狩商工会議

所の三津橋昌博会頭が「石狩湾新港の発展は、多くの関

係者の尽力で成し遂げられた。今はLNG関連の立地で

道央圏のエネルギー拠点にもなっている。今後地域発展

には不可欠な存在だ」とあいさつ。
（北海道建設新聞から抜粋して掲載しました）

（シンポジウム写真は石狩市の提供）
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函館港北ふ頭ターミナル整備の
着工式を開催
　函館港北ふ頭地区複合一貫輸送ターミナル整備事業の

着工式が10月26日（金）、函館市浅野町の同ふ頭で行わ

れた。函館港で初の耐震強化岸壁で、既存岸壁から沖合

に向かい、水深6.5m、延長160mを整備する。整備は平

成26年3月までに暫定供用開始、平成26年度の完成を目

指している。

【整備概要】

北ふ頭地区　岸壁（－6.5m）（耐震）

・岸壁延長　　　160m、（船尾部30m）

・主な構造形式　重力式（ケーソン、水中コンクリート）

・計画水深　　　－6.5m

・利用対象船舶

　通常時：フェリー（5,000GT）

　緊急時：フェリー（7,198GT）、貨物船（3,000DWT）

着工式

整備箇所

函館駅

函館市役所 函館港湾事務所

青函フェリーのりば

津軽海峡フェリーのりば

函館港北ふ頭地区
岸壁（－６.５m）（耐震）

完成イメージ
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登別漁港新港地区で供用開始式を開催

　室蘭開発建設部が登別市と白老町にまたがる登別漁港

で整備を進めてきた新港地区の供用開始式が10月31日、

現地で行われ、地元漁協や両自治体の関係者など約40人

が衛生設備を充実させた「近未来港」の誕生を祝った。

　式典では、いぶり中央漁業協同組合の中出正組合長が

「安全・安心に対する消費者のニーズが高度化する中、（新

港地区で新設された）清浄海水導入施設や屋根付き岸壁

を活用し、さらなる衛生管理向上に努めていく」と式辞

を述べ、室蘭開発建設部の戀塚貴部長、胆振総合振興局

の山田博人局長、小笠原春一登別市長、戸田安彦白老町

長が祝辞。その後はテープカットや、深さ11mからくみ

上げた海水をろ過する清浄導入施設の給水式が行われた。

　新港地区は衛生面の向上のほか、狭あいな旧港区で課

題だった漁船の多重係留解消、増加するイカ釣り外来船

による入港要請への対応を図る目的で2005年度に着工。

約66億円を投じ、屋根付き・L字型のマイナス 3 m岸壁

240m、舗装道路368m、駐車場・野積み場・漁具保管修

理施設用地 1 万1580㎡を整備した。
（記事は苫小牧民報から抜粋して掲載しました）

供用式典

漁船利用状況
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留萌港で第3回うまいよ！るもい市を開催

　24年度第 3 回うまいよ！るもい市（同実行委員会主

催）が10月14日午前10時から留萌市地方卸売市場で開

かれ、ホタテの袋詰め放題に列ができるなど、市内外か

ら訪れた約 3 千人の人出で賑った。

　るもい市には、留萌菓子商組合青年部、Aコープるも

いルピナスなど12団体が出店し、水産物や農産物、飲食

品などを販売。アトラクションでは、ホタテの袋詰め放

題（ 1 回500円）が人気を呼んだ。ホタテは約 1 トン用

意され、数人ずつ合図とともに殻付きホタテをビニール

袋に詰め込んだ。 1 人15～20枚を取っていた。

　また、 1 回100円のホタテ釣り、もてダコ販売や海鮮

炭焼き販売のほか、買った魚介類をその場で焼いて食べ

られる炭焼きコーナーなどが設けられた。
（記事と写真は日刊留萌新聞から抜粋して掲載しました）

ホタテの袋詰め放題に挑戦する来場者
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苫小牧港で第2回ホッキまつりを開催

　苫小牧漁業協同組合など11者によるまつり実行委員

会の主催で第 2 回ホッキまつりが10月21日、苫小牧市

公設地方卸売市場と周辺施設で開かれた。苫小牧産の生

のホッキ貝をはじめ、ホッキの各種料理や加工品が販売

された。市民のほか観光客など約 1 万 8 千人が来場し、

ホッキ漁獲量日本一のまちの醍醐味を実感していた。

　ステージでは、海産物が当たるビンゴ大会やホッキ貝

早むき競争、市場などでは袋詰めホッキ貝や海産物の販

売、子供対象のホッキ狩り、サケの棒引きなどが催され

た。カレーや炊き込みご飯、すし、ラーメンなどホッキ

を使った各種料理も提供された。
（記事と写真は苫小牧民報から抜粋して掲載しました）

大勢の人で賑ったまつり会場
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大型豪華客船「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」
釧路港に寄港

　 9 月20日午前、米国のロイヤル・カリビアン・インター

ナショナルが運航する豪華客船「レジェンド・オブ・ザ・

シーズ」（ 6 万9130トン）が釧路港に初入港し、大勢の

市民が見守る中、耐震旅客船ターミナルに接岸した。

　同船は、全長264メートル、幅32メートル、国内最大

級の飛鳥Ⅱより総トン数で約 2 万トン、全長で約20メー

トル大きく、これまで入港した客船で最も大きい。

　今回の入港は、横浜港を出発し、韓国の釜山やロシア

のウラジオストク、室蘭などを巡るツアーの一環として、

乗員、乗客約2500人を乗せ釧路入り。

　この日ターミナルで、くしろ蝦夷太鼓保存会の演奏が

行われたほか、昼前には各種もてなしイベントが開かれ

た。又、船内見学会も行われ、市民は豪華客船を内外か

ら満喫した。

　同船は、同日夕、最終目的地となる横浜港へ向け出発

した。
（記事は釧路新聞から抜粋して掲載しました）

大型客船等寄港

釧路港旅客船ターミナルに接岸した「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」
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豪華クルーズ船「にっぽん丸」
十勝港に寄港

　商船三井客船の豪華客船「にっぽん丸」が 9 月22日午

前 8 時、広尾町の十勝港に寄港した。

　岸壁には見学者が集まり、優美な船体に見入った。

「にっぽん丸」の十勝港寄港は 2 年ぶり。今回は横浜港

を出港し北海道、東北を巡るツアーの一環で、約230人

が乗船した。

　同港第 4 埠頭では着岸後、広尾町主催の歓迎セレモ

ニーが行われた。関係者や見学者ら約50人が集まる中、

野田充利副町長が「十勝もようやく秋めいてきた。豊富

な食材を楽しんで」とあいさつ。

　番留誠船長は「この地方は縄文時代から本州の船乗り

が黒曜石を求めたという。そんな歴史にも思いをはせた

い」と話した。

　岸壁には南十勝 5 町村帯広、本別、池田などの特産品

を販売するテントも並び、乗客をもてなした。

　帯広開発建設部からは、一般の町民に港の役割、乗船

客、一般見学者に十勝地方の魅力や暮らしとの関わりを

広く理解をしていただくため、パネル展示をおこない、

十勝管内や十勝港に関するPRを実施した。

　総トン数 2 万2472トンの巨大な姿に、見学者も大喜

び。大樹町から家族で訪れた佐々木逞翔ちゃん（ 4 ）は、

「かっこいい。乗ってみたい」と笑顔を見せていた。

　同船はこのあと、次の寄港地、八戸港に向かう。
（記事は十勝毎日新聞から抜粋して掲載しました）

賑わいを見せる物販、試食ブース

巨大な姿を見せ、第 4 埠頭に接岸した「にっぽん丸」
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◎事務局だより◎
北海道港湾空港建設協会
【常任理事会】
◆ 常任理事会を平成24年11月30日（金）京王プラザホ

テル札幌で開催しました。

議題

　●日港連運営員会等に関する報告について

　●平成25年度　日港連会長表彰候補者について

　● 北海道開発局港湾空港部長への要望事項（案）につ

いて

　●その他

【広報委員会】
◆ 会報誌第78号発刊に向けた編集会議を平成24年10月

26日（金）セントラル札幌北ビル会議室で開催しまし

た。

【技術委員会】
◆ 第71回技術委員会を 9 月11日（火）セントラル札幌

北ビル会議室で開催しました。

◆ 第 2 回技術委員小委員会を10月26日（金）協会内会

議室で開催しました。

◆ 第72回技術委員会を11月29日（木）セントラル札幌

北ビル会議室で開催しました。

◆ 平成24年度日港連・港湾空港建設協会共催による北海

道開発局との意見交換会を12月13日（木）ホテルポー

ルスター札幌で開催しました。

港関係団体連絡会
【連絡会】
◆ 港関係団体連絡会を平成24年 7 月 4 日（水）セント

ラル札幌北ビルで開催しました。

◆ 港関係団体連絡会議を平成24年 9 月20日（木）セン

トラル札幌北ビルで開催しました。

◆ 港関係団体連絡会議を平成24年10月22日（月）セン

トラル札幌北ビルで開催しました。

【意見交換会】
◆ 北海道開発局担当者との意見交換会を平成24年11月

22日（木）セントラル札幌北ビルで開催しました。

◆ 港関係団体と当協会が北海道開発局と平成24年12月

14日（金）ホテルポールスター札幌で開催しました。

北海道港湾振興団体連合会
◆ 「港湾を考える全国大会」が平成24年10月25日（木）、

東京都の砂防会館で開催されました。

日本港湾空港建設協会連合会
【運営委員会及び理事会】
◆ 第64回運営委員会及び第62回理事会が平成24年11月

14日（水）に東京都アジュール竹芝で開催されました。

運営委員会には宮﨑会長、佐見副会長が出席しまし

た。

【港湾局長意見交換会】
　国土交通省港湾局長と日港連（理事全員、北海道から

宮﨑会長が出席）の意見交換会が平成24年11月14日（水）

に国土交通省港湾局会議室で開催されました。

【日港連セミナー】
◆ 第80回　日港連セミナー（中堅技術者を対象）が平成

24年 9 月25日（火）広島市で開催されました。

◆ 第81回　日港連セミナー（経営者を対象）が平成24年

11月13日（火）東京都アジュール竹芝で開催され、当

協会から 2 名が出席しました。

◎業界だより◎

◎会員代表者の交代
　●酒井建設㈱

　　 代表取締役　酒井　芳宏　平成24年11月

　●㈱濱谷建設

　　 代表取締役社長　濱谷美津男　平成24年12月

◎広報委員会だより◎
　厳しい北海道の現状を季節、仕事などで感じられてい

ると思いますが、健康に気を付けて前向きに頑張ってい

ただきたいと思います。

　会報77号から「会員の技術開発を紹介」しております

ので、会員の中で紹介したい新工法や新技術等がありま

したら、寄稿をよろしくお願いします。



会報「北のみなと」 No.78

発行年月　 平成25年 1 月
発　　行　 北海道港湾空港建設協会　  　会長　宮﨑　英樹
　　　　　 札幌市北区北９条西３丁目10- 1（小田ビル４階）
　　　　　 TEL（０１１）７０７－４７３１ ＦＡＸ（０１１）７０７－４７３３
　　　　　 http://www.hokkaido-kkk.jp
　　　　　 Email:hkkk@h4.dion.ne.jp
編　　集　 北海道港湾空港建設協会　広報委員会
　　　　　 編集責任者　 小山　良明
印　　刷　 須田製版

北海道港湾空港建設協会　案内図

市
営
地
下
鉄
東
豊
線

市
営
地
下
鉄
南
北
線

北口バスターミナル

北海道大学

JR札幌駅
（南）

小
田
ビ
ル
4
階

北
海
道
港
湾
空
港
建
設
協
会

第一合同庁舎
●

北九条小学校
●

石狩LNG基地に初入港したサハリンからのLNGタンカー
（写真提供：石狩湾新港管理組合）

石狩LNG基地（11月30日営業運転開始）の全景


