
〒595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町6番1号 大阪港湾局泉州港湾・海岸部内
TEL.0725-21-7203

大阪府港湾協会 大阪府営港湾振興Webサイト
FRIEND & SHIP

大阪港湾局発令・発足式

令和２年度ちきりアイランド人工干潟観察会

印刷発行／令和2年10月
※乱丁はお取り替え致します。

この印刷物は印刷用の紙にリサイクルできます。

PORTS
OF
OSAKA
PREFECTURE

大
阪
府
の

大
阪
府
の

大
阪
府
の

み
な
と

み
な
と

み
な
と2020.10

N o.126

大阪港湾局が始動しました
大阪港湾局組織のご案内
「大阪”みなと”ビジョン（素案）」について
会員の皆様へ―大阪府港湾協会の一般社団法人化について―
日本港湾協会港湾功労者に選ばれました
令和２年度港湾振興並びに海岸及び港湾愛護功労者に対する感謝状贈呈式
高潮浸水想定区域図を公表しました
堺泉北港・阪南港『ポートセキュリティーカード』について
堺泉北港・阪南港『テロ対策総合訓練』について

海の写真コンクール、中学生海の絵画コンクールでの
知事表彰状の授与
令和２年度ちきりアイランド人工干潟観察会が開催されました
「泉南りんくう公園」（愛称『SENNAN LONG PARK
（泉南ロングパーク）』がオープンしました

助松地区ユニットロード貨物特化実現に向けて　
～ストラドルキャリア導入について～
堺泉北臨海工業地帯に位置し我が国トップクラスの
エネルギー効率の高さを誇る製油所
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No.126 大阪府港湾協会 　この度、令和２年１０月１日から、大阪市と大阪府の港湾局を統合した「大阪港湾局」を設置し、大阪港と府営
港湾（堺泉北港、阪南港、二色港、泉佐野港、泉州港、尾崎港、淡輪港、深日港）を一元的に管理を行ってまいり
ます。大阪港湾局では、これまでどおり府市の港湾及び海岸に関する業務を継続するとともに、一人の大阪港湾局
長のマネジメントのもと、事務一体化により、人や情報を共有し、広域的な視点で連携した取組を行い、府市が一
体となった相乗効果を発揮することで利用者に選択される港として発展させてまいります。

大阪港湾局が始動しました
大阪港湾局

T O P I C Sトピックス

　阪南港は、泉北郡忠岡町・岸和田市・貝塚
市にまたがり、大阪府沿岸の南北８km間に位
置する大阪府の府営港湾です。
　昭和３０年代に港湾整備事業が進められた
忠岡港、岸和田港、貝塚港が一体感を強め、
昭和４３年４月にこれらの港を統合し、それ
ぞれの特色をあわせ持った「阪南港」が誕生
しました。当時、海上輸送網の拠点となる重
要港湾の指定を受け、現在では阪神高速道路

ICや関西国
際空港に近
いというア
クセシビリティを活かし、大阪府の港運を支える港として活躍して
います。
　阪南港の特色としては、主に木材チップや原木、砂利・砂、鉄鉱
石等を中心に扱っており、また埋立地である二色の浜産業団地や現
在造成中のちきりアイランド等では、製造業や物流・保管施設等の
企業進出を促進し、産業の活性化がより一層図られています。

阪南港の成り立ち

阪南港全景

阪南港 港章

歴史コラム Vol.2歴史コラム Vol.2

　「大阪港湾局」の初代局長に就任致しました田中でございます。
これまで大阪市港湾局長として大阪港の発展・賑わいづくりに尽力してまいりましたが、
このたび大阪港湾局長として、大阪府港湾局が管理しておりました堺泉北港や阪南港な
ど８つの港湾と海岸も併せて一元的に管理することとなり、身の引き締まる思いです。
大阪府と大阪市の港湾局がそれぞれ培ってきた信頼と伝統を着実に引き継ぎ、さらなる
発展に向け、日々努めてまいります。
　さて、大阪・関西は西日本のゲートウェイとしての機能強化を図り、国土構造の東西二

極の一極として日本の成長を牽引していく必要があります。このため、港湾においても大阪湾の中で縦割りに
ならず、広域的な視点から港湾管理の一元化を進めることとし、府・市の人材や情報といったリソースを効率
的に使い、「国際競争力があり、利用者ニーズに合った使いやすい港」をめざし、港の利用促進、利便性の
向上、更なる防災機能の強化などの取り組みを迅速かつスムーズに実施してまいります。
　大阪府港湾協会の会員の皆様におかれましては、泉州地域とりわけ府営港湾にて、製造、物流、エネルギー
等の多様な分野で、関西ひいては我が国の経済・産業の成長に多大に貢献されてこられました。
　これからも、よりパワーアップした大阪港湾局が、皆様と一層の連携を図らせて頂きながら、「みなと」と
地域経済の成長･発展に大いに寄与してまいりたいと思いますので、引き続きご支援・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

大阪港湾局長　田 中  利 光

ご挨拶

大阪港湾局が始動しました
大阪港湾局組織のご案内
「大阪”みなと”ビジョン（素案）」について
会員の皆様へ―大阪府港湾協会の一般社団法人化について―
日本港湾協会港湾功労者に選ばれました
令和２年度港湾振興並びに海岸及び港湾愛護功労者に対する感謝状贈呈式
高潮浸水想定区域図を公表しました
堺泉北港・阪南港『ポートセキュリティーカード』について
堺泉北港・阪南港『テロ対策総合訓練』について

海の写真コンクール、中学生海の絵画コンクールでの
知事表彰状の授与
令和２年度ちきりアイランド人工干潟観察会が開催されました
「泉南りんくう公園」（愛称『SENNAN LONG PARK
（泉南ロングパーク）』がオープンしました

助松地区ユニットロード貨物特化実現に向けて　
～ストラドルキャリア導入について～
堺泉北臨海工業地帯に位置し我が国トップクラスの
エネルギー効率の高さを誇る製油所
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　「大阪港湾局」が一つの組織になった際に取組む業務の方向性について、利用者をはじめ府民・市民の方に
わかりやすくお示しするため、「大阪“みなと”ビジョン（素案）」を策定しました。

　大阪港湾局では、大阪港と府営港湾の強みを生かし、弱みを補完のうえ、全体で機能分担や最適配置を図り、大
阪港及び府営港湾をヒト・モノ・コトがより一層交流する拠点として発展させ、安全・安心で良好な港湾環境のも
と、背後圏にまで賑わいを図り、関西経済の発展の一翼を担うことをめざします。

【コンセプト】

※本文と概要版につきましては、下記ホームページをご覧ください。もしくは「大阪“みなと”ビジョン」で検索してください。

なお、「大阪“みなと”ビジョン（素案）」については、港湾利用者や関係機関等にご意見を伺い、11月中旬頃をめどに、
「大阪“みなと”ビジョン」として、公表する予定としています。

大阪・関西の

経済・産業活動

の発展

相乗効果

モ　ノ　の交流
【港湾物流】

（コンテナ・中古車など）

コ　ト　の交流
【システム】

（組織統合・効率化）

ヒ　ト　の交流
【クルーズ・まちづくり】
（「お断りゼロ」まど）

防災【安全・安心】・環境【良好な港湾環境】

～ヒト・モノ・コトの交流拠点『大阪“みなと”』～

http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/osaka_port_vision/index.html

≪大阪港湾局における主な取組み≫
　　▶ 　大阪港と府営港湾での各港の特性を活かした集貨・創貨（貨物を集める・生み出す）の推進

　　▶ 　府市共同セミナー等ポートセールスの充実強化

　　▶ 　大阪港と府営港湾で更なるクルーズ船の誘致（お断りゼロ）の実現

　　▶ 　環境にやさしい港づくり

　　▶ 　夢洲を中心とした海上交通の更なる充実

　　▶ 　港湾利用者の許認可申請窓口の共通化など、利用者サービスの向上

　　▶ 　被災時におけるオール大阪での復旧対応など、防災機能の強化　など

「大阪“みなと”ビジョン（素案）」について
大阪港湾局計画整備部計画課

　大阪港湾局の設置に伴う組織変更により、これまでの大阪府港湾局の総務業務、計画業務、振興業務の一部が大
阪港湾局の本局であるＡＴＣ庁舎に移設されました。その他の業務については、組織名称は変更されますが、これ
まで通り執り行われ、担当窓口・連絡先の変更はありません。また大阪市港湾局の業務については、担当窓口・連
絡先の変更はありません。なお、組織名称等については、以下を参照願います。

大阪港湾局組織のご案内
大阪港湾局

○これまで府市で別々で行っていた港湾施設使用許可等の申請手続きのうち、１０月１日から上屋、荷さ
ばき地等の使用許可継続 ・更新申請について、下記窓口で相互に受付いたします。
○上屋、荷さばき地等の空き状況や公募用地の情報についても、下記窓口で大阪港湾局全体の情報を提供
いたします。

＜設置に伴う組織変更＞
【令和２年９月３０日まで】 【令和２年１０月１日以降】

○大阪市港湾局
　総務部・営業推進室・計画整備部

〒559-0034
　大阪市住之江区南港北2-1-10
　ATC ビル ITM 棟10 階
　☎ 06-6615-7704（代）

〒552-0022　大阪市港区海岸通3-4-28

〒551-0023　大阪市大正区鶴町2-20-47

【２突事務所】

【鶴町事務所】

○大阪府港湾局
　総務企画課・経営振興課・計画調整課

○計画整備部海務課2突事務所

○泉州港湾・海岸部総務運営課（旧大阪府港湾局経営振興課）

〒595-0055　泉大津市なぎさ町6-1
　堺泉北港ポートサービスセンタービル10階
　☎ 0725-21-1411（代）

　阪南港湾事務所

所在地

○大阪港湾局
　総務部・営業推進室・計画整備部

〒559-0034
　大阪市住之江区南港北2-1-10
　ATC ビル ITM 棟10 階
　☎ 06-6615-7704（代）

〒552-0022　大阪市港区海岸通3-4-28

〒551-0023　大阪市大正区鶴町2-20-47

【２突事務所】

【鶴町事務所】

所在地

所在地

所在地

所在地

〒552-0022 大阪市港区海岸通３丁目４番28号
☎06-6572-4033

〒595-0055 泉大津市なぎさ町６-１
堺泉北港ポートサービスセンタービル10階
☎0725-21-7217

〒596-0014　岸和田市港緑町4番10号
　☎ 072-439-5261（代）

所在地

　堺泉北港湾事務所
〒590-0981　堺市堺区塩浜町1番地
　☎ 072-238-5241（代）

所在地

泉州港湾・海岸部
　総務運営課・事業推進課

〒595-0055　泉大津市なぎさ町6-1
　堺泉北港ポートサービスセンタービル10階
　☎ 0725-21-1411（代）

所在地

　深日出張所
〒599-0303　泉南郡岬町深日3493
　☎ 072-492-2025

所在地

　阪南建設管理課
〒596-0014　岸和田市港緑町4番10号
　☎ 072-439-5261（代）

所在地

　堺泉北建設管理課
〒590-0981　堺市堺区塩浜町1番地
　☎ 072-238-5241（代）

所在地

　深日担当
〒599-0303　泉南郡岬町深日3493
　☎ 072-492-2025

所在地

所在地

所在地

上屋、荷さばき地等をご利用の方々へ

相互受付・情報提供窓口

　当協会は昭和３８年の設立以来、製造、物流、エネルギー等の多様な分野の港湾関係事業者や普通地方公共団体
等が一体となり、府営港湾の振興対策に取り組んでまいり、また、会員間の親睦・情報交換や研修などの行事等を
行ってまいりました。
　今般、大阪府・市港湾局の統合により大阪港湾局が設置され、広域的な視点から港湾管理の一元化を進めるな
ど、当協会を巡る状況も大きく変化・発展をしようとしています。
　このような状況におきましても、大阪港、府営港湾は、これまで、それぞれの特色ある地元に根差した港湾とし
て発展してきた経過があり、当協会については、それぞれの港の利用者が主体となった団体として、引き続き活動
を推進してまいります。
　そのため、当協会は、これまでの法人格のない任意団体から、一般社団法人に転換し、組織力を強化し、今後、
大阪港湾局との強固な連携のもと、府営港湾利用者の団体として、引き続き府営港湾の振興に資する取組みや、相
互の親睦・情報交換・研修活動などを進めてまいります。
　一般社団法人への転換につきましては、来年３月を目途に事務を進めてまいる予定であり、会員の皆様方のご理
解・ご協力を賜りたく存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

大阪府港湾協会の事務処理体制の強化を図るため、令和２年１０月１日より、事務局長として北野仁志氏
（元大阪府港湾局総務企画課長）が就任しました。

会員の皆様へ ー大阪府港湾協会の一般社団法人化についてー
大阪府港湾協会事務局
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　「大阪港湾局」が一つの組織になった際に取組む業務の方向性について、利用者をはじめ府民・市民の方に
わかりやすくお示しするため、「大阪“みなと”ビジョン（素案）」を策定しました。

　大阪港湾局では、大阪港と府営港湾の強みを生かし、弱みを補完のうえ、全体で機能分担や最適配置を図り、大
阪港及び府営港湾をヒト・モノ・コトがより一層交流する拠点として発展させ、安全・安心で良好な港湾環境のも
と、背後圏にまで賑わいを図り、関西経済の発展の一翼を担うことをめざします。

【コンセプト】

※本文と概要版につきましては、下記ホームページをご覧ください。もしくは「大阪“みなと”ビジョン」で検索してください。

なお、「大阪“みなと”ビジョン（素案）」については、港湾利用者や関係機関等にご意見を伺い、11月中旬頃をめどに、
「大阪“みなと”ビジョン」として、公表する予定としています。

大阪・関西の

経済・産業活動

の発展

相乗効果

モ　ノ　の交流
【港湾物流】

（コンテナ・中古車など）

コ　ト　の交流
【システム】

（組織統合・効率化）

ヒ　ト　の交流
【クルーズ・まちづくり】
（「お断りゼロ」まど）

防災【安全・安心】・環境【良好な港湾環境】

～ヒト・モノ・コトの交流拠点『大阪“みなと”』～

http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/osaka_port_vision/index.html

≪大阪港湾局における主な取組み≫
　　▶ 　大阪港と府営港湾での各港の特性を活かした集貨・創貨（貨物を集める・生み出す）の推進

　　▶ 　府市共同セミナー等ポートセールスの充実強化

　　▶ 　大阪港と府営港湾で更なるクルーズ船の誘致（お断りゼロ）の実現

　　▶ 　環境にやさしい港づくり

　　▶ 　夢洲を中心とした海上交通の更なる充実

　　▶ 　港湾利用者の許認可申請窓口の共通化など、利用者サービスの向上

　　▶ 　被災時におけるオール大阪での復旧対応など、防災機能の強化　など

「大阪“みなと”ビジョン（素案）」について
大阪港湾局計画整備部計画課

　大阪港湾局の設置に伴う組織変更により、これまでの大阪府港湾局の総務業務、計画業務、振興業務の一部が大
阪港湾局の本局であるＡＴＣ庁舎に移設されました。その他の業務については、組織名称は変更されますが、これ
まで通り執り行われ、担当窓口・連絡先の変更はありません。また大阪市港湾局の業務については、担当窓口・連
絡先の変更はありません。なお、組織名称等については、以下を参照願います。

大阪港湾局組織のご案内
大阪港湾局

○これまで府市で別々で行っていた港湾施設使用許可等の申請手続きのうち、１０月１日から上屋、荷さ
ばき地等の使用許可継続 ・更新申請について、下記窓口で相互に受付いたします。
○上屋、荷さばき地等の空き状況や公募用地の情報についても、下記窓口で大阪港湾局全体の情報を提供
いたします。

＜設置に伴う組織変更＞
【令和２年９月３０日まで】 【令和２年１０月１日以降】

○大阪市港湾局
　総務部・営業推進室・計画整備部

〒559-0034
　大阪市住之江区南港北2-1-10
　ATC ビル ITM 棟10 階
　☎ 06-6615-7704（代）

〒552-0022　大阪市港区海岸通3-4-28

〒551-0023　大阪市大正区鶴町2-20-47

【２突事務所】

【鶴町事務所】

○大阪府港湾局
　総務企画課・経営振興課・計画調整課

○計画整備部海務課2突事務所

○泉州港湾・海岸部総務運営課（旧大阪府港湾局経営振興課）

〒595-0055　泉大津市なぎさ町6-1
　堺泉北港ポートサービスセンタービル10階
　☎ 0725-21-1411（代）

　阪南港湾事務所

所在地

○大阪港湾局
　総務部・営業推進室・計画整備部

〒559-0034
　大阪市住之江区南港北2-1-10
　ATC ビル ITM 棟10 階
　☎ 06-6615-7704（代）

〒552-0022　大阪市港区海岸通3-4-28

〒551-0023　大阪市大正区鶴町2-20-47

【２突事務所】

【鶴町事務所】

所在地

所在地

所在地

所在地

〒552-0022 大阪市港区海岸通３丁目４番28号
☎06-6572-4033

〒595-0055 泉大津市なぎさ町６-１
堺泉北港ポートサービスセンタービル10階
☎0725-21-7217

〒596-0014　岸和田市港緑町4番10号
　☎ 072-439-5261（代）

所在地

　堺泉北港湾事務所
〒590-0981　堺市堺区塩浜町1番地
　☎ 072-238-5241（代）

所在地

泉州港湾・海岸部
　総務運営課・事業推進課

〒595-0055　泉大津市なぎさ町6-1
　堺泉北港ポートサービスセンタービル10階
　☎ 0725-21-1411（代）

所在地

　深日出張所
〒599-0303　泉南郡岬町深日3493
　☎ 072-492-2025

所在地

　阪南建設管理課
〒596-0014　岸和田市港緑町4番10号
　☎ 072-439-5261（代）

所在地

　堺泉北建設管理課
〒590-0981　堺市堺区塩浜町1番地
　☎ 072-238-5241（代）

所在地

　深日担当
〒599-0303　泉南郡岬町深日3493
　☎ 072-492-2025

所在地

所在地

所在地

上屋、荷さばき地等をご利用の方々へ

相互受付・情報提供窓口

　当協会は昭和３８年の設立以来、製造、物流、エネルギー等の多様な分野の港湾関係事業者や普通地方公共団体
等が一体となり、府営港湾の振興対策に取り組んでまいり、また、会員間の親睦・情報交換や研修などの行事等を
行ってまいりました。
　今般、大阪府・市港湾局の統合により大阪港湾局が設置され、広域的な視点から港湾管理の一元化を進めるな
ど、当協会を巡る状況も大きく変化・発展をしようとしています。
　このような状況におきましても、大阪港、府営港湾は、これまで、それぞれの特色ある地元に根差した港湾とし
て発展してきた経過があり、当協会については、それぞれの港の利用者が主体となった団体として、引き続き活動
を推進してまいります。
　そのため、当協会は、これまでの法人格のない任意団体から、一般社団法人に転換し、組織力を強化し、今後、
大阪港湾局との強固な連携のもと、府営港湾利用者の団体として、引き続き府営港湾の振興に資する取組みや、相
互の親睦・情報交換・研修活動などを進めてまいります。
　一般社団法人への転換につきましては、来年３月を目途に事務を進めてまいる予定であり、会員の皆様方のご理
解・ご協力を賜りたく存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

大阪府港湾協会の事務処理体制の強化を図るため、令和２年１０月１日より、事務局長として北野仁志氏
（元大阪府港湾局総務企画課長）が就任しました。

会員の皆様へ ー大阪府港湾協会の一般社団法人化についてー
大阪府港湾協会事務局
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高潮浸水想定区域（浸水深） 高潮浸水想定区域（浸水継続時間）

　平成２７年の水防法改正により、高潮に対する避難体制の強化のため、想定し得る最大規模の高潮による浸水想
定区域を指定・公表する制度が創設されました。
　大阪府では、この水防法の規定に基づき浸水が想定される区域を「高潮浸水想定区域」として指定し、高潮によ
る浸水の危険性を府民の皆様にお知らせして避難行動へとつなげていただくために「高潮浸水想定区域図」を令和
２年８月に公表しました。
　高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、浸水想定区域のシミュレーション条件や、台風コースの設定などにつ
いて、学識経験者などからなる「大阪府河川整備審議会高潮専門部会」を設置し、技術的助言を求め検討を進めて
きました。

　高潮浸水想定区域図は、大阪湾沿岸（大阪府区間）において、水防法の規定により定められた想定し得る最大規模
の高潮による氾濫が海岸や河川から発生した場合に、浸水が想定される「区域」、「浸水の深さ」、「浸水継続時間」
を表示した図面です。
　高潮浸水想定区域図の作成においては、最悪の事態を想定し、我が国における想定最大規模の台風により、大阪湾
沿岸で潮位偏差（実際の潮位と天文潮位の差）が最も大きくなる複数の経路を設定して、高潮浸水シミュレーション
を実施しています。
　基本的な設定条件

・ 我が国既往最大規模の台風を想定（室戸台風級：９１０hpa）
・ 潮位偏差が最大となるような台風経路を設定
・ 高潮と同時に河川での洪水を考慮
・ 最悪の事態を想定し、堤防等の決壊を見込む

　各市町においては、水防法の規定に基づき、高潮浸水想定区域図をもとに高潮ハザードマップの作成に取り組む
ことになります。
　日頃から自宅の災害リスクを確認し、市町村や気象庁が発表する情報もあわせて確認し、早め早めの避難行動を
とって下さい。

高潮浸水想定区域図は、下記ホームページに掲載しています。
（http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/bousai-kikikanri/takashioshinsuisoute.html）

高潮浸水想定区域図を公表しました
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課 危機管理担当

■高潮浸水想定区域図

■今後の取り組み

　日本港湾協会の功労者表彰に大阪府港湾協会ゆかりのお二人の方が選ばれました。
　お一人目は、金盛 弥 氏で、平成４年より大阪府土木部長、同７年より大阪府副知事として、府政の推進と府民福
祉の向上、港湾の振興・発展に貢献されました。また、同２０年から１０年間にわたり、当協会の会長としてリー
ダーシップを発揮し、港湾関係事業者や関係市町と連携を図り、府営港湾の振興・発展に貢献されました。
　お二人目は、池野 誓男 氏で、平成８年より大阪府港湾局長、同１１年より堺泉北埠頭株式会社社長、同１７年よ
り大阪府タグ事業協同組合会長を務められました。また、同１５年からは当協会の副会長として、専門的な知識を
活かして当協会の運営に参画し、府営港湾の振興・発展に貢献されました。
　表彰は例年、日本港湾協会の定時総会の開催時に行われますが、本年度
は、新型コロナウイルス対策により総会が参集されなかったため、お二方へ
表彰状を送付する形で表彰が行われました。
　当協会といたしまして、お二方に対し改めてお祝いを申し上げますととも
に、今後ともご壮健にてご活躍されますことをお祈りいたします。

日本港湾協会港湾功労者に選ばれました
大阪府港湾協会事務局

令和2年度港湾振興並びに海岸及び港湾愛護功績者に
対する感謝状贈呈式
　大阪府では毎年「海の月間」において、港湾振興や海岸・港湾環境の保全などに功績のあった方々に対して
「大阪府知事感謝状・港湾局長感謝状」を贈呈しております。今年度も功績のあった方々に対して山田港湾局長
より感謝状、横山大阪府港湾協会会長より記念品が贈られました。

　◇ と　き：令和２年７月２８日（火）
　◇ ところ：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

・港湾振興に係る功績者

〇大木 淑弘 様
　堺港湾振興会の常任理事として、１５年のながきにわた
り、港湾事業や海岸事業等の事業の推進・発展に尽力さ
れると共に、港湾振興に積極的に取り組み、府域の産業経済の発展に寄与されました。

〇津本 敬 様
　平成２２年に堺市漁業協同組合連合会代表として堺港湾振興会に参画されて以来、港湾振興に積極的に取り組
み、府域の産業経済の発展に寄与されました。

・海岸及び港湾愛護功績者
○栗原工業株式会社  大阪南支店 様
　平成２７年に「アドプト・シーサイド・クリハラ」として、アドプト・シーサイド団体に認定され、堺泉北港に
おきまして環境維持活動を継続実施されるなど、海岸・港湾の環境保全に大きく寄与されました。
○男里川水系環境保全活動実行委員会 様
　平成２７年に「アドプト・シーサイド・男里川河口部干潟海岸」として認定され、同年から男里川の環境維持
活動を定期的に実施されるなど、美化活動を通じた海岸・港湾の環境維持・保全に大いに貢献されました。

〇自然と本の会 様
　平成２７年に「アドプト・シーサイド・箱作自然海岸」としてアドプト・シーサイド団体として認定され、箱作
における清掃活動により、海岸・港湾の環境保全に寄与されました。

大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 総務運営課

【大阪府港湾局長感謝状】

かなもり わたる

いけの　 てつお

おおき　よしひろ

つもと　たかし

金盛 弥 氏 池野 誓男 氏
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高潮浸水想定区域（浸水深） 高潮浸水想定区域（浸水継続時間）

　平成２７年の水防法改正により、高潮に対する避難体制の強化のため、想定し得る最大規模の高潮による浸水想
定区域を指定・公表する制度が創設されました。
　大阪府では、この水防法の規定に基づき浸水が想定される区域を「高潮浸水想定区域」として指定し、高潮によ
る浸水の危険性を府民の皆様にお知らせして避難行動へとつなげていただくために「高潮浸水想定区域図」を令和
２年８月に公表しました。
　高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、浸水想定区域のシミュレーション条件や、台風コースの設定などにつ
いて、学識経験者などからなる「大阪府河川整備審議会高潮専門部会」を設置し、技術的助言を求め検討を進めて
きました。

　高潮浸水想定区域図は、大阪湾沿岸（大阪府区間）において、水防法の規定により定められた想定し得る最大規模
の高潮による氾濫が海岸や河川から発生した場合に、浸水が想定される「区域」、「浸水の深さ」、「浸水継続時間」
を表示した図面です。
　高潮浸水想定区域図の作成においては、最悪の事態を想定し、我が国における想定最大規模の台風により、大阪湾
沿岸で潮位偏差（実際の潮位と天文潮位の差）が最も大きくなる複数の経路を設定して、高潮浸水シミュレーション
を実施しています。
　基本的な設定条件

・ 我が国既往最大規模の台風を想定（室戸台風級：９１０hpa）
・ 潮位偏差が最大となるような台風経路を設定
・ 高潮と同時に河川での洪水を考慮
・ 最悪の事態を想定し、堤防等の決壊を見込む

　各市町においては、水防法の規定に基づき、高潮浸水想定区域図をもとに高潮ハザードマップの作成に取り組む
ことになります。
　日頃から自宅の災害リスクを確認し、市町村や気象庁が発表する情報もあわせて確認し、早め早めの避難行動を
とって下さい。

高潮浸水想定区域図は、下記ホームページに掲載しています。
（http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/bousai-kikikanri/takashioshinsuisoute.html）

高潮浸水想定区域図を公表しました
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課 危機管理担当

■高潮浸水想定区域図

■今後の取り組み

　日本港湾協会の功労者表彰に大阪府港湾協会ゆかりのお二人の方が選ばれました。
　お一人目は、金盛 弥 氏で、平成４年より大阪府土木部長、同７年より大阪府副知事として、府政の推進と府民福
祉の向上、港湾の振興・発展に貢献されました。また、同２０年から１０年間にわたり、当協会の会長としてリー
ダーシップを発揮し、港湾関係事業者や関係市町と連携を図り、府営港湾の振興・発展に貢献されました。
　お二人目は、池野 誓男 氏で、平成８年より大阪府港湾局長、同１１年より堺泉北埠頭株式会社社長、同１７年よ
り大阪府タグ事業協同組合会長を務められました。また、同１５年からは当協会の副会長として、専門的な知識を
活かして当協会の運営に参画し、府営港湾の振興・発展に貢献されました。
　表彰は例年、日本港湾協会の定時総会の開催時に行われますが、本年度
は、新型コロナウイルス対策により総会が参集されなかったため、お二方へ
表彰状を送付する形で表彰が行われました。
　当協会といたしまして、お二方に対し改めてお祝いを申し上げますととも
に、今後ともご壮健にてご活躍されますことをお祈りいたします。

日本港湾協会港湾功労者に選ばれました
大阪府港湾協会事務局

令和2年度港湾振興並びに海岸及び港湾愛護功績者に
対する感謝状贈呈式
　大阪府では毎年「海の月間」において、港湾振興や海岸・港湾環境の保全などに功績のあった方々に対して
「大阪府知事感謝状・港湾局長感謝状」を贈呈しております。今年度も功績のあった方々に対して山田港湾局長
より感謝状、横山大阪府港湾協会会長より記念品が贈られました。

　◇ と　き：令和２年７月２８日（火）
　◇ ところ：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

・港湾振興に係る功績者

〇大木 淑弘 様
　堺港湾振興会の常任理事として、１５年のながきにわた
り、港湾事業や海岸事業等の事業の推進・発展に尽力さ
れると共に、港湾振興に積極的に取り組み、府域の産業経済の発展に寄与されました。

〇津本 敬 様
　平成２２年に堺市漁業協同組合連合会代表として堺港湾振興会に参画されて以来、港湾振興に積極的に取り組
み、府域の産業経済の発展に寄与されました。

・海岸及び港湾愛護功績者
○栗原工業株式会社  大阪南支店 様
　平成２７年に「アドプト・シーサイド・クリハラ」として、アドプト・シーサイド団体に認定され、堺泉北港に
おきまして環境維持活動を継続実施されるなど、海岸・港湾の環境保全に大きく寄与されました。
○男里川水系環境保全活動実行委員会 様
　平成２７年に「アドプト・シーサイド・男里川河口部干潟海岸」として認定され、同年から男里川の環境維持
活動を定期的に実施されるなど、美化活動を通じた海岸・港湾の環境維持・保全に大いに貢献されました。

〇自然と本の会 様
　平成２７年に「アドプト・シーサイド・箱作自然海岸」としてアドプト・シーサイド団体として認定され、箱作
における清掃活動により、海岸・港湾の環境保全に寄与されました。

大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 総務運営課

【大阪府港湾局長感謝状】

かなもり わたる

いけの　 てつお

おおき　よしひろ

つもと　たかし

金盛 弥 氏 池野 誓男 氏
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　公益社団法人近畿海事広報協会が主催する、広く「海」をテー
マにした写真を募集する「第４２回海の写真コンクール」と、海
の恩恵や海事産業について関心をもってもらうため、次代を担う
中学生から募集を行う「第５７回中学生海の絵画コンクール」が
行われました。
　近畿運輸局長賞等とともに、大阪府からも大阪府知事賞を授与
しており、海の写真コンクールでは 西田 裕さんが、中学生海の
絵画コンクールでは 乾 琴実さんが、それぞれ受賞されました。
　例年は、「海の日」の前後に開催される表彰式において、賞状
が授与されますが、本年は新型コロナウイルス対策のため、参集
しての表彰式は行われず、受賞者の方に、海の日の日付の賞状を
送付する形で行われました。
　また、海の写真コンクールにおいては、大阪府知事賞の受賞者
の方には、大阪府港湾協会からも同協会賞（賞金）が授与されま
した。
 それぞれの受賞作品については、インターネットで『近畿海事
広報協会』で検索するとご覧いただけます。

海の写真コンクール、中学生海の絵画コンクールでの知事表彰状の授与
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 総務運営課 振興担当

特選（大阪府知事賞）／西田　裕さん 「夕日に染る」

タツノオトシゴ 海藻類（アオサ、マクサ、ツノマタなど） 資料館での観察会

銀賞（大阪府知事賞）／乾　琴実さん 「リズム」

　岸和田市沖合の阪南２区、通称「ちきりアイランド」の人工干潟は、臨海部の親水機能回復と水生生物や鳥類の生
息環境（※１）の創造を目的に、平成１６年２月に造成されました。
　干潟は普段立入禁止ですが、夏の生き物観察会の日のみ参加者に開放しています。今年の観察会は、新型コロナの
影響で開催が心配されましたが、晴天にも恵まれ、７月１９日（日）に開催され、２４名が参加されました。
　干潟では、潮が引き、干上がった砂地の上で、ハクセンシオマネキのオスがメスに向かってハサミを振ってアピール
する場面に遭遇したり、潮だまりでは小さいタツノオトシゴが捕まりユーモラスな姿をお披露目したりと、色んな生き
物に出会いました。
　資料館に戻ってからは教室形式での専門家による説明が行われ、数ミリ程度の小さな貝類をスクリーンに拡大映写
して観察、また、現地の海面を緑一色に覆っていたアオサの下に、赤や褐色の様々な海藻が冬の増殖のタイミングを
待って潜んでいることなどを教わりました。
　普段、接することがない生き物たちに出会える貴重な観察会です。来年度の会にぜひ！ご参加ください（※２）。

※1　ちきりアイランド人工干潟では継続的な生物調査が行われ、絶滅危惧種を含む多くの
鳥類や水生生物が確認されています。生物調査の結果は、（公財）大阪府都市整備推
進センターホームページでご覧ください。

※2　干潟観察会は、きしわだ自然資料館を通じてお申込みください。

令和２年度 ちきりアイランド人工干潟観察会が開催されました
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課 地域調整担当

大阪府都市整備推進センター きしわだ自然資料館

　国際港湾施設の保安対策（テロ対策）として、「立入制限区域」に入構する際には、その出入口ゲートにて入構台
帳への記入や身分証等の提示により、出入確認（「本人確認」、「所属確認」、「目的確認」の、いわゆる『３点確
認』）を行っております。
　堺泉北港及び阪南港では、保安対策の強化と物流の効率化を両立させるため「大阪府営港湾ポートセキュリティー
カード（通称『府営港湾ＰＳカード』）」を発行し、このカードを提示することにより、「３点確認」に代えることがで
き、立入制限区域への入出構をスムーズに行うことができるようになっております。
　令和２年１０月１日、大阪府と大阪市の港湾局を統合し、「大阪港湾局」が誕生しましたが、現在までに大阪府港湾
局が発行した『府営港湾ＰＳカード』につきましては、有効期限である「２０２２年１２月３１日」までは、引き続き堺
泉北港及び阪南港の立入制限区域への入
構時に今までと変わりなく使用できます。
　また、法的手続き及び意匠改称等の関係
で、当面の間は「大阪府港湾局」発行の
カードとして交付することとなりますが、
関係者の皆様におかれましては、今後とも
ご理解のほどをよろしくお願い致します。

『ポートセキュリティーカード』とは？ ～堺泉北港・阪南港における保安対策について①～

『ＳＯＬＡＳ条約』とは？ ～ 堺泉北港・阪南港における保安対策について② ～

テロ対策総合訓練の実施について

　１９１２年（明治４５年）４月１４日に北大西洋にて発生し、乗員乗客併せて約１,５００名もの犠牲者が出た英
国籍旅客船「タイタニック号」（総トン数４６,３２８トン）沈没事故を契機として、１９１４年に最初の条約が締
結され、我が国も１９８０年（昭和５５年）に加入しており、世界中の約１７０の国や地域が加盟しています。
（『ＳＯＬＡＳ条約』・・・『Safety of Life at Sea』のそれぞれの頭文字を組み合わせた略称）
　なお、もともとは、船舶の乗員乗客の生命を守るための条約であったものが、２００１年（平成１３年）９月１１
日の米国の同時多発テロを受け、テロ対策を主眼とする改正がなされ、２００４年（平成１６年）７月１日から「テ
ロから国際航海船舶及び岸壁を守る」旨の内容として条約発効しています。
　堺泉北港及び阪南港の一部に設けられている立入制限区域（堺泉北港及び阪南港のうち、１５地区２２岸壁）で
は、出入口ゲート（アクセスポイント）での立哨警備員による出入管理等を行うなどの各種の保安対策（＝テロ対
策）を実施しています。

　今年度も堺泉北港及び阪南港の両港において、テロ対策総合訓練を実施する予定です。
【予定】　・堺泉北港：１２月２２日（火）大浜５号岸壁（堺市）及びその前面水域（堺泉北港保安委員会主催で実施）
　　　　・阪南港：１２月２４日（木）新貝塚３号岸壁（貝塚市）及びその前面水域（阪南港保安委員会主催で実施）
　皆様におかれましては、今後とも港湾危機管理対策及び港湾保安対策へのご理解ご協力のほどをよろしくお願
い致します。

堺泉北港・阪南港『ポートセキュリティーカード』について

堺泉北港・阪南港『テロ対策総合訓練』について

大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課 危機管理担当

大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課 危機管理担当

【過去の訓練の様子】

有効期限については、
変更ありません。

Port news
ポートニュース
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　公益社団法人近畿海事広報協会が主催する、広く「海」をテー
マにした写真を募集する「第４２回海の写真コンクール」と、海
の恩恵や海事産業について関心をもってもらうため、次代を担う
中学生から募集を行う「第５７回中学生海の絵画コンクール」が
行われました。
　近畿運輸局長賞等とともに、大阪府からも大阪府知事賞を授与
しており、海の写真コンクールでは 西田 裕さんが、中学生海の
絵画コンクールでは 乾 琴実さんが、それぞれ受賞されました。
　例年は、「海の日」の前後に開催される表彰式において、賞状
が授与されますが、本年は新型コロナウイルス対策のため、参集
しての表彰式は行われず、受賞者の方に、海の日の日付の賞状を
送付する形で行われました。
　また、海の写真コンクールにおいては、大阪府知事賞の受賞者
の方には、大阪府港湾協会からも同協会賞（賞金）が授与されま
した。
 それぞれの受賞作品については、インターネットで『近畿海事
広報協会』で検索するとご覧いただけます。

海の写真コンクール、中学生海の絵画コンクールでの知事表彰状の授与
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 総務運営課 振興担当

特選（大阪府知事賞）／西田　裕さん 「夕日に染る」

タツノオトシゴ 海藻類（アオサ、マクサ、ツノマタなど） 資料館での観察会

銀賞（大阪府知事賞）／乾　琴実さん 「リズム」

　岸和田市沖合の阪南２区、通称「ちきりアイランド」の人工干潟は、臨海部の親水機能回復と水生生物や鳥類の生
息環境（※１）の創造を目的に、平成１６年２月に造成されました。
　干潟は普段立入禁止ですが、夏の生き物観察会の日のみ参加者に開放しています。今年の観察会は、新型コロナの
影響で開催が心配されましたが、晴天にも恵まれ、７月１９日（日）に開催され、２４名が参加されました。
　干潟では、潮が引き、干上がった砂地の上で、ハクセンシオマネキのオスがメスに向かってハサミを振ってアピール
する場面に遭遇したり、潮だまりでは小さいタツノオトシゴが捕まりユーモラスな姿をお披露目したりと、色んな生き
物に出会いました。
　資料館に戻ってからは教室形式での専門家による説明が行われ、数ミリ程度の小さな貝類をスクリーンに拡大映写
して観察、また、現地の海面を緑一色に覆っていたアオサの下に、赤や褐色の様々な海藻が冬の増殖のタイミングを
待って潜んでいることなどを教わりました。
　普段、接することがない生き物たちに出会える貴重な観察会です。来年度の会にぜひ！ご参加ください（※２）。

※1　ちきりアイランド人工干潟では継続的な生物調査が行われ、絶滅危惧種を含む多くの
鳥類や水生生物が確認されています。生物調査の結果は、（公財）大阪府都市整備推
進センターホームページでご覧ください。

※2　干潟観察会は、きしわだ自然資料館を通じてお申込みください。

令和２年度 ちきりアイランド人工干潟観察会が開催されました
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課 地域調整担当

大阪府都市整備推進センター きしわだ自然資料館

　国際港湾施設の保安対策（テロ対策）として、「立入制限区域」に入構する際には、その出入口ゲートにて入構台
帳への記入や身分証等の提示により、出入確認（「本人確認」、「所属確認」、「目的確認」の、いわゆる『３点確
認』）を行っております。
　堺泉北港及び阪南港では、保安対策の強化と物流の効率化を両立させるため「大阪府営港湾ポートセキュリティー
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で、当面の間は「大阪府港湾局」発行の
カードとして交付することとなりますが、
関係者の皆様におかれましては、今後とも
ご理解のほどをよろしくお願い致します。

『ポートセキュリティーカード』とは？ ～堺泉北港・阪南港における保安対策について①～
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テロ対策総合訓練の実施について
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　今年度も堺泉北港及び阪南港の両港において、テロ対策総合訓練を実施する予定です。
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　　　　・阪南港：１２月２４日（木）新貝塚３号岸壁（貝塚市）及びその前面水域（阪南港保安委員会主催で実施）
　皆様におかれましては、今後とも港湾危機管理対策及び港湾保安対策へのご理解ご協力のほどをよろしくお願
い致します。

堺泉北港・阪南港『ポートセキュリティーカード』について

堺泉北港・阪南港『テロ対策総合訓練』について

大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課 危機管理担当

大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課 危機管理担当

【過去の訓練の様子】

有効期限については、
変更ありません。
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〒592-8550 大阪府堺市西区築港浜寺町1番地

堺製油所

　弊社が運営する助松コンテナターミナルは、外航コンテナ航路として「上海・アジア」「青島」への定期航路がそ
れぞれ週１便就航し、また昨年からは内航コンテナ船の利用も増加しており、大阪南部のコンテナ港として当港背後
圏を中心に貨物の取扱いを行っております。
　大阪府において平成３１年３月に堺泉北港の港湾計画が改訂され、助松地区をユニットロード貨物に特化する方針
が示されました。堺泉北港におけるコンテナ取扱量の増加に向け、新たなサービスとして昨秋に荷役機器「ストラド
ルキャリア」を購入して以来、現在までに計４機を導入し、事業者にご利用頂いております。
　本サービス導入により、従前より使用していた荷役機器「トップリフター」と比べ、蔵置能力が向上し、効率的な荷
役作業が可能となっております。
　今後も堺泉北港の港湾運営会社として、利用者の声にスピード感をもって対応し、更なる利便性やサービスの向上
に努め、港湾振興への貢献をめざしてまいります。

助松地区ユニットロード貨物特化実現に向けて ～ストラドルキャリア導入について～
堺泉北埠頭株式会社

　本年６月２５日、弊社は社名を変更し、「ＥＮＥＯＳ株式会社 堺製油所」となりました。（旧：ＪＸＴＧエネルギー
株式会社 堺製油所）
　弊所は、西日本最大の消費地である大阪に展開する堺泉北臨海工業地帯に位置しており、まもなく操業開始から
６０年となります。石油精製に加えて、パラキシレンやプロピレンなどを生産する石油化学との一体製油所で、エネ
ルギー効率は日本の製油所でトップクラスにあり、また、コンビナート近隣地域へはパイプラインを敷設して製品・半
製品・ユーティリティーなどを相互に供給し合い、シナジー効果も追求しております。
　原油は中東から約２０日間をかけて日本に運ばれてまいりますが、弊所の原油桟橋はＶＬＣＣと呼ばれる３４０ｍの
大型原油船舶が着桟でき、年間約４０隻の入港があります。その原油を各装置で精製し、ガソリンや軽油・灯油と
いった燃料油や石油化学原料としてＥＮＥＯＳブランドで近畿圏を中心に配送しております。
　出荷関係では、２４時間対応の陸上出荷設備があり、１日平均８００台のタンクローリーにより近畿圏のガソリンス
タンド等に配送しております。また、海上では年間４,０００隻の船で製品/半製品を出荷しております。
　地域とのふれあい・交流に関しては、月刊地域紙「フェニックス」の発行、森林保全活動「大阪府アドプトフォレス
トＥＮＥＯＳ友好の森」などに長年取り組んでおり、今後も地域の皆様に信頼される操業・活動を続けてまいりたいと
考えております。

ＥＮＥＯＳ株式会社 堺製油所

堺泉北臨海工業地帯に位置し我が国トップクラスのエネルギー効率の高さを誇る製油所
ENEOS株式会社

　関西国際空港の対岸に位置する泉南市りんくう南浜に、スポーツ・食・レジャーを一体で体験できるレクリエーション施
設「泉南りんくう公園」（愛称『SENNAN LONG PARK（泉南ロングパーク）』）が令和２年７月３日にオープンしました。 
　泉南市は、長らく未整備だった公園用地を大阪府から借り受け、あらたにSENNAN LONG PARKを設けてにぎわ
いを創出し、レクリエーションゾーンとして再生させ、泉南市のまちづくりの拠点とすることなどをめざしています。
　この事業は、「泉南市が同公園用地を事業者に無償で貸し付け、民間の資金やノウハウにより都市公園の整備、維
持管理及び運営を実施し、事業者は、本事業から得られる収入によって総事業費を賄う」独立採算型のPFI事業とし
て行ったもので、公募により事業者として選定された大和ハウスグループの大和リース（株）が実施しているものです。
　パーク内は４つの大きなエリアに分かれており、スポーツなどを楽しむアクティビティエリア、飲食店が並ぶコミュニ
ティエリア、地元の食材が楽しめるマルシェエリア、そして宿泊が行えるグランピングエリアより構成されています。
　皆様にお越しいただけることを心よりお待ち申し上げております。
　詳しくは、ホームページ　https://sennanlongpark.com/　をご覧ください。

「泉南りんくう公園」（愛称『SENNAN LONG PARK（泉南ロングパーク）』）がオープンしました
泉南市都市整備部住宅公園課
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会 員 名 簿会 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
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
ＥＮＥＯＳ㈱　堺製油所
ＥＮＥＯＳ㈱　製造部 大阪事業所
大阪運輸㈱
大阪運輸倉庫㈱
大阪機船㈱　南海支店　
（一財）大阪港湾福利厚生協会
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
（一社）大阪府清港会
大阪府タグ事業協同組合
（公財）大阪府都市整備推進センター
（一財）大阪府マリーナ協会
大阪府みなと友好倶楽部
大阪府ヨットセーリング連盟
（一社）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
関西エアポート㈱

関西港湾サービス㈱
関西電力㈱　火力事業本部
関西トランスウェイ㈱
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
（特非）紀泉地域21総合整備協議会
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㈱
コーナン商事㈱
コスモ石油㈱　堺製油所　
㈱サウスポイント
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　泉大津支店 
山九㈱　泉北支店　
産業振興㈱　中部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

（一社）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㈱
Daigasガスアンドパワーソリューション㈱　泉北製造所
㈱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
㈱Dear Laura
ＤＩＣ㈱　堺工場　
東亜建設工業㈱　大阪支店
東洋建設㈱　大阪本店　
㈱東洋信号通信社
内海曳船㈱　堺出張所　
内外輸送㈱　大阪支店　
中谷運輸㈱
㈱西村運輸倉庫
㈱日新　阪神支店　
日鉄物流㈱　関西支店　
日東タグ㈱　阪神本部　
日東物流㈱　大阪支店　
日本製鉄㈱　関西製鉄所　
日本製鉄㈱　瀬戸内製鉄所 阪神地区（堺）
日本通運㈱　和歌山支店　
日本栄船㈱
日本海事興業㈱ 　神戸･大阪営業所
日本酢ビ・ポバール㈱
日本振興事業協同組合
日本スチール㈱
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 Japan PC㈱
㈱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 リージェンシー大阪堺
ホテルきららリゾート関空
㈱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
丸全昭和運輸㈱　堺泉北支店
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㈱
㈱やまと
㈱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》
横山　隆司
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

令和２年１０月１日
特別会員　２名　４団体
通常会員　１８０団体　
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会 員 名 簿会 員 名 簿
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〒595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町6番1号 大阪港湾局泉州港湾・海岸部内
TEL.0725-21-7203

大阪府港湾協会 大阪府営港湾振興Webサイト
FRIEND & SHIP

大阪港湾局発令・発足式

令和２年度ちきりアイランド人工干潟観察会

印刷発行／令和2年10月
※乱丁はお取り替え致します。

この印刷物は印刷用の紙にリサイクルできます。
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大阪港湾局が始動しました
大阪港湾局組織のご案内
「大阪”みなと”ビジョン（素案）」について
会員の皆様へ―大阪府港湾協会の一般社団法人化について―
日本港湾協会港湾功労者に選ばれました
令和２年度港湾振興並びに海岸及び港湾愛護功労者に対する感謝状贈呈式
高潮浸水想定区域図を公表しました
堺泉北港・阪南港『ポートセキュリティーカード』について
堺泉北港・阪南港『テロ対策総合訓練』について

海の写真コンクール、中学生海の絵画コンクールでの
知事表彰状の授与
令和２年度ちきりアイランド人工干潟観察会が開催されました
「泉南りんくう公園」（愛称『SENNAN LONG PARK
（泉南ロングパーク）』がオープンしました

助松地区ユニットロード貨物特化実現に向けて　
～ストラドルキャリア導入について～
堺泉北臨海工業地帯に位置し我が国トップクラスの
エネルギー効率の高さを誇る製油所
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