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平成２２年度港湾関係予算については、「新たな北海道総合開発計画」（平成２０年７月４

日閣議決定）に掲げられている主要施策に沿って、我が国の課題解決への貢献や地域の活性化

等を図るための事業を推進します。

平成２２年度予算額 １６，０７８百万円

(1) 北海道の国際競争力の強化
東アジアとの多様な物流ネットワークの構築を図るため、

北海道の国際競争力の強化に向けた基盤整備を推進します。

耐震強化岸壁 整備後イメージ（釧路港）

(1) バルク物流効率化による産業競争力の強化

北海道を支える産業の競争力強化や進出企業への対応を

図るため、バルク船により輸送される飼料原料、木材チ

ップ等の物流効率化のための整備を推進します。

(2) 離島航路の安定化

離島の安全・安心の確保を図るため、離島港湾における

港内静穏度の向上に資する港湾整備を推進します。

(3) 北海道の基幹産業である水産業の振興

北海道の基幹産業である水産業の荷役環境の改善や高度

化を図るための港湾施設の整備を推進します。

(4) 旅客船ターミナル等観光・にぎわい・交流拠点の形成

観光資源が豊富な北海道へのクルーズ需要に対応するた

め、旅客船ターミナル等の整備やみなとまちづくりを推

進します。

苫小牧港東港区コンテナターミナル

国際競争力の強化

地球環境への対応

平成２２年度平成２２年度 港湾関係予算概要港湾関係予算概要
～港湾空港部～港湾空港部 港湾計画課～港湾計画課～

地域の安全・安心の確保

地域の活性化

整備中の飼料コンビナート（十勝港）

(1) 地震・津波等防災対策の推進

地震等の災害が多い北海道において耐震強化岸壁の整備

を推進します。

(1) 自然環境の保全・創造

浚渫土砂を活用した水生生物の生息環境の保全と創造を

図る環境共生型防波堤の整備を推進します。
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平成２２年度の北海道空港事業（北海道開発局分）は、総額で３，２９６百万円の予算となっ

ています。空港整備は、国際競争力の強化、地域活力の向上、安全安心の確保を基本的な方向性

として、空港・航空保安施設の用地造成、空港の国際化に資する施設整備など空港の機能の高質

化等を推進します。

１．新千歳空港就航率向上事業（ＩＬＳ双方向化）

ＩＬＳ（計器着陸装置）は、主に着陸用として運用

している滑走路では北風対応用のみが設置されていま

す。悪天候時の南風の場合には、主に離陸用として運

用している滑走路を使用せざるを得なくなり、同じ滑

走路に離陸と着陸が集中し、航空機に遅延が発生しま

す。このため、着陸用の滑走路付近に用地を造成して、

ＩＬＳ機器による悪天候時の遅延便の減少を図ります。

２．積雪寒冷地空港高度化事業

冬期間に航空機へ散布する防除雪氷剤（デアイシン

グ剤）が離陸待ちをしている間に有効時間切れとなり、

再度の防除雪氷作業によるエプロンの混雑を解消する

ために、デアイシング用のエプロンを新千歳空港に整

備します。

３．空港機能利便性向上

新千歳空港では、早朝出発便の増加等により、夜間

駐機する航空機が増加し、夜間駐機用のスポット数が

不足している。このため、ナイトスティエプロンの新

設を行い、空港機能の高度化に貢献します。

４．空港施設の機能保持

函館空港及び釧路空港において、老朽化及び劣化し

たエプロン等の更新・改良を進めます。

５．耐震対策事業

大規模地震による被害を最小限にとどめ、空港の機

能を確保するのに必要な基本施設等の耐震性向上のた

め、新千歳空港の函渠等の耐震補強を行います。

 

エプロン改良状況

平成２２年度平成２２年度 空港関係予算概要空港関係予算概要
～港湾空港部～港湾空港部 空港課～空港課～

デアイシング作業状況

新千歳空港 耐震対策（改良イメージ図）
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「みなとオアシス網走」の誕生「みなとオアシス網走」の誕生
～～ 流氷観光をコンセプトとしたみなとオアシス流氷観光をコンセプトとしたみなとオアシス ～～

一年間の仮登録期間を経て、平成２２年３月２９日、『みなとオアシス網走』が本登録され、

流氷観光をコンセプトとした全国唯一のみなとオアシスが誕生しました。

「みなとオアシス」は、みなとを核とした住民参加型の

地域活性化に資する取組とそれらが取り組まれる施設や地

区を、港湾管理者からの申請に応じ、北海道開発局長が「

北海道みなとオアシス」として登録して、所管事業による

支援や、PR展開での支援などを行うものです。

北海道みなとオアシスとして、これまで『みなとオアシス

「わっかない」』が平成１９年11月に本登録され、『みな

とオアシス江差』が平成２１年７月に仮登録されています。

今回の登録により、網走港でのみなとまちづくりに対して、より多くの住民の方に参加してい

ただき、併せて流氷観光砕氷船の発着場所等として網走地域の観光の拠点となっている「みなと

観光交流センター」を始めとする各施設の機能強化が図られ、これらにより一層の地域振興が促

進されることが期待されます。

みなとオアシス網走

申請主体 網走市〔網走港港湾管理者〕

運営主体

みなとオアシス網走運営協議会

（網走青年会議所、網走中央商店街振

興組合、網走商工会議所、網走市観光

協会、網走社交飲食業協会、道東観光

開発(株)、(株)タカハシ、網走市）

構成施設

みなと観光交流センター、川筋物揚場、

川筋緑地、港町緑地、川向緑地、帽子

岩緑地

提供サービス

☆みなと観光交流センターにおいて、みなとオアシス

の案内を行うほかセンター内の情報板を活用して市民
や観光客に向け、中心市街地や周辺地域の案内、グ
ルメ情報、観光情報等を提供

☆各施設を活用して市民や観光客にレクリエーション
スペースを提供したり、中心市街地と連携したサービ
スを実施し、市民等に交流の機会を提供

イベント等の名称 ４～７月 ８～10月 11～3月 備 考

みずうみ感謝祭 １日間 ７月中旬

帽子岩ライトアップ ２ヶ月間 ７月～８月

あばしりオホーツク夏祭り ４日間 ７月下旬

オホーツク海上学校 ２日間 ７月下旬

夕市まつり ９日間
７月下旬

～８月上旬

あばしり水産フェスティバル １日間 ８月中旬

網走一番！秋祭り １日間 ９月下旬

あばしり収穫祭 １日間 １０月中旬

クリスマスフェスティバル ５日間 １２月下旬

流氷砕氷船「おーろら」運航 ２ヶ月間
1月下旬

～3月下旬

あばしりオホーツク流氷まつり ４日間 ２月上旬

各種イベントの年間予定スケジュール

藤田港湾空港部長から

大場網走市長に認定書を授与

知床連山の景観

帽子岩緑地

帽子岩

モヨロ貝塚 川向緑地

エコーセンター みなとオアシスエリア

中心市街地商店街

川筋物揚場

みなと観光交流センター

港町緑地・川筋緑地

「みなとオアシス網走」エリア図



国土交通省北海道開発局 港湾空港部情報発信紙 第１３号 平成２２年５月

－４－

新千歳空港 新国際線旅客ターミナルビル開業

～ 港湾空港部 空港課 ～

新千歳空港の新しい国際線ターミナルビルが平成22年3月26日に開業しました。海外から

の旅客増加に対応して、国内線ターミナルビルから分離し、その西側に新たに国際線ターミナ

ルビルを建設しました。これにより入国管理や税関のスペースが拡張され入出国時の混雑緩和

が図られます。

新千歳空港は、台北、ソウル、香港等の東アジアを中心とする空港と直行便で結ばれ、その

国際線利用客数は急速に伸び、平成２1年度の旅客数は平成15年度の44万人から約2倍の７９

万人に急増しています。これまで国際線ターミナルは、国内線ターミナルの北端部にあり、時

間処理能力は２００人程度で、利用が集中すると旅客は到着時にボーディングブリッジや機内

での待機を余儀なくされていました。

このため、バゲージクレームや駐機スポットを増加し、時間当たり５３０人の旅客を処理で

きる新国際線ターミナルビルを計画しました。既存ターミナルビルの西側の航空自衛隊千歳基

地の隣接地に、札幌開発建設部千歳空港事務所がエプロン等を整備し、北海道空港（株）が

ターミナルビルを建設しました。

新国際線ターミナルビルは、地下１階、地上４階建ての構造で、１階はバス、タクシー等の

乗降場、２階は到着ロビー、入国審査場等、３階は出発ロビー、出国審査場等、４階は飲食店

街等からなり延床面積は約６万㎡になります。国内線・国際線２つのターミナルビルは、２４

０メートルの連絡施設で結ばれています。

新千歳空港は、航空自衛隊との関係から利用が制限されていますが、その一部が緩和され、

今年４月から上海線が週３往復から４往復へ、５月からユジノサハリンスク便が週１往復から

２往復へ増え、今後も複数の路線で増便が予定されてます。

北海道でロケした中国映画をきっかけとした「北海道ブーム」や現在開催されている「上海

万博」等、中国便を中心とする旅客の増加が期待されています。

新国際線旅客ターミナルビル
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先人達の足跡に学ぶ（その２）先人達の足跡に学ぶ（その２）
～～ 小樽港小樽港 北防波堤と北防波堤と斜路式斜路式ケーソンケーソン製作ヤード製作ヤード ～～

小樽市の小高い丘に立つと木々の合間を縫って眼下に小樽港が広がる。そこには、紺碧の海に

一線を画すように「横一文字」に防波堤が延びている。これがかつてこの場所にあった胸像の主

である廣井勇博士（当時小樽築港事務所長）が中心となり多くの人々が困難を乗り越え、築造し

た小樽港北防波堤と島防波堤、南防波堤である。(現在胸像は、運河公園に移設されている。）

明治の始めまでは一小漁村であった小樽の港内状

況は、「一旦北風猛烈波浪激動スルニ及テハ碇繋至

難ナルノミナラス其餘波延テ陸上家屋ヲ犯シ人命ト

財産ヲ奪フニ至ル其惨酷實ニ名狀スヘカラス」とい

う状況であり、築港事業が急務であった。

このため、小樽港の修築は、廣井博士指導による

港内の測量、試験工事、セメント試験などを経て、

第一期工事が明治30年4月、 最も緊急を要する北防波堤工事から始められ毎年120㍍～150㍍

ずつ延長し、明治36年にはおおよそ894メートルが完成したが、明治３７年の日露戦争の影響

もあり 、予定が一年繰り延べされ全体1,289メートルが完成したのは明治４1年であった。

廣井博士は著書「築港」で「惟フニ、港灣修築ノ事タル實ニ國家重大ノ事業ニシテ、其施設ノ

困難ナル土木事業中最タリ。故ニ之カ計畫ヲ立ツルニ當リテハ、最モ愼重ニ、最モ周到ヲ以テシ、

百年ニ竟リテ遺算ナキヲ期セサルヘカラス」と述べており、北防波堤などの建設にも博士の構想

の「先見性」、技術の「先進性」、その「周到さ」が見て取れる。

当時、大海に向かって防波堤を築造することは未曾有の工

事であったが、廣井博士の設計思想は、小樽港の地勢、波浪

の状況そして将来の発展性をも考慮した上で、「百年ニ竟リ

テ遺算」がないよう当時としても十分すぎるとも思える位置

に北防波堤及び南防波堤などを設定し、海面146万坪(482

万㎡）を包囲する広大な面積を有する港として設計され、そ

の「先見性」は現代にもなお生きてる。

北 海 道 開 発 局

北海道総合開発計画
北海道第二期

拓殖計畫

北海道第一期

拓殖計畫

北海道10ヶ

年計画

北 海 道 廳札幌県

明明 明 明 明 明 明 大 昭昭 昭 昭昭 昭 昭 昭

10 15 20 30 34 40 43 10 元 2 10 2022 27 40 50

開拓使

防
波
堤
の
築
造

年次

計画

所轄

M30       M41

小樽築港第一期工事

北防波堤１，２８９ｍ

小樽築港第二期工事

M41     T10

北防波堤延長 419ｍ

南防波堤 932m

島防波堤 915m

S4 S12  

防波堤嵩上

S40 S42

北副防波堤 ２０４ｍ S4７ S4８

北副防波堤延長 60ｍ

北防波堤 島防波堤 南防波堤

斜路式ケーソン製作ヤード

小樽港湾建設事務所発行「小樽

築港100年のあゆみ」から

小樽港修築計畫図（明治27年實測）
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また、その技術の「先進性」においても、採用した混凝土（コンクリート）ブロックを使った

防波堤の築造技術は、明治２５年横浜港で用いた混凝土（コンクリート）ブロックが亀裂を生じ

るなど技術的にも十分確立しておらず、しかも工費の節減や耐海水質を増すため、当時欧州で研

究中であったセメントに火山灰を混ぜて方塊を製造する工法は我が国でも初めての大工事となっ

た。さらに、製造した方塊の設置方法についても、重量１４～ ２３トンの方塊を７１度３４分

の傾斜を付け積み重ね、重心をずらして互いに支えあう力を発生させる工法(スローピング・ブ

ロック・システム)を採用している。廣井博士は「日本築港史」において、「この築設法は、当

時既にマノラ、マドラス、コロンボ等において実施されたことがあるが、本邦においては本工事

を以て嚆矢とせり」と記しており、当時の我が国にとって先進技術の導入であり、その建設の

「槌音」は北海道における港湾整備の幕開けを告げる、まさに「嚆矢（コウシ）」であった。

その「周到さ」に関しては、明治２０年代の後半では、まだコンクリートの配合や強度に関し

ては十分に解明されていなかったことから、コンクリートの長期耐用を調べるため、北防波堤着

工の前年から長期試験用供試体（モルタルブリケット）の製作を始め、最終的には昭和初期まで

に総数60,000個に及ぶ供試体が作られ、海中、水中、気中にそれぞれを設置しその耐用を調べ

ている。その大部分すでに試験済みだが、100年経った現在でもまだ約4,000個が保存されて

いる。（耐用試験は平成１４年に終了）

この試験の対象としていたものは、主としてセメントの種類、

配合割合、養生方法、細骨材の産地・種類、混合材（火山灰）

の差によるコンクリート（モルタル）の耐久性・強度であり、

試験結果をもとに建設され、築港後１世紀をも経ながら堅固に

港を守っている小樽港の防波堤は、コンクリート技術史上我が

国はもとより世界に誇るべき港湾構造物であり、日本最初の本格的コンクリート防波堤として、

平成１２(2000)年、日本土木學会から選奨「土木遺産」に指定されている。

また、小樽港にはもう一つ 、滑り台方式でケーソンを進

水させる世界で最初の施設であり、ケーソン技術の適応範

囲を広げ、我が国の港湾技術を発展させたとして、平成２

１（２００9)年、同じく「土木遺産」に指定されている「

斜路式ケーソン製作ヤード」がある。

先人達の足跡に学ぶ（その２）先人達の足跡に学ぶ（その２）
～～ 小樽港小樽港 北防波堤と北防波堤と斜路式斜路式ケーソンケーソン製作ヤード製作ヤード ～～
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■編集後記 ■坂本龍馬がブームである。書店には、数多く「龍馬本」が並らぶ。大河

ドラマの影響か、はたまた新たな時代を切り開くヒーローの待望論か…

■龍馬と北海道の関りは直接にはないようだが、司馬遼太郎著「竜馬がゆ

く」には、龍馬が倒幕のとき、いまだ熟せずとして、京阪辺りの志士たち

を一時北の守りや開拓のための屯田として北海道に送ろうとするくだりが

ある。結局これは実現しなかったようだが、龍馬自身北海道への関心は強

かったようである。偶然だが、龍馬も廣井博士も土佐出身である。■廣井

博士により小樽港が整備されていた明治４０年ころの北海道の人口は約１
４０万人との記録がある。昭和２年に策定された「北海道第二期拓殖計畫」では、２０年をかけて北海道
の将来人口を移住者197万人を収容して６００万人とするとうたわれている。■当時６００万というはか
なり意欲的な数字だったと思うが、今から見ればあながち壮大な数字ではなかった。実際には、北海道の
人口は６００万人に迫ったが、社会情勢の変化や少子化の時代を迎え、平成７年の５６９万人をピークに
人口減少が始まっており、平成42(2030)年には約４６８万人という推計もある。■人口の減少に伴って
社会や地域の活力が減衰していくことが考えられるが、けっして怯むことなく、次の時代、次の世代に何
が大切で、何が重要であるか、覚悟を持って発想することが必要な時ではないかと思う。（編集担当S.O）

北海道庁 旧本庁舎（明治21年建

築・昭和43年復元・札幌市）

さすがに、百年が経過し、北防波堤も堤防を支える捨塊、捨石が飛散等しており、平成17年

度から「平成の大改修」が行われ、また斜路式ヤードも平成17年度を最後にケーソンの製作を

終えている。もとより、これら明治期の技術は、現代技術のレ

ベルとは比べようもないが、その時点、時点での先進的な技術

を取り入れる勇気、さらに幾多の困難に立ち向かい、乗り越え

る忍耐力、次世代を見据えた計画を立案し、周到かつ真摯に取

り組む姿勢など学ぶべき多くの教訓があるように思われる。

この斜路式ケーソン製作ヤードは、小樽港第Ⅱ期修築工事中（明治４１年～大正１０年）

の明治４５年、廣井博士に見込まれ、小樽築港事務所２代目所長となった伊藤長右衛門が考

案したもので、ケーソンの進水方式として動力に頼るこ

となく、ケーソンの重さを利用した独創的な進水方式で、

ケーソン製作工事の簡素化や経済性に優れており、大正

元年から平成１７年度までに約８００函を製作して小樽

港を始め小樽管内の港湾・漁港に設置してきた。

斜路は、陸上部６０㍍、海中部が６４㍍、平均約10

％の傾斜で海底まで延び、その上に四本の木製レールが

敷かれ、滑り落とす構造となっており、幅及び長さ共に

12.12m、高さ7.88m、コンクリート容積500立米のケーソンが製作できた。当時、滑台

によるケーソン進水は世界にも例がなくまったく独創的な方法であったため、初めはケーソ

ンが進水途中で止まってしまい軍艦の進水方式を参考に進水台を改造したり、また、進水時

の急激な水圧の変化による衝波対策が必要であったり試行錯誤の連続であったようだ。

先人達の足跡に学ぶ（その２）先人達の足跡に学ぶ（その２）
～～ 小樽港小樽港 北防波堤と北防波堤と斜路式斜路式ケーソンケーソン製作ヤード製作ヤード ～～

現在の斜路式ケーソン製作ヤード

ケーソンの進水


