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港湾美化活動の新たな取組みについて ～港湾進出企業との協働～ 大阪府港湾局事業管理部管理グループ

　港湾局は、府民の暮らしや経済活動を支える埠頭等の港
湾施設の整備を進めており、なかでも堺泉北港は中古自動車
輸出の全国有数の拠点としての地位を確立し、府営港湾事
業の振興に大きく寄与していますが、近年は、①港湾利用者
による昼食弁当等の空容器の投棄、②釣人によるゴミの投棄、
③放置自動車や家電製品、粗大ゴミなどの投棄により、泉大
津地区の４埠頭（松の浜、小松、助松、汐見）の環境悪化が著
しい状況にあります。

　この地域の環境改善のためには、まずは一時的にしか港湾を利用しない港湾関係車両運転手の意識改革が重要であると考え、
これらの者への意識改革がひいてはゴミ減少へとつながることから、①利用者側のポイ捨て禁止の徹底、モラル向上の指導と、②行
政と港湾進出企業の協働による定期的な美化活動の実施について、各埠頭の港湾進出企業でつくる協議会と協議してきました。
　泉北港港運協議会（小松埠頭）及び泉北４区懇話会（松の浜埠頭）とは、今後、２月に1回の割合で協働実施することを決定
し、平成２０年９月２４日(水)に記念すべき最初の美化活動を小松埠頭で実施しました。
　今後、残りの協議会とも協議を進め、泉大津地区の全ての埠頭での協働の実現を図っていく予定です。

アドプト・シーサイド・堺旧港 ～港では初の認定！～ 大阪府港湾局事業管理部管理グループ

　「アドプト」には、養子縁組という意味があります。大阪府アドプト・シーサイド・プログラムは、港湾局が管理する海岸や港湾の一
定区間を養子にみたて、住民が里親となって養子の面倒をみていく。つまり地元自治会や市民グループなどの団体が、海岸や
港湾をわが子のように大切に思い、自主的かつ継続的に美化活動を実施していこうというもので、これを関係市町と港湾局が支
援することにより、地域に愛されるきれいな海岸・港湾環境の保全に取組むものです。
　港湾局においては、平成１５年２月、阪南市「福島海岸」で第１号となる「アドプト・シーサイド・フクシマ」がスタートして以来、地元自治
会、市民グループ、学校、まちづくり団体などの参加により、現在まで
のところ４つの海岸でアドプト・シーサイドの認定を行っていますが、堺
市「堺旧港」において「堺旧港周辺を考える会」がアドプト・シーサイド・
プログラムに取組んでいただけるということで、平成２０年１０月１５日
(水)に港では初めてとなる「アドプト・シーサイド・堺旧港」を認定しました。
　港内には、国の史跡に指定されたわが国で最も古い洋式木造
燈台のひとつである「堺旧燈台」や、かつて東洋一を誇った堺水
族館のシンボルで復元された龍女神像（乙姫像）があります。
　また、港湾局では、高潮対策と快適な水辺空間の形成を目的と
した親水性護岸の整備も進めており、堺旧港は、住民の憩いと交
流の場、まちのにぎわいを創出しています。
　このようなすばらしい場所の環境維持活動を行っていただくこと
に、港湾局としても大いに期待しています。

泉北港港運協議会（小松埠頭）との協働 泉北４区懇話会（松の浜埠頭）との協働
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表敬訪問 福建省人民政府

福建省厦門市、福州市を訪問！ ～2008年堺泉北港ポートセールス訪中団

　大阪府港湾協会では、大阪府港湾局古川局長を団長、地元企業等を団員とした堺泉北港ポートセールス訪中団を結成し、
11月10日から14日にかけて中国の福建省厦門市および福州市へ派遣しました。

　本訪中団は、堺泉北港の港湾振興を通じた地元経済の活性化を図るため、
「堺泉北港のPR」「貿易促進を通じた背後圏貨物の創出」「定期コンテナ航路の
誘致プロモーション」を主な活動内容として4泊5日の行程で中国を訪問しました。
　厦門市は中国の5大経済特区の副省級市、福州市は経済技術開発区に指定
された福建省の省都であり、周辺部を含め様々な企業が立地しています。それぞ
れが中国十大港のひとつである港を有しており、堺泉北港との貿易促進、定期航
路の開設が望まれるところです。

◆表敬訪問
「厦門市人民政府」・・・・・・・・・・・・・・・ 11月10日（月）厦門市人民政府庁舎
 厦門市人民政府 黄菱 副市長ほか
「中国国際貿易促進委員会」・・・・ 11月12日（水）温泉大酒店
 中国国際貿易促進委員会福建省分会 
 許女美俤 副会長ほか
「福建省人民政府」・・・・・・・・・・・・・・・ 11月13日（木）福州西湖大酒店
 福建省人民政府外事弁公室
 王天明 副主任 ほか

　今回の訪問では上記3つの政府関係機関を表敬訪問し、盛大な歓迎を受けました。
大阪府及び堺泉北港の現状を説明するとともに、相互の経済交流について熱のこ
もった意見交換を行いました。日本と福建省は以前より貿易では深い関係にあり、今回
の訪問を機に相互理解を一層深め、堺泉北港との物流の活性化を図ることにより友
好的交流を継続することを誓い合い、記念品の交換を行いました。

◆堺泉北港PRセミナー
「厦門市」・・・11月11日（火）厦門悦華大酒店
「福州市」・・・11月13日（木）福州西湖大酒店

　中国における堺泉北港の知名度向上・利用促進のため、PRセミナー
を行いました。訪問先人民政府からの歓迎の挨拶に始まり、団長である
大阪府港湾局古川局長の挨拶、堺泉北港の紹介プレゼンテーションを
行いました。厦門市、福州市ともに港湾管理局など人民政府関係者、
中国現地物流企業など100名を超える方々が集まり、堺泉北港の説明
を関心を持って聞き入っていました。



商談会 厦門市

商談会 福州市

商談会 厦門市

商談会 福州市

視察 厦門港

視察 福州港

視察 厦門港

視察 福州港

大阪府港湾局・大阪府港湾協会

◆商談会
「厦門市」・・・11月11日（火）厦門悦華大酒店
「福州市」・・・11月13日（木）福州西湖大酒店

　世界の工場と呼ばれるほど急速に経済が発展した中国において新た
なビジネスチャンスを獲得し、今後の更なる貿易促進のため、訪中団と現
地企業との商談会を開催しました。現地企業の商談会参加については
人民政府等の協力のもと募集を行い、厦門市では24社、福州市では85
社もの企業が集まりました。訪中団からは3社5名が商談会に参加、熱心
な商談が行われ、今後の取り引きに繋がる出会いもあったとのことでした。

◆視察
「厦門港」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11月11日（火）
「福州港（馬尾港）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11月13日（木）
「厦門速伝物流発展有限公司」物流企業・・・・・・・・・・・・ 11月11日（火）
「福州佳新創輝機電有限公司」オートバイ部品等製造メーカー・・・ 11月13日（木）
「福建財茂集団有限公司」服飾製造メーカー・・・・・・・・ 11月13日（木）

　視察においては、厦門市・福州市の港湾施設及び現地企業（物流企業、製造
メーカー）を視察しました。
　港湾施設ではコンテナターミナルなどの現地を視察するとともに、港湾管理局に
よる詳細な説明を受けました。特に厦門港は天然の環境を生かしつつ大規模な整
備を行っており、中国でも有数のコンテナ取扱量を誇るようになったとのことでした。
　現地企業ではスタッフによる事業説明のほか、倉庫や工場など施設内の視察を
行いました。
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ブースに展示されたパネルを熱心に見入る子どもたちブースに展示されたパネルを熱心に見入る子どもたち 1階、祭りの広場1階、祭りの広場

ちきりアイランド（阪南港阪南２区）第１期製造業用地の公募結果について
大阪府港湾局総務部振興グループ

　大阪府では、岸和田市沖合いに「港湾物流機能の強化拡充」「背後市街地の環境改善」「緑地など水辺環境の整備」をま
ちづくりの目的とした、「ちきりアイランド」（阪南港阪南２区）の整備を進めています。
　この埋立地は、全体で約１４２ｈａを予定していますが、既に埋立が完了している約３５ｈａの内、「第１期製造業用地」の約12ｈａ
については、埋立計画に基づき、岸和田市内
の住工混在地区の解消や岸和田市の産業
活性化を図る企業の誘致を行っています。
　平成１８年度から平成１９年度までの２年間
で計３回の公募を行い、１５区画中９区画（約
10.4ｈａ）について、㈱大阪チタニウムテクノロ
ジーズをはじめとした企業８社を誘致しました。
これら８社の内５社が岸和田市の地元企業で
あり、埋立計画に基づいた誘致が順調に進ん
でいるものと考えています。
　残りの６区画についても、平成２０年度に公
募を行い、地元岸和田市の産業活性化はもと
より、大阪府の経済成長に貢献するため、鋭
意、企業誘致に取り組んでいます。

「第７回魚庭の海づくり大会」開催
大阪府港湾局総務部開発調整グループ

　平成２０年１１月２２日（土）に「第７回魚庭(なにわ)の海づくり大会」（魚庭の海づくり実行委員会（大阪府と大阪府漁業協同
組合連合会）主催）が岸和田市の浪切ホールにおいて開催されました。当日は晴天に恵まれ、家族連れなど約２０００人の来場
者の方々でにぎわいました。
　会場は１階の祭りの広場と４階に分かれており、祭りの広場では大阪産の鮮魚や野菜が販売され、名物の「泉だこ」を使用し
た、たこめし等の屋台が数多く出店されました。４階の特別会議場では、ワークショップが開かれ、環境保全に取り組むNPO、自治
体など総勢２１ブースにも及ぶ出展があり、魚の泳ぐ水槽に子どもたちが興味津々で集まっていました。また、スタンプラリーや「泉だ
こ」ペーパークラフト工作も行なわれました。
　大阪府港湾局は、ちきりアイランド（阪南２区）の干潟の保全活動に取り組む「阪南２区造成干潟保全活動推進協議会」の
ブースにおいて、砂のある浅い海に生える海草であるアマモの種の展示や、干潟の生物などを紹介したパネル展示などを行い、来
場者の皆様に、ちきりアイランドや人工干潟についての理解を深めていただきました。

な に わ



●前回の様子

堺第７-３区 第６回「共生の森」植樹祭開催案内 大阪府港湾局企画部

第３４回大阪府地方港湾審議会を開催 大阪府港湾局企画部

 大阪府（港湾局、環境農林水産部）では、堺泉北港の堺第7-3区の産業廃棄物処分場跡地に、府民・企業・NPO・行政と力を
合わせ、１００年かけて１００ｈａの「共生の森」づくりに取り組んでいます。「共生の森」では、産業廃棄物の受入れを終了した平
成16年より植栽イベントを開催しており、今年度も府民の皆さんとドングリなどの苗木を植える植樹祭を開きます。大阪湾の美しい
景色を満喫しながらの未来の森づくりに、ぜひご参加ください。

　平成２０年１２月１８日(木)、第３４回大阪府地方港湾審議会がホ
テルプリムローズ大阪において開催されました。第１号議案「堺泉
北港港湾計画の一部変更について」、及び第2号議案「堺泉北
港臨港地区内の分区変更について」は、堺泉北港港湾管理者か
ら諮問され、審議の結果、諮問内容が適当である旨の答申がなさ
れました。

●概　要
日　時 ： 平成２１年２月１５日（日） １０時スタート（～１５時まで※小雨決行）
集　合 ： ９時１０分までに南海高野線堺東駅前ロータリー
  ９時３０分までに南海本線石津川駅前ロータリー（希望の集合場所を選べます。）
持ち物 ： 弁当、水筒、防寒着
対　象 ： 森づくり活動に興味のある小学生以上の方
  （小学生は保護者同伴）
参加費 ： 無料
定　員 ： １００名（定員になり次第締め切ります。）
参考URL ： http://www.pref.osaka.jp/midori/kyousei/index.html

●申込・問合せ
〒５３２-００１３ 大阪市淀川区木川西１-４-２０ サンフォレスト８階
 NPO法人 大阪府民環境会議（OPEN）
TEL.０６-７１７２-７０１６ FAX.06-6881-8013 E-Mail：kyousei@npo-open.org
※電話、FAX、Eメール、ハガキにて参加者全員の氏名、連絡先、希望の集合場所を明記の上、
　２月６日（金）までにお申し込みください。なお、定員に達した後参加申込があった場合、OPEN
　からご連絡します。

●場所

「共生の森」

南海本線
石津川駅



堺泉北港クルージング～泉大津フェニックスのバス見学と堺泉北港船上見学～を開催
堺泉北港港湾振興連絡協議会

　堺泉北港の重要性や役割、港湾における環境への取り組みを府民の方に知っていただくため、大阪湾広域臨海環境整備センタ
ーの協力を得て『堺泉北港クルージング』を開催しました。

開催日 平成２０年１１月８日（土）１３：００～１６：３０
応募数 ８８２通（２８４０名）
参加者 ７１名
【主 催】 堺泉北港港湾振興連絡協議会、
 大阪府港湾協会
【協 力】 大阪湾広域臨海環境整備センター
【後 援】 堺港湾振興会、高石港湾振興会、
 泉大津港湾振興会

　当日は午前中まで雨が降り続き、気温も１２月上旬並みと冷え込みましたが、幸い波は穏やかで無事に泉大津フェニックスのバス見
学と堺泉北港の船上見学を行うことができました。
　開催に当たっては、大阪湾広域臨海環境整備センターや堺泉北港に立地する企業に情報・記念品の提供をお願いし、堺泉北港
を紹介する際に活用させていただきました。
　終了後、参加者に行ったアンケートでは「情報が多様で良かった」「話が詳しくてすごくためになった」「工業地帯の全容がわかり詳
しい説明で勉強になった」「コンビナートの大変な大きさに感激した」「子供の社会の勉強が身近になった」など好評でした。また、「年
３回くらい見学の機会をもうけて欲しい」「工場見学もしたい」といったご意見もいただきました。
　堺泉北港港湾振興連絡協議会では、堺泉北港のＰＲのため今後も府民の方に参加いただける事業を企画していきますので、ご
協力をよろしくお願いします。
　なお、イベントの模様は泉大津市広報紙「広報いずみおおつ ２００８年１２月号」でも紹介されました。

泉大津フェニックスのバス見学　 泉大津大橋

日　時 ： 平成２１年１月３０日（金）１３：３０～１６：１５

定　員 ： ２００名

参加費 ： 無料（※先着順。定員になり次第締め切ります）

内　容 ： 演奏 大阪センチュリー交響楽団

 環境落語 落語家・松福亭松枝

 基調講演 『今、環境の時代を考える』

 環境ジャーナリスト・村田佳壽子

申込方法 ： はがき、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかに①～③の記

入事項を明記した上、右記申込先までお申込ください。

①代表者の氏名　②代表者の住所・電話番号

③参加者全員の氏名・年齢

申込先 ：

〒５９５－００５５ 大阪府泉大津市なぎさ町６－１

大阪府港湾局内 堺泉北港港湾振興連絡協議会事務局

ＦＡＸ：０７２５－２１－７２５９

Ｅメール：port2s-s@aria.ocn.ne.jp

問い合わせ先 ：

大阪府港湾局内 堺泉北港港湾振興連絡協議会事務局

ＴＥＬ：０７２５－２１－７２０３

主催 ： 堺泉北港港湾振興連絡協議会 大阪府港湾協会

共催 ： 大阪湾広域臨海環境整備センター

後援 ： 堺港湾振興会 高石港湾振興会 泉大津港湾振興会

堺泉北港エコポートセミナー開催のお知らせ
下記のとおり、セミナーを開催します。皆様ふるってご応募ください。



堺泉北港地元港湾振興会合同視察実施 堺港湾振興会

　堺泉北港地元港湾振興会（堺・高石・泉大津）は、１０月３０日（木）
～３１日（金）に合同で博多港を視察いたしました。
　三市合同での視察は、今回が５年目で５３名の参加により実施いた
しました。
　博多港は、平成２１年開港１１０周年を迎え、アメリカ・中国・韓国など
世界３６の国際コンテナ航路があります。
　まず１日目はアイランドシティの概要について説明を受け、質疑応答
の後、バスにてアイランドシティの町並みを見学しつつ、国際物流拠点
である香椎パークポートに移動し、外貿コンテナターミナルを見学しまし
た。
　２日目は、西部ガス福北工場の見学を行ないました。西部ガスは、環
境にやさしい天然ガスを原料に都市ガスを供給しています。
　保安・防災はもちろん、万全の環境対策について視察を行ない
ました。
　視察に参加された方々や、視察にご協力をいただきました方々にこ
の紙面をお借りしてお礼を申し上げます。

アイランドシティ
さいぶ ふくほく

かしい

さいぶ

堺泉北港地元港湾振興会合同研修会開催 高石港湾振興会

　堺泉北港地元港湾振興会（堺・高石・泉大津）では、堺泉北港の地元港湾振興会の連携を密にして会員相互の連帯を深め、広
域的に一体となった港湾振興事業を展開することにより、堺泉北港のより一層の発展を図る目的で、平成１０年度から毎年合同研
修会を開催しています。
　今年度は、１１月２７日（木）にホテルサンルート関空において、
国・大阪府の関係機関等のご来賓を始め、各振興会の会員約
１００名の参加により開催致しました。
　研修会では、地元高石市に３７年間在住されたご縁から非
常にお忙しいスケジュールを調整していただきお招きすることが
できました、大阪学院大学企業情報学部教授　國定　浩一
先生に「これからの関西経済はどうなる」と題しまして、米国発
の金融危機から日米欧同時不況の原因、日本政財界の問題
点や裏話等を交えながら日本経済・関西経済のこれからを講演
いただきました。
　参加者は、特に中小企業を襲う不景気をいかに乗り切って
いくのか、いくつかのアイデアをいただき、テレビ等でもコメンテー
ターとして活躍されている講師の話に聞き入っていました。

コンテナターミナル （画像提供 ： 福岡市港湾局）



港湾施設見学会を開催 高石港湾振興会

　高石市内の４小学校の４年生・５年生を対象に、総合学習の一環として海や港に関心を持ってもらうことを目的に高石港湾振興
会が、大阪府港湾局と大阪水上警察署の協力を得て、港湾施設の見学会を開催しました。
　この見学会は、大阪府港湾局旅客船「はまでら」に乗船して海から港湾施設を見学するもので、見学当日は、４日間とも天候に恵
まれ、児童たちは船上から阪九フェリー、大阪ガスＬＮＧタンク、ガントリークレーン等、日頃見ることができない様々な港湾施設を見学し、
大満足といった感じでした。
　また、港湾局担当者からの分かりやすい説明を興味津々で聞き入っていた児童から、たくさんの作文をいただきました。

港湾施設見学会を開催 大阪府港湾局事業管理部維持補修グループ

　港湾局では平成１５年より毎年、堺泉北港において泉大津市の小学校を対象とし、みなとや海岸に関心を持ってもらうことを
目的に港湾施設見学会を開催しています。
　今年度は、１１月に４小学校・約５３０名の参加をいただき、港湾局所有船の「はまでら」による海からの港湾施設見学や大津川
河口部での野鳥観察、「大阪のみなとと海岸」・「ごみのゆくえ」に関する勉強会、泉大津パーキングエリア３Ｆでの｢花の苗植え｣
や同ビル１１Ｆの展望フロアから港湾施設見学を行いました。
　見学会の実施に際しては、泉大
津市港湾振興室を始め、大阪湾フェ
ニックスセンター、環境農林水産部動
物愛護畜産課、泉州農と緑の総合
事務所、日本野鳥の会、阪神高速道
路（株）等、多数の関係機関にご協
力をいただき、無事全日程を終えるこ
とができました。

第３５回堺港まつり開催 堺港湾振興会

　平成２０年１０月１８日（土）、第３５回「堺港まつり」を堺市堺区出島漁港とれとれ市において開催いたしました。
　当日はまさに秋晴れの中たくさんの方々にお越しいただき、小学生を対象にした大声大会、心肺蘇生訓練法実演・バルーンショ
ーなどのステージショーや、似顔絵コーナー・フルーツ販売コーナー等で楽しんでいただきました。さらに、市民の皆様には堺市漁業
協同組合連合会のご協力により堺港遊覧を実施し、普段あまり見る事のない堺泉北港を堪能していただきました。
　他にも堺海上保安署の消防船「かいりゅう」の放水訓練や臨海消防署による地震体験車の地震体験でまつりを盛り上げて
いただきました。
　ご支援、ご協力をいただきました皆様
に紙面をお借りして厚くお礼申し上げ
ます。

＜開催日＞
９月１７日（水）羽衣小学校４年生 ７７名
９月１８日（木）加茂小学校５年生 １０１名
９月２４日（水）取石小学校５年生 １１７名
９月２５日（木）高陽小学校４年生 ９１名

みなと

みなと



　平成２０年１０月１２日、輸出入・港湾関連手続きの電子申請システムである「次世代シングルウィンドウ」が稼動しました。これまで全国
的なシステムとして存在した「Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳ」と「港湾ＥＤＩ」などのシステムが統合され、電子申請窓口が一元化されたところです。
　これにより、
●システム毎に異なっていた利用者ＩＤとパスワードの統一
●港湾ＥＤＩはＷＥＢ方式、ＮＡＣＣＳはパッケージソフト方式となっていた申請画面・入力方式を、パッケージソフト方式に統一
●システム毎に異なっていた利用申し込み窓口を一元化
などが実現されました。
　大阪府の独自システムである
「大阪府港湾局ＥＤＩ」においても、
「次世代シングルウィンドウ」に対
応しデータ連携を図っています。
　大阪府では、大阪湾諸港の利
用者が効率的に港湾管理者手
続きを行えるようになることで、多
数の船舶の寄港をうながし、府営
港湾のさらなる振興を図るため、
「次世代シングルウィンドウ」および
「大阪府港湾局ＥＤＩ」の両システ
ムへの参加をよびかけ、その利用
促進に取り組んでいます。  

次世代シングルウィンドウの稼働について

●２００８年１０月２９日（水）大阪府港湾局訪問
　中国大連港関係者視察団
裴　　松 （遼寧省交通庁港航管理局長）
田　　浩 （遼寧省交通庁港航管理局港口処 副処長）
閻　慶福 （遼寧省発展和改革委員会交通処長）
徐　　健 （大連港集団有限公司 副総経理）
王　洪鎖 （大連港集団有限公司企業開発部長）
王　　来 （営口港務集団有限公司 副総裁） 
通訳　１名
　
　中国北方での最大の国際貿易港の一つである大連港の関係
者７名の方々が大阪府港湾局を訪問されました。府営港湾の概
要について紹介後、日中の港湾について情報交換を行いました。

ＷＥＬＣＯＭＥ！世界からのお客様

大阪府港湾局総務部施設運営グループ

大阪府港湾局総務部振興グループ

次世代シングルウィンドウにおける申請窓口の統一



　大阪府では、府営港湾の公共ふ頭に初めて入港する船舶に対し、大阪府港湾協会や地元市港湾振興協会と協力して初入
港の歓迎セレモニーを行っています。

ふじ丸 （２３，２３５総トン） 
平成２０年１０月６日（月）
堺泉北港大浜埠頭５号岸壁Ａバース

　本船は、この度堺泉北港に初入港しました客船「ふじ丸」で、大浜埠頭より府立泉
陽高等学校の修学旅行生３５０名を乗せて屋久島に向け出港しました。
　当日は、初入港のセレモニーとして「ふじ丸」船長に初入港盾、地元堺市から花束
及び記念品の包丁が贈られました。
　また、大浜埠頭に立地する堺青果センターを運営する堺泉北埠頭㈱から「ふじ丸」
船長及び生徒たち全員にグレープフルーツが贈られました。
　普段客船が停泊することのない大浜埠頭ですが、当日だけは、府立泉陽高等学校の修学旅行生の歓声で大変にぎわってい
ました。先生の話によれば、今回修学旅行の出発地として堺泉北港を利用することで、生徒に地元堺市を深く知ることができる
機会になればということで企画されたそうです。

WMS ROTTERDAM （7,464総トン）
平成20年10月22日（水）
堺泉北港助松埠頭8号岸壁Aバース
本船はSYMSに代わり堺泉北港と上海/寧波を結ぶ定期コンテナ航路
に就航した大新華輪船(煙台)有限公司[GCS]のフルコンテナ船です。

LNG EBISU （118,910総トン）
平成20年10月27日（月）
堺泉北港堺LNGセンターLNG桟橋
本船は処女航海で堺泉北港に初入港したLNG船です。関西電力㈱が
初めて保有するLNG船で、主にオーストラリアのプルートLNGプロジェクト
から購入するLNG輸送に従事する予定です。

SHENG SHI （43,810総トン）
平成20年11月12日（水）
堺泉北港助松埠頭9号岸壁
本船はこの度堺泉北港に初入港したPCC船で、PORT KELANG（マレ
ーシア）へ輸出される中古自動車などを積み込み、神戸港に向けて出港し
ました。

ようこそ大阪府営港湾へ ～初入港のご紹介～ 大阪府港湾局総務部振興グループ

WMS ROTTERDAM

SHENG SHI



協 会 だ より

　平成２０年度の港湾視察は、平成２０年１１月２０日（木）か
ら２１日（金）にかけて静岡県の特定重要港湾「清水港」及び
重要港湾「御前崎港」を視察いたしました。
　港湾視察事業は、他港湾の先進的な取組みや振興対策、
港湾施設の実態などを視察し、見聞を広めていただくとともに、
会員皆様の日常業務に役立てていただくため実施しているも
ので、今回は２９名のご参加をいただきました。

清水港の概要
　清水港は、本州のほぼ中央、駿河湾の西岸に位置してお
り、昭和２７年に特定重要港湾に指定されている。
　取扱貨物量は、１７，９２６千トン（２００６年）、コンテナの取扱
量は、全国7位の５７万２千ＴＥＵ（２００６年）。
　同港の特徴として、コンパクトで効率性の高い港湾であり、
面積あたりの貿易額は全国トップクラスで、さらに製造品出荷
額第３位、企業立地件数第１位など全国有数のものづくり県
を背景に生産性の高いみなとづくりを目指している。
　現在、興津のコンテナターミナルを一体化して整備を行い、
より高効率化を図っており、完成すれば世界最大級のコンテ
ナターミナルになる予定。
　いち早く民間と共同で物流総合情報システム「清水港ＶＡ
Ｎ」を取り入れ、利用率９０％以上と船積関連業務のスピード
アップと効率化を図っている。
　船の出港、荷役作業については、２４時間・３６５日可能な
港湾運営体制となっており、県内貨物が流れる京浜・中京の
港湾と比べ低廉な利用料金を設定し、競争力の強化を図っ
ている。

御前崎港の概要
　御前崎港は、太平洋に面した駿河湾の入口にあり、本線航路
からの海上アクセスは多くの港湾の中で最も恵まれている。
　清水港の補完的役割を果たすべく木材港として整備されて
きたが、昭和50年に重要港湾に指定され、県中西部における物
流、産業開発拠点として、また静岡県西部の海上物流基地とし
て、重要な役割を果たしている。
　取扱貨物量は、４，２６１千トン（２００７年）、コンテナの取扱量は、
５万ＴＥＵ（２００７年）。
　平成１５年度に多目的国際ターミナルが完成。平成１６年１０月
から外航定期コンテナ船が入港し、現在４航路が就航している。
　今後、新東名に接続する金谷御前崎連絡道路の開通や富
士山静岡空港の開港など、陸・海・空のネットワークの拠点として
躍進を期待されている。

＜行　程＞
第一日目　清水港
○清水港の概要及び特色ある取り組みについて（於：清水マリンビル）
　清水港の概要、情報化への取組み及びポートセールスに
　ついて担当者から説明を受けた。県産貨物の約４０％が名
　古屋港や京浜港に流出しているなか、港湾管理者が行う
　インセンティブのほか、地元市と民間が共同でインセンティブ
　を導入して清水港への集荷に努めているとのことであった。
○興津国際流通センターの見学
　ＦＡＺ事業の主体として静岡県、静岡市（旧清水市）、地
　元経済界が中心となった第三セクター「清水港振興㈱」が
　運営をしている。平成１０年３月に敷地面積15，374．82㎡、
　延床面積２８，０９１㎡の１号棟が完成。平成２０年２月に敷
　地面積６，０８４．２㎡、延床面積１２，０７６㎡の２号棟が完成し、
　供用開始された。
○新興津コンテナターミナルの見学
　水深１５ｍ、延長３５０ｍの岸壁に１８列コンテナ船に対応す
　るスーパーガントリークレーンが３基整備されている。

第二日目　御前崎港
○御前崎港の概要及び特色ある取り組みについて
　（於：御前崎土木事務所）
　御前崎港の概要及び静岡県の港湾物流戦略について
　担当者から説明を受けた。
　清水港との住み分けについては、清水港は欧米航路やＡ
　ＳＥＡＮ、BRIＣｓ、御前崎港はアジア・中国等の近海航路に
　集約し、競合しないよう流出している県産貨物の獲得に努
　めているとのことであった。
○御前崎共同物流センターを見学
　民間三社が共同で平成１８年１１月に開設した民間倉庫。
　（倉庫面積６，３２７㎡）
○西埠頭コンテナターミナルを見学
　水深１４ｍ、延長２８０ｍの岸壁に１３列対応のガントリークレ
　ーンが備えられ、５万トン級の大型コンテナ船の接岸が可能。

●平成２０年度港湾視察 ～清水港・御前崎港～

清水マリンビルにて 興津国際物流センター 新興津コンテナターミナル清水マリンビルにて

御前崎共同物流センター 西埠頭コンテナターミナル御前崎土木事務所にて御前崎土木事務所にて
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府営港湾の整備促進のために平成２１
年度の港湾関係予算確保に向けて、
関係国家機関等に対し要望活動を行
いました。
実施日：平成２０年１１月５日(水)、７日
（金）１９日（水） 要望先と要望事項に
ついては右表のとおり

●在阪国家機関等に対する要望活動
要望先

近畿地方整備局長

近畿地方整備局 大和川河川事務所長

第五管区海上保安本部長

大阪海上保安監部長

大阪海上保安監部 堺海上保安署長

大阪税関長

大阪税関 堺税関支署長

大阪府知事

要望事項

大和川へのゴミの不法投棄取締り強化及び河川敷のゴミの除去清掃

大和川へのゴミの不法投棄取締り強化及び河川敷のゴミの除去清掃

堺泉北港の海上保安施設の整備促進 巡視船による体験航海行事の継続

堺泉北港の海上保安施設の整備促進 巡視船による体験航海行事の継続

堺泉北港の海上保安施設の整備促進

大阪税関堺税関支署出張所（泉北地区）の新設

大阪税関堺税関支署出張所（泉北地区）の新設

府営港湾の整備、維持管理等に関する事項


