
2015.10
No.111

SITC（海豊国際航運）による堺泉北港～青島　
外航定期コンテナ航路の開設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
港湾施設の維持管理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
水門等操作訓練 ～来たるべき災害に備えて～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
堺第7-3区共生の森づくり活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
津波避難計画を策定しましょう！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
堺泉北港、阪南港港湾機能継続行動計画（ＢＣＰ）策定に向けて・・・・・・・・・4
障がい児童通所施設等の船上見学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

第５回堺泉北港ドラゴンボート大会開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
深日港フェスティバルにたくさんの皆さんにお越しいただきました・・・・5
第６３回岸和田港まつり花火大会開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
堺の夏の風物詩「堺大魚夜市」が開催されました・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第９回「カンカンキッズ」開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
泉大津フェニックスにぎわいづくり委員会の取組みについて・・・・・・・・・・・・・7

ビジネス英語講座開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
港湾人材育成セミナー開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

平成２７年度理事会・通常総会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
大阪府港湾局長感謝状贈呈式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
平成２７年度港湾視察 ～広島港・呉港～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
運営委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11



No.111 大阪府港湾協会

SITC（海豊国際航運）による堺泉北港～青島　
外航定期コンテナ航路の開設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
港湾施設の維持管理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
水門等操作訓練 ～来たるべき災害に備えて～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
堺第7-3区共生の森づくり活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
津波避難計画を策定しましょう！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
堺泉北港、阪南港港湾機能継続行動計画（ＢＣＰ）策定に向けて・・・・・・・・・4
障がい児童通所施設等の船上見学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

第５回堺泉北港ドラゴンボート大会開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
深日港フェスティバルにたくさんの皆さんにお越しいただきました・・・・5
第６３回岸和田港まつり花火大会開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
堺の夏の風物詩「堺大魚夜市」が開催されました・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第９回「カンカンキッズ」開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
泉大津フェニックスにぎわいづくり委員会の取組みについて・・・・・・・・・・・・・7

ビジネス英語講座開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
港湾人材育成セミナー開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

平成２７年度理事会・通常総会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
大阪府港湾局長感謝状贈呈式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
平成２７年度港湾視察 ～広島港・呉港～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
運営委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11



大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ

　堺泉北港におきまして、新たな船社としてＳＩＴＣ（海豊国際航運）による堺泉北港と青島を結ぶ週一便の外航定期コンテナ
航路が開設されました。
　航路開設の初入港船として「ＳＩＴＣ　ＳＨＩＭＩＺＵ」号（船長：ＳＯＮＧ　ＫＵＮ）が堺泉北港助松埠頭第８号岸壁に着岸いたし
ました。
　中国からＳＩＴＣ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＣＥＯの楊　現祥氏をはじめ船社関係者の港湾局への表敬訪問があり、大阪府港
湾協会の池野副会長より記念品の贈呈がありました。
　引き続き、助松埠頭第８号岸壁において、船社、船舶代理店等の関係者のご出席を賜り、外航定期コンテナ航路の開設並
びに初入港を祝う歓迎式典を開催いたしました。
　式典では、初入港を記念し、大阪府港湾局渡部次長より、「ＳＩＴＣ　ＳＨＩＭＩＺＵ」号のＳＯＮＧ船長へ記念楯の贈呈が、地元
市である泉大津市より楊ＣＥＯへ地元特産品である毛布が記念品として贈呈されました。
　今回のＳＩＴＣによる航路開設で、堺泉北港はＣＣＬ（中通国際海運有限公司）による中国・上海と同様、青島も週一便で結
ばれることとなり、ますます利便性が向上いたします。
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SITC（海豊国際航運）による堺泉北港～青島　
外航定期コンテナ航路の開設

記念撮影

楊ＣＥＯ

港湾局渡部次長よりＳＯＮＧ船長へ記念楯贈呈

初入港日
堺泉北港寄港曜日
航路名
寄港スケジュール
運航船社
総代理店

平成２７年７月２４日（金）
毎週金曜日
TKS航路
青島→関西（大阪、神戸、堺泉北）→青島

)運航際国豊海（seniL reniatnoC CTIS
）社会式株本日運航際国豊海（napaJ CTIS



港湾施設の維持管理について 大阪府港湾局計画調整課事業グループ

　大阪府では、平成25年12月に「大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会」を設置し、各分野別の作業部会などを含め
計29回の審議を経て、平成27年2月に「都市基盤施設の効率的・効果的な維持管理・更新に関する長寿命化計画につい
て」の答申を審議会から受けた。
　その後、大阪府都市整備部事業管理室が中心となり、第1編「基本方針」と第2編「分野別行動計画」から構成される「大
阪府都市基盤施設長寿命化計画」を平成27年3月に策定している。
　大阪府港湾局においても、この長寿命化計画に基づき、これまで以上に、効率的で効果的な維持管理の取り組みを実施
していくこととしている。

　長寿命化計画では、施設の現状を把握するための点検を適切に実施することを基本とし、施設を構成する部材の材料特
性の違いなどから、維持管理手法の体系化を図るとともに、施設の利用頻度や災害時における重要性などの社会的影響度
から補修の優先順位を決定することとしている。
　なお、点検については、平成２６年７月に国土交通省港湾局が「港湾の施設の点検診断ガイドライン」を策定したことを受け、
このガイドラインに準拠しながら点検を実施していくこととし、維持管理手法の体系化については、状態監視型による維持管理
手法を基本とし、劣化予測手法が確立している鋼構造施設等については予測計画型の維持管理手法による維持管理を実
施することとしている。
　また、維持管理業務の中でも、特に日常的な維持管理においては、施設に致命的な損傷を与えかねない使われ方や、不
法行為がなされてないかなどの巡視を徹底し、府民や企業などの地域社会との協働や連携による維持管理を実践すること
で、維持管理業務の相乗効果を発揮していきたいと考えている。
　大規模な補修工事となれば、利用者の方々に多大なご迷惑をおかけすることとなるため、そのような事態を避けるためにも、
職員による施設点検を着実に実施し、不可視部分については専門家による点検を実施するなど、施設の適正な現状把握に
努めるとともに、施設の長寿命化に資するきめ細やかな補修等を計画的に実施することで、利用者の安全確保と利便性の
向上に努めていく。

＜状態監視型＞
点検結果等により劣化や損傷等の変状を評価し、目標となる管理水準を下回る場合に修繕を行う。
＜予測計画型＞
点検データ等を用いて劣化の進行予測を行い、最適な補修タイミングを設定し修繕等を行う。

職員による巡視（岸壁の利用状況） 職員による巡視（不法行為の是正） 職員による岸壁の目視点検

専門家による岸壁の空洞化調査 協働による岸壁の清掃活動 岸壁の補修（上部工の更新）

※大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会のHP　http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/maintenance/
※大阪府都市基盤施設長寿命化計画のHP　　　　http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/maintenance-plan/index.html

職員による巡視（岸壁の利用状況） 職員による巡視（不法行為の是正） 職員による岸壁の目視点検

専門家による岸壁の空洞化調査 協働による岸壁の清掃活動 岸壁の補修（上部工の更新）



訓練の意義　　　　　　　　　
　堺市から岬町までの泉州海岸延長約74㎞には、水門、樋門、陸閘、排水機場の防災施設が数多く設置されています。これ
らの施設は、日常は稼働することはありませんが、津波・高潮等の自然災害発生時には、迅速かつ的確な操作が求められる施
設であるため、防災意識の高揚、円滑な操作の習熟、施設保全の重要性の認識を目的とした操作訓練を実施しております。

訓練の実施　　　　　　　　　　　　　
　台風到来期前の、平成27年6月1日（月）から6月15日（月）の延べ7日間、各市町の水門等操作担当者を交えた延べ人数
217名で、本運転と同様の操作訓練を実施しました。
　迅速かつ確実に操作できることを再確認するとともに、災害に備える意識を、より一層高めました。

訓練に際して　　　　　　　　　　　
　道路規制に多大なる指導・協力を賜りました、泉大津警察署、岸和田警察署、泉佐野警察署、貝塚警察署、ならびに泉南
警察署のみなさまには、心よりお礼申し上げます。

水門等操作訓練 ～来たるべき災害に備えて～ 大阪府港湾局計画調整課設備グループ

　堺第7-3区では、府民、企業、NPO等の協働による「共生の森」づくりが進められています。共生の森の一部区画において
は、大阪府と森づくりに関する協定を締結した企業が、独自に森づくり活動に取り組んでおられます。今回は、そのうちの１社
である「住友ゴム工業株式会社」の活動についてご紹介します。

住友ゴム工業株式会社による草刈活動　
　平成27年6月13日（土）、住友ゴム工業株式会社が、2009年に植樹を行った区画（N山）において不要樹木の除去や草刈
を実施されました。この日の活動には、社員及びそのご家族、計73名が参加されました。主な作業は、太さが3cm程度までのヌ
ルデやトウネズミモチ、アキニレ等の不要樹木をノコギリで伐採するというもので、これまでの鎌で下草を刈る作業とは異なる手
応えに参加者の方々は新鮮さを感じられたようで、伐採作業はハイペースで進み、休憩を挟みながら20分作業×3回で不要
樹木はすっかりきれいに片付きました。アシナガバチに刺された方が1名いましたが幸い大事に至らず、ノコギリ作業による怪我
も無く、この日の活動は無事に終了しました。

堺第7-3区共生の森づくり活動報告 大阪府港湾局計画調整課計画グループ

3 (水)

4 (木)

 8 (月)

10 (水)

11 (木)

1 (月)
15 (月)

堺 市
高 石 市

泉大津市

岬 町

泉佐野市
田 尻 町
泉 南 市
阪 南 市
忠 岡 町

岸和田市

貝 塚 市

竪川水門・古川水門
№2陸閘［電動］・№3陸閘［電動］
緑川樋門・堅川樋門・堅川緑川排水機場・新川水門
新川排水機場・八軒川樋門・八軒川排水機場
朝日川水門・新浜川排水機場・№92樋門
№72陸閘［電動］・№73陸閘［電動］
№3-1陸閘［電動］
田尻川水門
紺谷川水門
車屋川樋門
№2-2陸閘
天の川水門
№1-2陸閘
三昧川樋門・見落川水門・北境川水門
№5-4陸閘

★
★

★

★

★

実施前 不要樹木伐採・草刈活動の様子 実施後（伐採した不要樹木が山積みに）実施前 不要樹木伐採・草刈活動の様子 実施後（伐採した不要樹木が山積みに）

6／

実施日 市町 対象施設 道路封鎖



津波避難計画を策定しましょう！ 大阪府港湾局総務企画課危機管理グループ

堺泉北港、阪南港港湾機能継続行動計画（ＢＣＰ）策定に向けて
大阪府港湾局総務企画課危機管理グループ

　臨海部では、工場や物流施設などで働く方々や、海浜公園等のレジャー客など
様々な方が活動しています。しかし、これら多くの施設が防潮ラインより海側にあり、
南海トラフ巨大地震が発生した場合、大阪湾には1～２時間後に４～５ｍの津波が
襲来、大部分が浸水するため、安全かつ迅速な避難への対応が必要となります。
　大阪府港湾局では、津波に対して安全かつ迅速に避難できるよう、各事業者の
避難計画策定を促進することを目的に「津波避難計画策定ガイドライン（臨海部立
地事業所用）」を作成しました。

　平成２７年９月２８日に堺泉北港、阪南港両港のＢＣＰ協議会を設立しました。
　この協議会は、港湾活動にかかわる関係者により構成されています。
　協議会では大規模災害発生時において国民生活を維持するため海上からの
緊急物資の供給を迅速に行うことや、社会経済への影響を最小限に抑え、港湾機
能の早期回復を図るべく、平常時から事前に危機的事象発生時における港湾関
係者間の役割や行動、相互の関係を確認しながら、関係者間での連携による協働
体制を構築するよう、平成２８年３月までに各港湾のＢＣＰを策定していきます。

大阪府営港湾セミナーでの啓発活動の様子

　また、大阪府港湾局では、市町単位、地区単位で避難計画策定の啓発活動も行っています。臨海部の事業者が集まる会
議など、本ガイドラインの説明等の機会がございましたらご連絡をお願い致します。

　臨海部の事業者に於かれましては、本ガイドラインを活用していだだき、津波避難計画の策定をお願い致します。

　大阪府港湾局「津波避難計画策定ガイドライン」のホームページ
　http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/bousai-kikikanri/tunamihinankeikaku.html

大阪府営港湾セミナーでの啓発活動の様子

障がい児童通所施設等の船上見学 大阪府港湾局堺泉北港湾事務所

　和泉市において特定非営利活動法人笑輝（しょうき）が運営す
る障がい児童通所支援事業所「にこ×２」に通う児童やその保護
者、指導員の方々に、２日間に渡って大阪府港湾局巡視船「はま
でら」に乗船していただきました。
　乗船の際は、緊張した面持ちの児童たちでしたが、名所旧跡で
ある旧堺燈台や龍女神像はもちろん、港湾施設である岸壁や上
屋・倉庫など、日頃見ることができない船上から風景に興味津々で、
巡視船「はまでら」への乗船体験を通じて、海や港に関心を持っ
ていただけたようです。

■開催日　７月３０日（木）２５名
　　　　　８月  ４日（火）２３名



第５回堺泉北港ドラゴンボート大会開催
＜第１２回ＡＤＢＦアジア選手権大会二次選考会＞ 高石港湾振興会

　平成２７年６月２１日（日）大阪府立漕艇センターにおきまして、高石商工会議
所主催の「第５回堺泉北港ドラゴンボート大会」が第１２回ＡＤＢＦアジア選手権
大会二次選考会を兼ねて盛大に開催されました。
　この大会はドラゴンボート大会を通じて「高石」のまちを広く発信して市民と商
工業者相互の絆を強め、商工業発展と堺泉北港のＰＲの原動力となるよう企
画され、第５回目の開催となった今大会は市内の部の１７チームを含む計３４
チームが参加して多くの人々で賑わいました。
　午前８時から開会式、入魂式を行い競技が開始され、第１レースに市内の部
５艇がスタート準備を整えた瞬間、「アテンション・ゴー」の合図とともにドラマーの太
鼓の音に合わせパドラーが必死の形相で漕ぎ、クルーが団結力を高める白熱の
レースが展開されました。
　レースは市内の部、男女混合の部、オープンの部に分かれ各２回戦を戦い合
計タイム上位５チームで決勝戦という方式で行われました。
　決勝レースではゴールラインをドラゴンボートが１００分の５秒差で駆け抜けた瞬
間には会場から大歓声が鳴り響き、写真判定の結果を観衆が固唾をのんで待
ちました。
　優勝チームが発表された瞬間、勝者のみならず両チームに対し大きな拍手が
送られました。
　表彰式では種目別に表彰が行われ、終了いたしました。

＝岬町町制施行６０周年記念　海の日記念みさきの海のまちづくりイベント＝
深日港フェスティバルにたくさんの皆さんにお越しいただきました

岬町まちづくり戦略室

　前日までの梅雨空がまるで嘘のように晴れ渡った深日港で、深日港フェスティ
バルを開催しました。今年は、岬町町制施行60周年記念事業、公益財団法人
日本財団の2015年度あなたのまちの海の日サポートプログラム事業として実施し、
昨年を上回る約5,000人の方にご参加をいただきました。
　毎年好評をいただいているうずしお観光船日本丸による大阪湾ミニクルーズ。
今年は運航回数を２回に増やし、より多くの方にクルーズを楽しんでいただきま
した。ステージでは、大阪府警察音楽隊、カラーガード隊の演奏とパフォーマンス
に加え、かつて航路で結ばれていた洲本市から三熊連の皆さんにご参加をい
ただき、淡路島名物やっこ踊りなどで会場を盛り上げていただきました。また、海
上では海洋環境船海和歌丸や大阪水上警察署警備艇の見学会も開催され、
子どもたちが操舵席に座って船長体験をするととともに、乗組員の方から海の
環境や警備艇の役割の話をしっかりと聞いていました。
　深日港フェスティバルでは、消防、警察、自衛隊の皆さんにも参加いただき、防
災啓発も実施しています。子どもたちは、レスキュー体験や30ｍはしご車への搭
乗、災害時に活躍する自衛隊車両に乗車するなど、防災体験も行われました。
　今年も多くの皆さまにご協力をいただき、ありがとうございました。

１分１６秒１３

１分１８秒０８

１分１９秒８８

２分２１秒２３

２分２３秒９０

２分３１秒８１

２分０４秒９０

２分０４秒９５

２分１５秒２５

ドリーマーズ

珍獣漕げ漕げ団

エコジョーズ（鮫）

関西龍舟シンバ

表面張力

関西龍舟バーバリアンズ

ｂｐ

磯風漕友会

ｂｐジュニア

優　勝

準優勝

第３位

優　勝

準優勝

第３位

優　勝

準優勝

第３位

大会結果
◆２５０ｍ市内の部

◆５００ｍ男女混合の部

◆５００ｍオープンの部



第６３回岸和田港まつり花火大会開催 岸和田港振興協会

　岸和田港振興協会では今年も７月の最終土曜日、25日に恒例の「岸和田港まつり花火大会」を実施いたしました。
　例年、花火大会の時期は梅雨明け直後の晴天が続くのですが、今年の７月はまさに台風のシーズンでした。花火大会の１
週間前には台風11号が西日本を直撃し、大荒れの天気となり、市では災害緊急配備体制が布かれました。花火大会の日も、
予報では台風12号が西日本に接近し、直前まで開催が危ぶまれていました。運営委員会と事務局では、荒天による中止の
場合も十分に想定しながら準備を進めておりましたが、当日には一転、台風は進路を変え何処かへ行ってしまい、天気は回復
し、絶好の花火日和となりました。
　花火大会当日、夜明けとともに準備は始まります。早朝の海岸に、花火を積んだト
ラックが続 と々やって来ては、熟練の花火師たちにより手際よく花火の設置作業が行
われていきます。正午を迎えるまでには観覧場の設営が完了し、夕刻になるにつれて、
花火大会の会場へと向かう沿道には、露店が軒を連ねて顔を出します。
　午後４時、花火の設置が完了し、市消防本部による煙火消費の立入り検査が行わ
れ、安全上問題がないか入念に点検が行われます。そして、午後７時より信号用花火
の打上げ、午後８時より、いよいよ打上げ花火が始まります。スターマインをはじめ、各種
仕掛け花火、大玉で迫力のある８号玉、ラストを飾る連発のワイドスターマインまで、約
1,500発の花火が阪南港の夜空を彩りました。
　岸和田港振興協会では、市民のみならず近隣市町住民の方々にも親しまれている、
歴史ある岸和田港まつり花火大会を今後も継続できるよう努力してまいります。

堺の夏の風物詩「堺大魚夜市」が開催されました 堺市文化観光局観光部観光推進課

　平成２７年７月３１日（金）、堺の夏の風物詩「堺大魚夜市」が堺市堺区の大浜公園で開催されました。天候にも恵まれ、家
族連れなど約２４万人（主催者発表）の方々にご来場いただきました。
　堺大魚夜市は約７００年前、泉州周辺地域の漁師が「航海の神」「漁業の神」として信仰していた住吉大社（大阪市住吉
区）に航海の安全と豊漁を祈念し魚を奉納した際、同時に新鮮な魚を売り始めたのが起源といわれ、毎年７月３１日に開催さ
れています。
　主催の堺大魚夜市実行委員会では、今年度のテーマを「元気発信！おいでよ堺！」とし、堺から全国へ元気を発信したいと
の思いを込め実施しました。
　今年もメインイベントである「魚セリ」が１９時にスタート。この魚セリには誰でも気軽に参加でき、毎年、大勢の方たちで賑わっ
ています。会場には２０もの大きなセリ台がズラリと並び、「安いで、買うてや！」と威勢のいい掛け声が飛び交い、タイやタコ、ホタ
テ、カニなどの新鮮な海産物があっという間に売り切れました。　
　さらに今年は、堺旧港にて花火が打ち上げられ、色あざやかな花火で夜空が彩られました。
　また、毎年好評の各地のＢ級グルメが楽しめる「グルメだよ　全員集合！」や、地元企業・団体による「ＰＲブース」などの出
店のほか、さまざまな催しが繰り広げられ、会場は、熱気と
興奮に包まれながら、夜遅くまで大勢の来場者で賑わい
ました。
　このほか、会場である大浜公園には、江戸時代に発
生した地震と津波の恐ろしさや当時の堺の人々がどのよ
うに津波災害に対応したかが刻まれた「擁護璽（ようご
じ）」という記念碑があり、イベント開催中には津波につい
て学ぶツアーも開催されました。



泉大津フェニックスにぎわいづくり委員会の取組みについて
大阪府港湾局経営振興課開発調整グループ

　岸和田旧港港緑町の関係企業、団体で構成する港緑振興会は夏休み子供た
ちを対象に「カンカンキッズ」銘打って社会貢献の一環として、社会見学イベントを8
月26日（水）に実施しました。旧港の商業施設の裏側を見学・体験するイベントとし
て、36名の子供たちが参加しました。
※尚、予定していた海上保安庁の巡視艇「あやめ」の体験航海は、台風15号の影
響で中止となりました。

第９回「カンカンキッズ」開催
港緑振興会

港緑振興会会員施設(5施設) 
・岸和田市立浪切ホール〔文化施設〕
・岸和田カンカンベイサイドモール〔商業施設〕
・イズミヤ〔商業施設〕
・ユナイテッド・シネマ岸和田〔映画館〕
・アクアテラス・リヴァージュブラン〔結婚式場〕

イズミヤの食肉加工の見学
イズミヤのバックヤードでお肉が
自動計量され、包装される様子を
見学しました。

ユナイテッドシネマ映写室
真っ暗な映写室に潜入。子供た
ちはドキドキです。

リヴァージュブラン見学
結婚式場のチャペルで花嫁さん
とバージンロードを歩きました。

浪切ホールの舞台見学
劇場の舞台上立ち舞台機構などの説明を受けました。照明変化や幕の
下りる様子など見せていただきました。また、楽屋の見学もできました。

岸和田漁港
台風の影響でこの日の操業は無
く、漁船がたくさん並んでいました。

後　援
・大阪府港湾局　岸和田市
・岸和田市教育委員会　岸和田商工会議所
協　力
・岸和田ウォーターフロント連絡協議会
・海上保安庁第五管区海上保安本部
　  岸和田海上保安署
・財団法人海上保安協会岸和田支部
・阪南港港湾振興連絡協議会

■見学レポート

浪切ホール楽屋

コンサート風景

ブース風景

【野外コンサートについて】
　「泉大津フェニックス」での野外コンサートは、今年で早くも11年目となり、夏フェス
の聖地として親しまれています。今年は4日間開催し、約6万人のにぎわいを創出し
ました！当日は会場内にブースを設置し、PR活動しました。

　・1週目：8月29日（土）・8月30日（日）：RUSH BALL 2015

　大阪府港湾局では、堺泉北港汐見沖地区「泉大津フェニックス」の埋立地造成
の推進と、造成した土地の有効利用を進めています。
　さらに、泉大津市、泉大津商工会議所、大阪湾広域臨海環境整備センター、堺泉
北埠頭株式会社と共に、「泉大津フェニックスにぎわいづくり委員会」を設立し、この
地で人が親しみ、集い、交流とにぎわいある港づくり・まちづくりを実現するよう、野外
コンサートをはじめ各種イベントの開催及び企業誘致の推進に日々尽力しております。
　今年は、野外コンサートのほか、ショッピングイベントである「INAZUMA FESTIVAL 
2015 WEST（約4千人来場）」や、アートトラックが全国から集結する「全国哥麿会東
日本大震災チャリティー大会in大阪（約2千5百人来場）」が実施されるなど、「泉大
津フェニックス」の認知度が高まっております。

コンサート風景

ブース風景

浪切ホール楽屋



ビジネス英会話

英語でセールストーク・プレゼンテーション

平成２７年７月２３日(木)

平成２７年７月２７日(月)

受講者：１０名

受講者：１１名

ビジネス英語講座開催 堺泉北港港湾振興連絡協議会・阪南港港湾振興連絡協議会

　堺泉北港港湾振興連絡協議会と阪南港港湾振興連絡協議会で
は、港湾関連企業及び団体を対象に、平成２７年７月２３日（木）及び２
７日（月）の２日間にわたり、ビジネス英語講座を開催しました。
　初日の「ビジネス英会話」では、異文化理解をはじめ、名刺交換や挨
拶の仕方、適切な話題でのスモールトーク、会話の続け方、海外からの
顧客の迎え方、受付応対などをロールプレイで習得してもらいました。
　続いて２日目の「英語でセールストーク・プレゼンテーション」では、自社
製品のアピールをするためのセールストークや、本格的なプレゼンテー
ションを練習し、知っていると役立つ表現とともに、効果的なビジネストー
クの方法を学んでいただきました。
　セミナー参加者からは、「日常使えそうなフレーズが多く、活用できそ
う」、「微妙なニュアンスの違いを教えてもらって勉強になった」などのご
感想をいただきました。

◇講　　師 ： 株式会社イー・グローブ　
　　　　　　　代表取締役社長　島村　東世子　氏
◇会　　場 ： 堺泉北港ポートサービスセンタービル２階 きららホール
◇開催時間 ： １０:００～１６:００

港湾人材育成セミナー開催
　大阪府港湾協会では、協会の会員のみなさまに、港湾に関する専
門知識を習得していただくことを目的とした、港湾人材育成セミナーを
開催しております。
　今回は、港湾職業能力開発短期大学校神戸校による「国際輸送の
実務と改善」コースを開講しました。受講者からは、「現在の業務に通じ
るものが多く、大変有意義な内容だった」などの感想をいただきました。

　●「国際輸送の実務と改善」
　　日　時 ： 平成２７年６月１１日（木）・１２日（金）
　　　　      ９：３０～１６：３０
　　会　場 ： 堺泉北港ポートサービスセンタービル２階
　　　　      （２０１、２０２会議室）
　　講　師 ： 港湾職業能力開発短期大学校神戸校　
　　　　　　講師　藤井　正明　氏
　　参加者 ： １６名（１日目）、１３名（２日目）

大阪府港湾協会



１　開会挨拶
２　来賓祝辞

３　来賓紹介・祝電披露
４　議　　事

　　以上、第１号から第２号議案について各々審議を行い、原案どおり可決承認されました。

５　記念講演

金盛 弥 会長
近畿運輸局次長　深海 正彦 様
大阪海上保安監部長　
　（代理：大阪海上保安監部次長　田口 康文）様
堺税関支署長　森 喜二 様
大阪府港湾局長　井上 博睦 様

（議長：山部 雅春 山九株式会社泉北支店長）
ていつに告報算決支収にび並告報業事度年６２成平 ： 案議号１第

ていつに）案（算予支収にび並）案（画計業事度年７２成平 ： 案議号２第

項事告報 ： 他のそ
「東京五輪の経済効果と日本経済の見通し」　大阪経済大学　客員教授　岡田 晃 氏

　「海岸及び港湾の愛護」等に功績のあった方々に対して、井上港湾局
長から感謝状の贈呈が行われました。
　また、感謝状を受けられた方々に、金盛大阪府港湾協会会長より、記念
楯が贈られました。

）木（日6１月７年7２成平 ：  き と　
」間の２休利「階３　堺ーシンェジーリ ラーゴア・ルテホ ： ろこと　

局湾港府阪大 ： 催 主　

【大阪府知事感謝状】
○アドプト・シーサイド・ハマボウフウ　自然と本の会　様　
　大阪府が実施している「アドプト・シーサイド・プログラム」に平成17年度より参加いただいており、阪南市貝掛海岸において
活動されております。平成２３年には、大阪府港湾局長感謝状を受賞されており、今年は活動10年目を迎えました。清掃のほ
かに、同海岸に生息している海浜植物ハマボウフウの保護に努めながら、海岸の環境美化に大いに貢献されております。

【大阪府港湾局長感謝状】
○株式会社　長谷工コーポレーション　様　
　堺市臨海部の堺第７－３区「共生の森」において、毎年開催される植樹イベントや草刈イベントに参加するなど、継続的な
緑化活動を行っておられます。さらに、平成25年度には大阪府と協定を締結し、個別区画5,000平方メートルにおける森づく
り活動に主体的に取り組むなど、大阪湾の環境改善に資する森づくりに積極的に貢献されています。

平成２７年度理事会・通常総会

大阪府港湾局長感謝状贈呈式

　平成２７年７月１６日（木）ホテル・アゴーラ　リージェンシー堺において大
阪府港湾協会　第６６回理事会及び通常総会を下記のとおり開催いた
しました。



広島港概要説明

宇品デポルトピア視察

広島港国際コンテナターミナル視察

平成２７年度港湾視察　～広島港・呉港～
　港湾視察事業は、会員の皆様が他港湾の取り組みや港湾施設の実態などを視察し、日常の業務に役立てていただくことを
目的として実施しています。
　今年度は、平成２７年９月１０日（木）～１１日（金）に、２４名（事務局含む）のご参加をいただき、広島県の「広島港」と「呉港」
を視察しました。

①概要説明（広島港湾振興事務所より説明）
・広島港は、一級河川太田川河口デルタの先端に位置し、海上に
点在する島々や半島により年間を通じて波静かな天然の良港とし
て知られており、瀬戸内海における海上交通の要衝として発展して
きた。
・海田地区、出島地区のコンテナターミナルや、廿日市地区における
ＬＮＧ、仁保地区、五日市地区における完成自動車の取り扱いなど
により、中国地方経済を支える国際貿易港として重要な役割を
担っている。

②宇品デポルトピア視察
・優れた景観と波止場の雰囲気を持つ宇品中央地区において、魅
力あるみなと空間の形成を図るため、利用率の低い港湾上屋等の
利用転換を行い、民間事業者のノウハウを活かし、賑わい施設とし
て活用する事業を進めている。
（デポルトピア：英語で倉庫を表す「デポ」、イタリア語で港の意味の
「ポルト」、理想郷の「ユートピア」を組み合わせた造語で、一般公募
で決定した。）

③広島港国際コンテナターミナル視察
（㈱ひろしま港湾管理センターより説明）
・出島地区にある広島港国際コンテナターミナルは、5万DWT級
(4,000TEU積)の大型コンテナ船に対応した-14mの岸壁やガント
リークレーン等を有する中国四国最大のコンテナターミナルとして平
成15年3月から供用が開始された。中国や韓国、東南アジアをはじ
めとする各国との貿易拠点であり、中国地方の地域経済を支えて
いる。

④完成自動車出荷岸壁視察
（マツダロジスティクス㈱より説明）
･仁保地区にあるマツダの完成自動車輸出拠点は、車両組立工場
とヤード、岸壁が隣接し、工場からラインオフした車両が、キャリアカー
を使用することなく、そのままヤードに並び専用船に載せられる、世
界でもあまり例を見ない施設となっている。

【視察行程】

第1日目（９月１0日）　広島港視察



呉港概要説明

阿賀マリノポリス地区視察

＜平成２7年度　第２回＞
日 時 ： 平成２7年１０月20日(火)　午前１０時～

室号２０２・１０２　階２　ルビータンセスビーサトーポ港北泉堺 ： 所 場
他のそ )２(    ていつに望要るす対に等関機家国阪在度年7２成平 )１( ： 事 議

運営委員会

①呉港概要説明
・瀬戸内海のほぼ中央部・広島湾の東側入口に位置し、川原石・
宝町地区、昭和地区、阿賀マリノポリス地区、広地区で構成される。
戦前、東洋一の軍港として栄えた呉港は、その半世紀余りの歴史
を礎とし、戦後は、臨海工業貿易港として発展を続けている。また周
囲の島々をつなぐ海上交通の拠点でもある。呉中央桟橋ターミナル
に隣接する大和ミュージアムでは、平成27年5月に来館者1,000万
人目を迎えるなど、人々の交流の場ともなっている。

②阿賀マリノポリス地区視察
・阿賀マリノポリスは、呉地方拠点都市地域の流通・交通拠点地区
に位置づけられており、瀬戸内海の主要航路に直結し、背後の幹
線道路網にアクセスできる立地上のポテンシャルを有している。平
成23年3月の阿賀マリノ大橋完成により、安全性の向上を図るとと
もに、交通量増加への対応が可能となった。

第2日目（９月11日）　呉港視察

「大阪府のみなと」へのご意見・ご感想及び広告の募集
大阪府港湾協会では「大阪府のみなと」への皆様のご意見・ご感想をお待ちしております。

併せて「大阪府のみなと」への広告掲載も募集しております。
ご意見・ご感想や広告掲載に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

階01ルビータンセスビーサトーポ港北泉堺 １-６町さぎな市津大泉 5500-595〒 ： 所住
TEL.0725-21-7203   FAX.0725-21-7259  E-mail :o-kyoukai@circus.ocn.ne.jp

大阪府港湾協会



会 員 名 簿
㈱アイ・エー・エー

朝日海運㈱

㈱アテックス

イースタン・カーライナー㈱ 泉北営業所

泉大津港湾振興会

泉大津市

泉大津商工会議所

泉大津埠頭㈱

泉大津マリン㈱

泉佐野市

泉佐野商工会議所

和泉石灰建材㈱

一心港運㈱

岩谷液化ガスターミナル㈱

岩出建設㈱

宇部興産㈱ 堺工場

㈱エヌティーシー

大阪運輸㈱

大阪運輸倉庫㈱

大阪ガス㈱ 泉北製造所

大阪機船㈱ 南海支店

一般財団法人大阪港湾福利厚生協会

大阪国際石油精製㈱ 大阪製油所

大阪船主会

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ 岸和田製造所

大阪府

大阪府漁業協同組合連合会

一般社団法人大阪府清港会

大阪府タグ事業協同組合

公益財団法人大阪府都市整備推進センター

一般財団法人大阪府マリーナ協会

大阪府ヨットセーリング連盟

一般社団法人大阪木材コンビナート協会

大阪湾広域臨海環境整備センター

大豊運輸倉庫㈱

㈱オーナミ 関西事業部 

奥田数㈱

奥本製粉㈱

貝塚港湾振興会

貝塚市

貝塚商工会議所

覚野石油㈱

梶野産業㈱

金澤運輸㈱

要薬品㈱

兼杉興業㈱

㈱上組 大阪支店 堺出張所

㈱カワサキ

河田石材㈱

関西港湾サービス㈱

関西電力㈱ 火力事業本部

関西木材㈱

岸和田港湾荷役㈱

岸和田市

岸和田商工会議所

岸和田港振興協会

共立梱包㈱

近畿港運㈱ 

㈱栗本鐵工所 堺工場

ＫＨネオケム㈱堺物流センター

ケイヒン海運㈱

原子燃料工業㈱  熊取事業所

㈱合通

鴻池運輸㈱

コスモ石油㈱ 堺製油所

コーナン商事㈱

㈱サウスポイント

㈱さかい

堺ＬＮＧ㈱

堺港湾振興会

堺市

堺商工会議所

堺泉北港湾砂利石材協同組合

堺泉北船舶安全協議会

堺泉北埠頭㈱

㈱堺ポートサービス

栄運輸工業㈱

阪口倉庫㈱

阪本薬品工業㈱ 泉北工場

櫻井工業㈱ 製材所

㈱さくらコーポレーション 大阪支店

山九㈱ 泉北支店

産業振興㈱ 関西スクラップセンター

三興倉庫㈱

三洋海事㈱

サンワールド㈱

汐見埠頭協議会

新関西国際空港㈱

新関西製鐵㈱

伸共運輸㈱

新日鐵住金㈱ 和歌山製鐵所〔堺地区〕

新洋海運㈱

㈱スバルロジスティクス 関西納整センター

㈱住友倉庫

センコー㈱ 南大阪支店

泉州トラック事業協同組合

セントラル硝子㈱ 松阪工場 堺製造所

泉南市

一般社団法人全日検 大阪支部

泉北港港運協議会

大一機工㈱

第一警備保障㈱

㈱大運

大王海運㈱

㈱大都

㈱大日警 大阪営業所

大利運輸㈱

高石ケミカル㈱

高石港湾振興会

高石市

高石商工会議所

㈱武丸海運

田尻町

忠岡町

㈱辰巳商会

田中土建㈱ 大阪南合材センター

チヨダウーテ㈱

㈱土田組

ＤＩＣ㈱ 堺工場

㈱Dear Laura

東亜建設工業㈱ 大阪支店

東西海運㈱

東燃ゼネラル石油㈱ 堺工場

東洋建設㈱ 大阪本店

㈱東洋信号通信社

内海曳船㈱ 堺事業所

内外輸送㈱ 大阪支店

中谷運輸㈱

㈱ナガオカ

西日本花き㈱

㈱西村運輸倉庫

㈱日新 大阪支店

日新製綱㈱ 堺製造所

日鐵住金建材㈱ 大阪製造所

日鉄住金物流㈱ 関西支店

日東タグ㈱ 阪神本部

日東物流㈱ 大阪支店

日本栄船㈱

日本海事興業㈱ 神戸・大阪営業所

一般社団法人日本貨物検数協会 堺泉北現業所

日本酢ビ・ポバール㈱

日本スチール㈱

日本通運㈱ 堺支店

日本トランスシティ㈱ 大阪支店

舶用商事㈱

畑野工業㈱

八興運輸㈱

㈱Ｐａｌｔａｃ

阪九フェリー㈱ 泉大津支店

阪南港運㈱

阪南港サービス㈱

阪南市

阪南倉庫㈱

阪和流通センター大阪㈱

日立造船㈱堺工場 

広道商店

藤原運輸㈱

㈱不動テトラ 大阪支店

平和オート㈱

㈱ベスト・プロパティ

豊国石油㈱

ＰＯＳＣＯ-ＪＷＰＣ㈱

㈱北海鉄工所

北港運輸㈱ 南大阪支店 泉南センター

ホテル・アゴーラ　リージェンシー堺

㈱本家さぬきや ホテルサンルート関空

㈱眞壁組

間口運輸㈱

㈱松菱

丸一鋼管㈱ 堺工場

丸全昭和運輸㈱ 関西支店

丸紅エネックス㈱ 堺ターミナル

岬町

三井化学㈱ 大阪工場

三井金属鉱業㈱ パーライト事業部 大阪工場

港通船運輸㈱

南大阪埠頭㈱

㈱ヤマモト鉃工所

郵船港運㈱

㈱横河ブリッジ

㈱吉田組 大阪支店

ライオン㈱ 大阪工場

≪特別会員≫

牧野　文雄

金盛　弥

近畿地方整備局長

近畿運輸局長

大阪海上保安監部長

大阪税関長

平成２7年10月

特別会員　２名　４団体

通常会員　１８2団体



大阪府港湾協会
〒595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町6番1号 大阪府港湾局経営振興課経営振興グループ内
 TEL.0725-21-7203

大阪府営港湾振興webサイト
FRIEND & SHIP　http://www.osakaprefports.jp/
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