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堺泉北港の歴史
②堺旧港の修築と旧堺燈台
１７０４年（宝永元年）大和川の付け替え工事が行われ、流路を西に変えた新大和川が運ぶ土砂の堆積によって、
堺の港は大きな影響を受けました。港の機能を維持するため何度も港の浚渫や修築が行われました。江戸商人の吉川
俵右衛門は、堺に集められた材木を江戸に送るのに、わざわざ大坂から廻船を使っているのを目撃し、堺港修築を決
意したといわれています。堺の商人の協力も取り付けて、１８１０年（文化７年）に現在の堺旧港の原型となる港の
修築が竣工しました。
幕末には異国船の侵入に備えて港湾の入り口に台場が築かれ、１８７７年（明治１０年）には、南旧大波止先端に
堺の人々の寄附と堺県の補助金により木
造洋式燈台が建設されました。建設には、
岡山出身の石工・継国真吉と堺在住の大
工・大眉佐太郎が携わり、灯部の点灯機
械の取り付けは、英国人技師ビグルス
トーンが行いました。１９６８年（昭和
４３年）に廃灯となるまで、堺港を照ら
し続けていた燈台は、２００１年（平成
１３年）度から２００６年（平成１８年）
度まで行われた保存修理工事によって往
時の姿を甦らせ、堺港のシンボルとして
市民に親しまれています。

堺市市史編纂室提供
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Webサイトをリニューアルしました
（一社）大阪府港湾協会 事務局

当協会では、大阪府営港湾振興 Web サイト「FRIEND＆SHIP」を、堺泉北港港湾振興連絡協議会（大阪府、
堺市、高石市、泉大津市）
・ 阪南港港湾振興連絡協議会（大阪府、忠岡町、岸和田市、貝塚市）と共に運営し
てまいりました。
この度の一般社団法人への移行を契機に、より充実したサイトにするべく、新たに法人ドメインを取得し、
「https://www.fship.or.jp/」にて、令和 3 年１０月１日よりリニューアルしたサイトを公開しました。新し
いサイトは府営港湾に関する情報を充実するとともに、より分かりやすく見やすいものになるよう、デザイン
や構成を一新し、またスマートフォンでの閲覧にも対応しています。
今後も、多くの皆様にご利用いただけるよう、内容のさらなる充実を図り、タイムリーな情報提供を行って
まいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

FRIEND＆SHIP 大阪府営港湾振興Webサイト
■大阪府港湾協会とは

■TOP 画面

■大阪府のみなとバックナンバー

未

Copyright Ⓒ 一般社団法人 大阪府港湾協会

【リニューアルサイト概要】
◯アドレス：https://www.fship.or.jp/
◯サイト名：FRIEND＆SHIP 大阪府営港湾振興 Web サイト
◯公 開 日：令和 3 年 10 月 1 日
◯サイトマップ：下図参照
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大阪府港湾協会

港湾協会とは

活動内容

協議会

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

刊行物

会 員

入会のご案内

・大阪府営港湾要覧 ・大阪府のみなと ・大阪府の港湾
・大阪府営港湾物流アクセスマップ ・大阪府営港湾ぽーとまっぷ
・堺泉北港リーフレット ・堺泉北港臨海パスポート ・阪南港リーフレット

港湾情報

当協会や大阪府営港湾に関係のある WEB サイトへのリンクや情報

お知らせ

当協会および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
からのお知らせ

お問い合わせ

Web からのお問い合わせフォーム
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大阪湾に漂流クジラ……博物館での展示までの道のり
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部堺泉北建設管理課
阪南建設管理課

令和３年７月１１日（日）堺泉北港汐見沖（泉大津市沖合）に、
死亡したクジラらしきものが漂流しているとの情報が、大阪水
上警察から泉州港湾・海岸部危機管理センターの緊急電話に入
りました。
港湾管理者である大阪港湾局として、付近の航行船舶との衝
突事故を防止するための緊急措置が必要であるとの判断から、
堺泉北建設管理課の巡視艇「おおはま」が現地に急行し、曳航
することとなりました。

漂流中のクジラをゴムボートで捕捉

当日は、南向きの潮
流であったことから、
北方向への曳航が叶わ
ず、阪南港阪南１区（地
蔵浜）阪南３号岸壁に、
一旦、仮係留すること
仮係留場所への到着時のようす
となりました。
曳航中にクジラが破損・分解するのを防ぐため、２ノット（約
３.７Km/h）という低速で、堺海上保安署「しぎかぜ」の警戒
のもと、後ろ向きに曳航し、夕刻になって、ようやく阪南港の
「おおはま」での曳航時のようす
仮係留場所に到着しました。クジラの腐敗が進行する中、陸揚
げ場所の確保に奔走した結果、
ようやく 7 月１７日
（土）
に堺泉北港堺７−３区に搬送することが決まりました。
この大きなクジラの移送
の当日は、早朝から阪南港
にてクレーン付き台車によ
り引揚げ、堺泉北港堺７−
３区まで移送し陸揚げを行
うという、ここ数年例を見
ない「一大プロジェクト」
となりました。
陸揚げと同時に、このクジ
クレーン付き台船での陸揚げ時のようす
クレーン付き台船での引揚げ時のようす
ラは、なぜ大阪湾に迷い込ん
だのか？どこで生息していたのか？死因は何なのか？などなどの究明のため、環境農林水産省からの依頼で、
東京から駆け付けた、一般財団法人日本鯨類研究所をはじめとした専門家の方々による調査や各種作業が始ま
りました。
このあと、７月２０日（火）に、大阪市立自然史博物
館がクジラの胴体部分の一部を解体する等の埋設準備作
業を行いました。
その後、このクジラは埋設場所に安置され、骨格標本
となるべく、約２年間の眠りにつきました。
このクジラは、ヒゲクジラの仲間とみられ、全長約１１.５
ｍ、体重約８.５トンで、大阪市立自然史博物館によれば、
「学術的な価値が大きい」ということでした。
（この内容は、新聞やネット記事にも取り上げられま
大阪市立自然史博物館の調査等を終え眠りにつく前のクジラ
した。
）
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陸閘等操作訓練の実施 〜来るべき災害に備えて〜
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部事業推進課設備担当

【訓練の目的】

大阪港湾局が管理する堺市から岬町までの海岸保全区域延長約７４km 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、迅速かつ確実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毎年実施しています。

【訓練の実施】

台風到来期前の令和 3 年 6 月 3 日から 6 月２９日の延べ 7 日間、各市町の水門等操作担当者を交えた延べ
２５９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共に、災害に備える意識をより一層高めました。
実施日

市町

道路閉鎖

対象施設

6月 3日
（水）

貝塚市

6月 4日
（木）

堺市

竪川水門、
古川水門

6月 11日
（金）

泉大津市

竪川緑川樋門・排水機場、
新川樋門・排水機場、
八軒川樋門・排水機場

6月 15日
（火）

岬町

岬No.72,73門扉、
朝日川樋門、
新浜川排水機場、
岬No.92樋門

★

6月 22日
（火）

貝塚市

貝塚No.5−4門扉

★

泉佐野市

泉佐野No.3−1門扉

★

田尻町

田尻川水門・排水機場

泉南市

紺谷川水門

阪南市

車屋川樋門

忠岡町

忠岡No.2−2門扉

★

岸和田市

岸和田No.1−2門扉、
天の川水門

★

6月 23日
（水）

6月 29日
（火）

三昧川樋門、
見落川水門、
北境川水門・排水機場

【訓練に際して】

道路閉鎖に多大なる御指導・御協力を賜りました泉大津警察署、岸和田警察署、貝塚警察署、泉佐野警察署、
ならびに泉南警察署の皆様には心より御礼申し上げます。

泉大津フェニックスにぎわいづくり委員会の取り組みについて
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部事業推進課地域調整担当
総務運営課総務運営担当

大阪港湾局、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で構
成する「泉大津フェニックスにぎわいづくり委員会」では、
野外コンサートをはじめ各種イベントの開催サポー
トや、
「泉大津フェニックス」の PR 活動等に取り組んでいます。

【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夏で１７年目を迎え、今年
は１つのイベントが計２日間にわたって開催されました。イベント主催者
は、すべての関係者・観客を対象に新型コロナウイルス感染拡大防止ガイ
ドラインを独自で作成し、徹底した感染症対策を行いました。
公演中は観客が大声を出さない、接触を控える等ガイドラインを遵守し
た上で、アーティストの演奏を手拍子やジャンプ等で楽しみ、活気であふ
れた例年同様のにぎわいを創出しました。
同委員会では、会場周辺の動線整備や事業者様への情報発信を行い、イ
ベントの実施が操業する車両の妨げとならないよう、安全面に配慮した環境づくり等に取り組みました。
準備期間から開催当日までイベント主催者や各関係者との調整、会場整備等に取り組むことで、より円滑
な開催が実現されるよう各方面のサポートに尽力しました。

◆８月２８日（土）
・２９日（日） RUSH BALL 2021 （主催：グリーンズコーポレーション）
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堺泉北港・阪南港『ポートセキュリティーカード』について
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 総務運営課危機管理担当

『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 〜
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、
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

カード見本

みほん

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

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
の入港をスムーズに行うことができるようになっておりますので、必要な方は大阪港
湾局泉州港湾・海岸部総務運営課まで申請してください。
なお、昨年１０月に大阪府港湾局は「大阪港湾局」へと組織改編されましたが、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。

有効期限は、
変更ありません。
2022年12月31日まで
のままです。

『第六はる丸』の堺泉北港への就航について
大阪港湾局 計画整備部振興課利用促進担当

大阪湾で唯一関東方面へデイリー運航している大王海運株
式会社の内航RORO定期航路において、新造船『第六はる丸』が
『第一はる丸』の後継船として、９月１７日（金）に堺泉北港に初
寄港しました。
本船は、
本年５月、
同航路に就航したばかりの
『第五はる丸』
と同
様、
国内最大級のRORO船であり、２０１５年に就航している
『第
三はる丸』
と併せて、
この６年で、
同社所有の３隻がすべて更新さ
れたことに
なります。
堺泉北港
に就航する
本 船 は、三 『第六はる丸』に続けて助松第 7 号岸壁に着岸
（写真奥）
島 川 之 江 港 する『第三はる丸』
（愛媛）からの上りでは紙製品、千葉港からの下りでは
紙製品の原料に加え、
群馬や埼玉で生産される新車の他、
堺泉北港から海外に輸出される中古車等の国内輸送を
担っています。
今回の相次ぐ船舶大型化の実現により、同社及び堺
泉北港の取扱貨物量が増え、府営港湾の更なる活性化、
さらには、環境負荷の低減やトラックのドライバー不
足に寄与するモーダルシフトの促進が期待されるところ
です。
『第六はる丸』関係者による記念品贈呈
なお、９月１７日の『第六はる丸』の堺泉北港の初寄
左から
港の際には、本船就航を記念し、大阪港湾局からは入港
大王海運（株）定期船部 大阪営業所 高橋所長
泉大津市 総合政策部 地域経済課 檜参事
記念楯、地元泉大津市からは特産の毛布、港湾運営会社
春山海運（株） 二ノ本船長
である堺泉北埠頭株式会社からは記念品をそれぞれ贈り
大阪港湾局 計画整備部 綱利用促進担当部長
ました。
堺泉北埠頭（株） 事業推進室 戸田室長
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令和３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

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、
平成１６年２月の造成後、
通常は立入禁止
区域となっていますが、
生き物観察会の日のみ、
参加者に限定して開放しています。
今年は、
いつもの夏の開催は
見送り、
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除された１０月３日
（日）
に開催され、
２０名が参加しました。
１０月の干潟は、
晴天で涼しい風も吹き、
心地良い環境でした。
そのような中、
参加者が砂浜、
浅瀬、
石垣の隙間
などを思い思いに探索し、
捕まえた生き物を、
専門家の先生に解説して頂きました。
砂浜に住む二枚貝や巻き貝
類は、
干上がっても乾燥しないように殻や蓋がきっちり閉まる構造になっていたり、
砂粒ほどの小さな貝にシン
ジュノナミダ
（真珠の涙）
という宝石の名前が付いていること、
カニにも色々な性格があり、
危険を察知してハサ
ミを大きく広げて盛んに威嚇するイシガニ、
それとは対照的にハサミを丸くしまい込み従順に掴まれるコメツ
キガニがいること等を教わりました。
また、
浅瀬で泳ぐ沢山のハゼの稚魚にも出会いました。
このような阪南
２区の生き物
（※
１）
に興味をお持ち
の方はぜひ！来年
度の観察会にご参
加ください
（※２）
。 シンジュノナミダ

イシガニ

※1：ちきりアイランド人工干潟では絶滅危惧種を含む鳥類
や水生生物が多く確認されています。
生物調査の結果は、
（公財）
大阪府都市整備推進センターＨＰでご覧ください。

生き物採取の様子
※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。

なぎさ公園BBQ施設の試行的運営（社会実験）を実施しています

泉大津市 政策推進部地域経済課

本市港湾エリアのなかでもシンボル緑地として市民に親しまれ、
憩いの空間として利用されているなぎさ公園に
おいて、
前年度に引き続き、
更なる魅力や利便性の向上を図るため、
公園の空間を活用して、
市民ニーズの高いバーベ
キュー施設を試行的に運営する社会実験を令和３年１１月３０日まで実施しています。
今年度は、
フリースタイルでデイキャンプを楽しめるサイトエリア、
海岸沿いに設置したテント群でガスグリルを
用いた本格的なバーベキューを楽しめるメインエリア、
大きなウッドデッキに並んだソファーでグランピングスタ
イルで快適なバーベキューを楽しめるラグジュアリーエリアと、
３つのスタイルでバーベキューを楽しめる施設と
なっており、
電車での来場者のために泉大津駅より送迎シャトルバス
（平日限定）
も利用できるようになりました。
また新型コロナウイルス感染症対策を行っているため、
安心して利用できます。
６月２６日のオープンから９月３０日までの時点で計約５,１００名の利用があり、
当公園での身近で手軽に楽しめる
レクリエーションであるバーベキュー施設のニーズの高さが確認できており、かつ、公園のトイレや草木の維持管理を
運営事業者が行うことによる、
公園の適正な
維持管理面にも効果が出ています。
引き続き、
大阪港湾局と連携をとりなが
ら、持続可能な公園の適正な維持管理と、
港湾の賑わい創出に向けた取り組みを進
めてまいります。
○お問い合わせ先 事業に関すること ㈱ ENJOY TRUST 電話番号 06-6211-6960
予約に関すること N GRILL
電話番号 080-9187-3365
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堺の夏の風物詩「堺大魚夜市」をオンラインで開催しました
堺大魚夜市実行委員会

およそ７００年の歴史があり、
堺の夏の風物詩となっている
「堺大魚夜市」
（主 催：堺 大 魚 夜 市 実 行 委 員 会）
を今年はオンラインで７月３１日
（土）
から
８月３１日
（火）
の間、
開催しました。
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言われています。
例年７月３１日に大浜公園で開催されていますが、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止及び参加者の安全確保の観点から、例年通りの開催は困難と判断
しました。しかし、歴史ある堺大魚夜市を次代に継承していくため、今年度は初
めての試みとしてオンラインで開催しました。
オンラインならではの内容として、住吉大社で執り行われる奉納（神事）や、堺大魚夜市の歴史を紹介する動
画をはじめ、アーティスト等による歌やダンスなどのパフォーマンス動画の配信も
行いました。また、あなご料理や和菓子などの堺の特産品や、地元企業のオリジナ
ル商品等を堺大魚夜市の特設ウェブサイトで販売し、多くの方にご購入いただきま
した。今年は、
オンライン開催により、
これまで「堺大魚夜市」に触れる機会がなかっ
た方にも堺の伝統・魅力をお伝えすることができました。来年は、新型コロナウイ
住吉大社での奉納（神事）の様子 ルス感染症が収束し、大浜公園で盛大に開催できることを願っております。

岸和田旧港地区緑地(アクアパーク)でバーベキュー実証事業実施中！
岸和田市 魅力創造部産業政策課

岸和田カンカンベイサイドモール北側に位置するアクアパークは臨海部の港湾
緑地として誰もが利用できる憩いの場となっておりますが、火気の使用やごみの
散乱など環境や景観の悪化が課題でした。そこで岸和田市では、緑地のにぎわい
創出や魅力向上による利用者の増加及び事業収益を活用した維持管理を目的とし
た実証事業として、民間事業者を募集し、エリアや時間を限定する等一定の管理
下において、有料バーベキュー施設を運営しています。
昭和フード㈱が運営する「アクア BBQ パーク」では、
カルビや焼き野菜などの基本のバーベキューセットメニュー
から、ほたてや海老等シーフードが豊富に楽しめるセットメニューまで幅広く取り揃えており、手ぶらでバーベ
キューができます。また、場所や機材のみの予約で、食材・飲料を持ち込むこともできます。コロナ感染予防対策
を実施したうえで運営しておりますので、是非ご利用ください。
アクアパークが皆様に愛される緑地であるよう引き続き取り組みを継続していきます。

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〇実施時期：〜 11 月 30 日まで
・・・・・・・・・・・・・・営業時間：11：00
・・・・・・・〜・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16：00
・・・・・・・・・・・・・・主・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
催・
: 昭和フード株式会社
電話番号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・06-6583-2061：事業に関すること（平日
・・・・・・・・・・・・・・・10：00−18：00）
・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・06-6586-9236：予約に関すること（平日
・・・・・・・・・・・・・・・10：00−18：00）
・・・・・・・
岸和田市魅力創造部産業政策課
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電話番号
072-423-9618（平日
・・・・・・・・・・・・・・協・・・
・・
・・・
・・・・・・・・・9：00−17：30）
・・・・・・・・・・・・・
力 : 大阪港湾局
・・・・・・・・・・・・・・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・・・・・・・・・・・・
〇詳細は「岸和田 アクア BBQ パーク」で検索
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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りんくうスマイルプロジェクト “オンライン花火大会“
りんくうスマイルプロジェクト実行委員会

夏休みの最後を飾る世界で 1 番ニコちゃんマークの花火を打ち上げる『りんくう花
火』
。昨年は、コロナの影響を受け中止の判断をしました。今年は、どうしても開催
したい思いをこのコロナ禍で実現するにはどうすればいいか？その思いを持った地域
の 7 団体が集結し、
「りんくうスマイルプロジェクト実行委員会」を立ち上げ、考え
抜いて実行したのが、YouTube でのオンライン花火大会です。花火を通して子供た
ちに笑顔を、
医療業界と航空業界にエールを送りたい！この気持ちが、
８月２８日（土）
１９時からのオンライン花火大会を成功へ導いたと感じています。画面を通して手持
ち花火の参加型花火や、夢を描いたスケッチブックのスライド上映、書
いた夢を花火玉に貼って当日打ち上げました。また、
コロナ禍でなくとも、
病気で花火会場へ来ることができない子供さんが、アバターロボットを
操作して、その会場に遠隔で参加して花火の点火スイッチを押したり、
花火教室にてデザインしたものを当日シーク
レットで打ち上げました。
YouTube では、今でも視聴することができ
ますので、
「りんくうスマイルプロジェクト」
で検索して、どうぞご視聴ください。
スマイル花火

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

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４３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
５８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奥谷 裕さ
んが、中学生海の絵画コンクールでは末吉 心優さんが、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、昨年度から新型コロナウイ
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
ルの大阪府知事賞の受賞
者の方には、
（一社）
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。

特選（大阪府知事賞）／奥谷 裕さん
【夕映えのヨットハーバー】

銀賞（大阪府知事賞）／末吉 心優さん
【荷物船】
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美しく安全な港を目指して

一般社団法人大阪府清港会

当会は、堺泉北港港湾区域水面の漂流物の除去・清掃等の事
業を行い、航行船舶の安全を図るとともに美しくきれいな港の
実現を目的に、昭和４７年４月に任意団体として設立し、同年
９月に第五管区海上保安本部長から社団法人として設立許可さ
れました。その後平成２４年４月に公益法人改革に伴い大阪府
知事認可の一般社団法人に移行し、これまでの事業活動を継承
実施しています。
清掃船「しらさぎ」による海上浮遊ゴミの清掃作業

〈活動を支える仕組み〉

当会の活動は、堺泉北臨海工業地帯進出企業等、約１５０社の会員企業をはじめ、地元３市（堺市、高石市、泉大津市）
、
大阪府、堺海上保安署等のご支援ご協力により成り立っています。
〈活動状況〉
清掃船「しらさぎ」で日々港内を見回り海面清掃を行うとともに、特に台風や集中豪雨後には緊急出動し、大量の
流木や浮遊物の除去回収に努めています。
また油流出事故に備え、オイルフェンスの展張・点検を行うなど、大阪府や堺海上保安署等関係機関と連携し、迅
速な対応に努めているところです。
〈清港会活動にご協力を〉
当会は来年度に設立５０周年を迎えることとなります。
今後ともこれらの事業を継続し、堺泉北港を発展させていくためには、より多くの企業様のご支援とご協力が必要です。
当会に未加入の企業様におかれましては当会の事業趣旨をご理解いただき、是非ともご加入いただきますよう、よろ
しくお願いします。

地域の暮らしと産業を守り続けています
第一警備保障株式会社

弊社は、昭和４４年の創業以来、日頃の業務を通じて広く社会に奉仕し、地域社会の「安心」
「安全」に寄与するこ
とを企業理念に努力を続けております。
また「社訓」として
① 規律の厳守
② 誠実な服務
③ 責任を全うする
④ 協力は和なり
⑤ プロの誇りに徹せよ

本社社屋（泉大津市なぎさ町）

アドプト・シーサイドなぎさ町清掃活動

をモットーに、警備員一丸となって業務に取り組んでおります。
業務活動区域は、
「堺」
「臨海」
「泉北４区」
「汐見」の堺泉北港の４エリアを中心に和泉市、松原市と広範囲に亘り、
中でも、堺泉北港から臨海工業地帯とその周辺都市での警備対象箇所が多数に及ぶことから、警戒意識を更に高めな
がら、機械警備、パトロール及び常駐警備等、地域に密着する特殊性に適した業務を提供させていただいております。
また、弊社の社会貢献活動の一環として、大阪府よりアドプト・シーサイド・プログラムの認定を受け、泉大津市
旧港地区の埠頭間道路の清掃活動を行うなど、地域に愛されるきれいな海岸・港湾環境の保全に取り組んでおります。
PORTS OF OSAKA PREFECTURE
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令和3年4月より新組織体制に再編し、事務室の移転・集約を図りました

堺泉北埠頭株式会社

府営港湾の港湾運営会社である堺泉北埠頭株式会社は、令和３年４月より、更なる管理体制強化を図るため新組織
体制に再編し、常勤役員、総務全般を行う総務室、経営計画・戦略やポートセールスを担う経営推進グループが、泉
大津の堺泉北港ポートサービスセンタービル９階に移転しました。
港湾運営会社による埠頭群の運営や上屋・保管ヤード事業の運営を担う埠頭運営課と泉大津・高石地区での施設・
設備等の維持管理を担う埠頭施設管理グループは、同ビル４階から９階フロアーへ集約を図りました。
堺市の本店は、青果センターの運営を担う青果運営グループと青果センターにおける施設・設備等の維持管理や危
機管理を担う青果施設管理グループが常駐し、堺青果センターの管理運営を行っています。
新組織体制により、機動的、効率的な運営及び迅速な経営判断を行い、更なる利用者サービスの向上を目指します。

【主な管理施設】
事業名

埠頭運営事業

（R3.6 末時点）

種 別

管理施設数量

岸 壁

13 バース（フェリー、コンテナ、RORO）

荷捌地

45.7ha

荷役機械

ガントリークレーン：2 基
ストラドルキャリア：4 基

上屋賃貸事業

19 棟

中古車ストックヤード賃貸事業

45.2ha

シャーシプール賃貸事業
青果事業

2.3ha

常温上屋／賃貸

4 棟 18 室

燻蒸上屋／管理運営

3 棟 13 室

会 長
副会長
副会長
副会長

南出
森本
中林
中田

堺泉北埠頭（株）が運営する助松埠頭コンテナヤード

賢一（泉大津市長）
護（大一機工㈱ 専務取締役）
政一（藤原運輸㈱ 大阪支店 統括営業部長）
憲正（堺泉北埠頭㈱ 代表取締役社長）

〒595-8686 泉大津市東雲町9-12
泉大津市政策推進部 地域経済課内
TEL.0725（51）7651 FAX.0725（32）6000

堺製油所
〒592-8550 大阪府堺市西区築港浜寺町1番地
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社 長 井内 義之

戸村

鋭治

菊地

俊人

吉嶺

武强

中野

吉樹

社 長 安本 浩之
社 長 神本 貴司
社 長 小磯

潮

社 長 菊地 俊人
社 長 吉嶺 武强
副社長 戸村 鋭治
社 長 西尾 哲郎

東村

一夫

小河原 賢 二

岸和田港振興協会
会長

永野

港湾緑地(アクアパーク)で
BBQ実証事業実施中！

耕平（岸和田市長）

〒596-8510

岸和田市岸城町７−１
（岸和田市魅力創造部産業政策課内）

TEL：072（ 423）9618
FAX：072（ 423）6925

予約はこ

！
ち ら！
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【〜 11/30(火）まで】

相談役）

〒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9F
TEL.0725(20)2270 FAX.0725(20)2281
堺青果センター 〒590-0987 堺市堺区築港南町12番地
TEL.072(222)0391 FAX.072(232)1241

富田

晃弘

衣畑

拓也（中谷運輸株式会社）

PORTS OF OSAKA PREFECTURE
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会

長

阪 口 伸 六（高石市長）

副会長

山内

和 彦（高石商工会議所会頭）

副会長

篠原

宏 敬（株式会社上組大阪支店堺出張所長）

〒592-8585 高石市加茂４丁目１番１号 高石市政策推進部経済課内
ＴＥＬ ０７２（２６５）１００１ ＦＡＸ ０７２（２６３）８１４３
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山下

代表取締役社長

義治

井内 義之

本部：〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号 TEL 06-6397-1621（代）
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代表取締役社長

株式会社
代表取締役
商

号

曽我部 雅司

武丸海運

吉嶺

武强

株式会社 武丸海運

英文商号

TAKEMARU KAIUN CO.,LTD

本社所在地

大阪市大正区小林西２丁目５番８号
TEL(06)6552-6281 FAX(06)6552-6288

事業内容

曳船業、内航海運業、港湾運送事業、海上防災事業等

八興運輸株式会社
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会 員 名 簿
㈱アイ・エー・エー

関西エアポート㈱

朝日海運㈱

関西港湾サービス㈱

㈱アテックス

関西電力㈱ 火力事業本部

泉北港港運協議会

阪南倉庫㈱

イースタン・カーライナー㈱ 泉北営業所

関西トランスウェイ㈱

大一機工㈱

阪和流通センター大阪㈱

泉大津港湾振興会

関西木材㈱

第一警備保障㈱

日立造船㈱ 堺工場

泉大津市

岸和田港湾荷役㈱

㈱大運

広道商店

泉大津商工会議所

岸和田市

大王海運㈱

藤原運輸㈱

泉大津埠頭㈱

岸和田商工会議所

Daigasガスアンドパワーソリューション㈱ 泉北製造所 ㈱不動テトラ 大阪支店

泉大津マリン㈱

岸和田港振興協会

㈱大都

平和オート㈱

泉佐野市

（特非）紀泉地域21総合整備協議会

㈱大日警 大阪営業所

㈱ベスト・プロパティ

泉佐野商工会議所

共立梱包㈱

大利運輸㈱

豊国石油㈱

一心港運㈱

近畿港運㈱

高石ケミカル㈱

POSCO Japan PC㈱

岩谷液化ガスターミナル㈱

㈱栗本鐵工所 堺工場

高石港湾振興会

㈱北海鉄工所

岩出建設㈱

ＫＨネオケム㈱ 堺物流センター

高石市

北港運輸㈱ 南大阪支店泉南センター

宇部興産㈱ 堺工場

ケイヒン海運㈱

高石商工会議所

ホテルきららリゾート関空

㈱エヌティーシー

阪南港運㈱

泉南市
（一社）全日検

大阪支部

阪南市

原子燃料工業㈱ 熊取事業所

㈱武丸海運

㈱眞壁マテリアル

E N E O S ㈱ 堺製油所

㈱合通ロジ

田尻町

間口運輸㈱

E N E O S ㈱ 製造部 大阪事業所

鴻池運輸㈱

忠岡町

㈱松菱

大阪運輸㈱

コーナン商事㈱

㈱辰巳商会

丸一鋼管㈱ 堺工場

大阪運輸倉庫㈱

コスモ石油㈱ 堺製油所

田中土建㈱ 大阪南合材センター

丸全昭和運輸㈱ 関西支店

㈱サウスポイント

チヨダウーテ㈱ 貝塚工場

丸全昭和運輸㈱ 堺泉北支店

堺ＬＮＧ㈱

㈱土田組

丸紅エネックス㈱ 堺ターミナル

大阪機船㈱ 南海支店
（一財）大阪港湾福利厚生協会

堺港湾振興会

㈱Dear Laura

岬町

大阪船主会

堺市

ＤＩＣ㈱ 堺工場

三井化学㈱ 大阪工場

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ 岸和田製造所

堺商工会議所

東亜建設工業㈱ 大阪支店

三井金属鉱業㈱ パーライト事業部大阪工場

大阪府

堺泉北港湾砂利石材協同組合

東洋建設㈱ 大阪本店

港通船運輸㈱

大阪府漁業協同組合連合会

堺泉北船舶安全協議会

㈱東洋信号通信社

南大阪埠頭㈱

堺泉北埠頭㈱

内海曳船㈱ 堺出張所

㈱やまと

㈱堺ポートサービス

内外輸送㈱ 大阪支店

㈱ヤマモト鉃工所

（公財）大阪府都市整備推進センター

栄運輸工業㈱

中谷運輸㈱

郵船港運㈱

（一財）大阪府マリーナ協会

大阪製鐵㈱ 岸和田工場

（一社）大阪府清港会

大阪府タグ事業協同組合

阪口倉庫㈱

中村板金㈱

㈱横河ブリッジ

大阪府みなと友好俱楽部

阪本薬品工業㈱ 泉北工場

㈱西村運輸倉庫

㈱吉田組 大阪支店

大阪府ヨットセーリング連盟

櫻井工業㈱ 製材所

㈱日新 阪神支店

ライオン㈱ 大阪工場

㈱さくらコーポレーション 泉大津支店

日鉄物流㈱ 関西支店

大阪湾広域臨海環境整備センター

山九㈱ 泉北支店

日東タグ㈱ 阪神本部

大豊運輸倉庫㈱

産業振興㈱ 西日本原料部

日東物流㈱ 大阪支店

㈱オーナミ 関西事業部

三興倉庫㈱

日本製鉄㈱ 関西製鉄所

奥田数㈱

三洋海事㈱

日本製鉄㈱ 瀬戸内製鉄所 阪神地区（堺）

奥本製粉㈱

サンワールド㈱

日本通運㈱ 大阪国際輸送支店

貝塚港湾振興会

汐見埠頭協議会

日本栄船㈱

貝塚市

新関西国際空港㈱

日本海事興業㈱ 神戸･大阪営業所

貝塚商工会議所

新関西製鐵㈱

日本酢ビ・ポバール㈱

覚野石油㈱

伸共運輸㈱

日本振興事業協同組合

梶野産業㈱

新洋海運㈱

日本トランスシティ㈱ 大阪支店

金澤運輸㈱

㈱スバルロジスティクス 関西納整センター

舶用商事㈱

要薬品㈱

㈱住友倉庫

畑野工業㈱

兼杉興業㈱

センコー㈱ 南大阪支店

八興運輸㈱

㈱上組 大阪支店 堺出張所

泉州トラック事業協同組合

㈱PALTAC

令和３年１０月１日

㈱カワサキ

セントラル硝子㈱ 松阪工場 堺製造所

阪九フェリー㈱ 泉大津支店

会員 １８０ 団体

（一社）大阪木材コンビナート協会
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りんくうスマイルプロジェクト

オンライン花火大会

一般社団法人

大阪府港湾協会

FRIEND ＆ SHIP
大阪府営港湾振興Webサイト

〒595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町6番1号

TEL.0725-20-0690

印刷発行／令和3年10月
※乱丁はお取り替え致します。

