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平成 29年 3月 

苫小牧港管理組合 



 

 

はじめに 

 

苫小牧港は、北海道庁技師 林千秋が「勇払築港論」を発表したことを契機と

し、港湾としての豊かな将来性が認識され、昭和 26年より西港区の建設に着手

し、昭和 38年に重要港湾として開港した。さらに昭和 51年からは東港区の建

設にも着手し、現在では道内の港湾貨物量の約半分となる約 1億トンの貨物を

取り扱い、国内の港湾貨物では全国一位の取り扱いを続ける国際拠点港湾とし

て、道内経済さらには国内経済にも大きな役割を果たすまでに成長してきた。 

しかしながら、開港から 50年が経過した本港の港湾施設は、その約半数が既

に供用から 30年以上を経過するなど老朽化が進んでおり、こうした港湾施設は

大規模修繕や施設の延命化改良を行わなければ港湾機能が失われ、今後、安全

な利用ができなくなることが想定される。 

また、苫小牧港管理組合が管理する海岸保全区域には、高潮・波浪等の海岸

災害から背後地の人命や財産を守るため、海岸保全施設が整備されているが、

昭和 32年より整備に着手した海岸保全施設は、約 2割の施設が供用から 30年

以上経過しており、この割合は 10年後には約 5割まで増加する。 

一方、国においては、国民生活やあらゆる社会経済活動を支える各種施設を

インフラとして幅広く対象とし、戦略的な維持管理・更新等の方向性を示す基

本的な計画としてインフラ長寿命化基本計画（以下：「基本計画」という）が平

成 25年に取りまとめられた。 

こうした状況を踏まえ、苫小牧港管理組合においても、戦略的な維持管理・

更新等に取り組むことにより、国民の安全・安心の確保、中長期的な維持管理・

更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を実現する必要がある。 

このため、基本計画に基づき、施設の更新を含め将来にわたって必要なイン

フラ機能を効果的・効率的に発揮し続けるため、苫小牧港管理組合が管理する

施設についてインフラ長寿命化計画（行動計画）を策定する。 
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Ⅰ．施設の現況及び将来の見通し                      

 

（１）苫小牧港を取り巻く現状 

苫小牧港は北海道南西部太平洋岸に位置し、西港区と東港区からな

る、海岸線延長約24ｋｍ、港湾区域約14,300haの広大な水域を有する

国際拠点港湾である。 

また、北海道全体の港湾取扱貨物量の約半分となる、年間約1億ト

ンの貨物を取り扱っており、北米や東アジア、東南アジア等を結ぶ外

貿定期コンテナ船や外国貨物船が寄港する国際貿易港であるととも

に、他の国内主要港とを結ぶ、国内最多の内航定期航路を有する拠点

港として、北海道はもとより我が国の経済及び国民の生活に大きく寄

与している。 

  現在、西港区と東港区の両港区には自動車部品製造や石油精製、

石油コンビナート、火力発電所等、多種多様な企業が立地しており、

原材料や製品等の海上輸送、また、北海道全域を背後圏とした物流

の拠点港として本港が活用されている。 

さらに、これらの港湾貨物輸送を支える基盤施設として外郭施設や

係留施設、水域施設、荷さばき施設、臨港交通施設等、多くの港湾施

設が整備されている。 

この他、海岸保全区域には、背後地の人命や財産を高潮・波浪等の海岸災

害から守るため、海岸保全施設が整備されている。 

  

（２）苫小牧港背後圏の人口推移・推計 

   わが国の人口は、2008年をピークとして減少局面に入っており、今後、

2060年には 8,674万人となり、2110年には 4,286万人まで減少すると推計

されている。 

   そこで、国は「まち・ひと・しごと創生法」において、「人口ビジョン」

「総合戦略」を策定するよう各自治体に要請しており、これを受け苫小牧

市では平成 28年 2月に「苫小牧市人口ビジョン及び総合戦略」を策定した。 

   これによると、苫小牧市が将来にわたり、まちとしての活力を維持して

いくためには、国の長期ビジョン及び苫小牧市の人口動向分析の調査結果

等を考慮し、苫小牧市が将来目指すべき人口の将来展望として、2040年の

時点で約 15万人、2060年の時点で約 13万人の人口維持を目指すとされて

いる。 

 

 

 

 



2 

 

 

 

図－１ 苫小牧市の人口推計 

※苫小牧市人口ビジョンより 
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（３）施設の利用状況及び老朽化の状況 

① 対象施設 

苫小牧港管理組合が管理する港湾の技術基準対象施設および海岸保全

施設を対象とする。 

 

表－１ 対象施設 （平成 27 年度港湾台帳より） 

施 設 名 施設数 

水域施設 49 

外郭施設 54 

係留施設 66 

臨港交通施設 92 

荷さばき施設 84 

保管施設 5 

船舶役務用施設 25 

緑地・広場 12 

海岸保全施設 41 

 

  

[外郭施設]                 [係留施設] 

 

  

[荷さばき施設]              [海岸保全施設] 
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② 施設の利用状況 

港湾施設の利用状況は図－２,３のとおりである。 

図－２ 入港隻数年次別推移 

 

図－３ 外内貿貨物年次別推移 

 

③ 施設の老朽化状況 

表－１対象施設の内、平成 27年時点で整備から 30年以上を経過して

いる施設は 193施設（45％）であるが、10年後の平成 37年に整備後 30

年以上を経過する施設が 304施設（71％）となる。 
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同様に、50年以上を経過している施設は 8施設（2％）であるが、10

年後の平成 37年に整備後 50年以上を経過する施設は 126施設（29％）

となり、加速度的に老朽化が進行する状況にある。 

 

図－４ 老朽化した施設の割合 

 
 

老朽化状況 [外郭施設]            老朽化状況 [係留施設] 
 

老朽化状況 [臨港交通施設]          老朽化状況 [荷さばき施設] 
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（４）維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込み 

   老朽化の進行に伴い、今後 10年間で想定される維持管理・修繕・更新に

係る経費は、図－５のとおりで、年間平均約 27億円程度が見込まれる。 

   

 

 

図－５ 今後の想定される維持管理・修繕・更新費 

※平成 27年度末時点で個別施設計画における劣化度判定がＣ・Ｄの施設および個別施設 

計画未策定の施設の修繕更新費は考慮していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 10 年間の平均維持更新費 約 27 億円 

過去 05 年間の平均維持更新費 約 15 億円 
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Ⅱ．施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針          

 

（１）計画期間 

平成 28年度から平成 37年度までを計画期間とする。 

 

（２）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

   苫小牧港管理組合が管理する施設を対象として、計画的な維持管理・更

新等に向けた取組みを推進することを目的に、行動計画を策定する。 

策定した行動計画の取組みについては、苫小牧港管理組合の関係各課にお

いて情報共有を図るとともに、北海道・苫小牧市とも母体協議等において情

報共有を図る。 

   

（３）現状や課題に関する基本認識 

   図－５のとおり、平成 23～27年度における施設の維持更新費は、約 15

億円／年であるのに対し、今後 10年間で想定される維持更新費は、約 27

億円／年が見込まれ、修繕・更新に充てる費用の増加が予測されることか

ら、限られた財源の中で計画的に施設を修繕・更新していくことが課題と

なっている。 

   また、係留施設、外郭施設、水域施設、臨港交通施設においては、個別

施設毎に策定した維持管理計画（以下、個別施設計画という）を策定済み

であるが、荷さばき施設、保管施設、船舶役務用施設、緑地・広場、海岸

保全施設においては、未策定の施設が残っている。 

 

（４）施設の管理に関する基本的な考え方 

① 点検・診断等の実施方針 

  ・個別施設計画の点検計画に基づき、点検・診断を実施する。 

  ・点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、行動計画の見直しに反映し充実を

図るとともに、維持管理・修繕・更新を含む老朽化対策等に活用する。 

 

② 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

  ・個別施設計画及び予防保全計画に基づき、維持管理・修繕・更新を実施

する。 

  ・維持管理・修繕・更新等の履歴を集積・蓄積し、行動計画及び予防保全

計画の見直しに反映して内容の充実を図る。 

 

③ 安全確保の実施方針 

  ・点検診断等により、施設の安全性に問題が発生した場合は、速やかに利

用制限等の安全対策を取ることとする。 
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④ 耐震化の実施方針 

  ・災害時の拠点としての機能を確保するため、港湾計画に基づいた港湾施

設の耐震性を確保する。 
 

⑤ 長寿命化の実施方針 

  ・厳しい財政状況下において、予防保全型の維持管理を基本とし、施設の

長寿命化を図ることにより、トータルコストの縮減・平準化を図る。 

  ・施設の点検診断の結果、個別施設計画で劣化度判定が「A」となる施設の

利用にあたっては、施設の安全性を確認し、適切な対応を取ることとす

る。 

  ・劣化度判定が「B」の施設については、施設の劣化が進行する前に、予防

保全の取組みを行い、施設の延命化を図ると共に、維持管理コストの縮

減を図る。 

  ・個別施設計画が未策定の施設については、早期策定に努め、計画的な修

繕・更新を図る。 

  ・施設の新設・更新時には、利用条件や設置環境等の各施設の特性を考慮

するなど、合理的な対策を選択する。 
 

⑥ 統合や廃止の推進方針  

・施設の利用状況、耐用年数、社会情勢の変化等を踏まえ、統合・廃止・用

途変更を図り、維持管理費の縮減に努める。 
 

⑦ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

・国土交通省や北海道等で開催される研修や説明会に参加し、職員の技術力

向上を図る。 

・港湾等メンテナンス会議などの情報交換の場を通じ、国と港湾管理者で課

題の状況を継続的に把握、共有し、効果的な老朽化対策を推進していく。 
 

（５）フォローアップの実施方針 

   既に策定済みの個別施設計画※１については、引き続き点検計画に基づき

効率的な維持管理・更新を進めるとともに未策定の施設については、順次

策定作業を進める。 

   また、個別施設計画において各施設の状態、対策内容、対策時期等を把

握し、着実な修繕・更新等の実施に向け、必要に応じ苫小牧港管理組合内

部においてフォローアップを行っていくとともに、評価結果や基本計画の

変更に伴い、本行動計画を継続して発展させるために見直しが必要となっ

た場合には、計画の見直しを行う。 
 

※１係留施設、外郭施設、水域施設、臨港交通施設 
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Ⅲ．その他事項                              

 

（１）維持管理に関する民間技術・新技術の活用 

   予算の制約のある中で、インフラの老朽化対策を進め、安全性を確保す

るために民間の技術や新技術を積極的に活用し、維持管理・更新等に係る

費用の低減を図る。 


