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稚内港末広ふ頭東岸壁の改良整備について
― 既存施設を有効活用した
大型クルーズ船等対応施設の整備
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観光地として世界的な人気がある利尻礼文サロベツ国立公園を有する宗谷管内には、毎年、クルーズ船が
多数寄港しており、今後も寄港需要の増加が期待されている。
こうした中、管内唯一の重要港湾の稚内港では、施設機能の不足により、大型クルーズ船の寄港要請に応
じられない状況にあるが、稚内開発建設部では、これらの課題を解消するため、稚内港末広ふ頭東岸壁の改
良整備を実施したので、その概要を報告する。
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1. はじめに
日本最北の国立公園である利尻礼文サロベツ国立公園
には、国内・外から多数の観光客が訪れているが、観光
地として人気の高い利尻島や礼文島には、近年、クルー
ズ船を利用した観光客が安定的に来訪しており、寄港と
並行して行われるオプショナルツアーや各種イベント、
買い物などを通じて地域経済に大きく寄与している。
一方、宗谷地域の物流・人流拠点である稚内港でも、
クルーズ船の寄港について船社や旅行会社などから多く
の問合せが寄せられており、地元関係者からクルーズ船
を活用した観光振興に対する期待が高まっている。
しかし、現在の稚内港においては、大型クルーズ船の
寄港要請はあるものの、大型クルーズ船が安全かつ円滑
に係船するために必要な施設機能（岸壁延長、係船柱の
強度等）が十分に確保されていないのが実情である。
稚内開発建設部では、こうした課題に対応するため、
平成28～30年度に、稚内港末広地区東岸壁の改良整備を
実施したので、整備過程における要点を報告する。

一方、稚内港への実績は、荒天等で離島港湾へ寄港で
きなかった際の代替港としての寄港も含まれており、離
島港湾と比較すると、限定的な実績といえる。
表－１ クルーズ船の港湾別寄港回数
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なお、近年における宗谷管内への寄港実績が多いクル
ーズ船は、「ぱしふぃっくびいなす（26,518総トン）」、
「にっぽん丸（22,472総トン）」、「飛鳥Ⅱ（50,142総
トン）」の３隻である。

2. 宗谷管内におけるクルーズ船の利用実態
(1) 近年のクルーズ船の寄港実績
最近５年間の宗谷管内の港湾へのクルーズ船寄港回数
は表－１のとおりで、観光シーズンである夏場（6～9
月）を中心に、利尻島（沓形港・鴛泊港）や礼文島（香
深港）へ寄港するパターンが多い。
写真－１ 沓形港へのクルーズ船寄港状況
（にっぽん丸）
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(2) 今後のクルーズ動向と稚内港が果たす役割
ＣＬＩＡ（クルーズライン国際協会）資料などによる
と、世界のクルーズ人口は 2,320 万人（2015 年）で、10
年前の約 1.7 倍に増加しており、中でも中国をはじめと
するアジアのクルーズ人口は 208 万人（2015 年）で、10
年前の約 2.7 倍と急増している。

図－３ 訪日クルーズ船の寄港回数

図－４ クルーズ船による訪日外国人数（概数）
図－１ 世界のクルーズ人口の推移
また、国土交通省の調査で国内の動向を見ると、平成
29 年の日本人のクルーズ人口は 31.5 万人、海外からの
訪日クルーズ船寄港回数は 2,764 回、訪日旅客数は
252.9 万人と、いずれも過去最高を記録し、将来的にも
国内外のクルーズ需要は更なる増加が予想されることが
各種の調査結果に現れている。

こうした中、政府が平成 28 年 3 月に策定した「明日
の日本を支える観光ビジョン」では、「訪日クルーズ旅
客を 2020 年に 500 万人に」という目標が設定され、時
を同じくして策定された「北海道総合開発計画」でも、
外国人観光客の受入体制強化の一環として、クルーズ船
受入環境の改善が重要な施策に位置づけられた。
加えて、稚内市が平成29年11月に改定した「稚内市ひ
と・まち・しごと創生総合戦略」において、稚内港は大
型クルーズ船寄港に対応した観光拠点にも位置付けられ
たことを受け、今後、関係者によるクルーズ船の誘致活
動が、より活発化することが予想される。
このように、国と地方の双方で、クルーズ船と連携し
た観光振興が推進されている情勢下、宗谷管内の陸・
海・空の交通結節点である稚内港に対しても、ハードと
ソフトの両面において、大型クルーズ船の受入機能の拡
充が強く求められている。
３ 稚内港における課題

図－２ クルーズ船を利用する日本人乗客の推移
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(1) 施設機能における課題
稚内港にクルーズ船が入港した際は、主に水深-12m・
延長240mを有し、サハリンプロジェクト関連船（オイル
リグ船、支援船等）などが利用している末広ふ頭東岸壁
（以下、『東岸壁』）を係留施設としているが、東岸壁

末広ふ頭東岸壁

４ 課題への対応策（整備計画の概要）
稚内開発建設部では、前述の課題を克服するため、以
下の方針に沿った整備計画を作成し、クルーズ船の受入
体制強化を図ることとした。
(1) 基本方針
a)既存施設である東岸壁を改良し、従来から利用してい
るサハリンプロジェクト関連船などの一般船舶に加え、
北海道への寄港実績多い 12 万トン級の大型クルーズ船
が利用可能な諸元と機能を確保する。
b)東岸壁の延長方向に大型クルーズ船が利用する際の係
留用ビットを２基増設し、施設延長を既設とあわせて、
必要な 350m を確保する。
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写真－２ 稚内港末広ふ頭東岸壁の位置
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に北海道への寄港実績が多い大型クルーズ船「ダイヤモ
ンド・プリンセス」が安全かつ円滑に入出港するために
は、以下の機能的な課題が指摘されていた。
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写真－３ サハリンプロジェクト関連船の利用状況

図－５ 大型クルーズ船を想定した係船ビット配置図

a)岸壁延長の不足
計画上、3 万トン級貨物船の利用を想定した東岸壁は
バース長が 240m であるが、主要な大型クルーズ船の船
長が 290m 超であり、現状では、安全な係船が困難な状
況にある。
b)付属工の機能不足
東岸壁の係船柱や防舷材は、計画上、一般貨物船の利
用を想定した規格・配置となっているが、大型クルーズ
船が安全に係船するためには、規格・配置ともに不十分
である。
c)施設の老朽化
東岸壁は、平成 3 年度に完成したが、長年の利用でエ
プロン舗装の老朽化が目立ってきており、大型クルーズ
船が利用する際には、安全性に加えて、景観性や快適性
の面でも改善が必要である。

c)係留用ビット構造は、早期の整備効果発現や建設コス
トの縮減が期待できるドルフィン形式で建設する。
d)大型クルーズ船の係船作業（綱取り）時の安全性と効
率性を確保するため、係留用ビット間に作業用の連絡橋
（人道橋）を架設する。
e)東岸壁に、大型クルーズ船の安全かつ円滑な係留機能
を確保するために必要な係船柱と防舷材を新設または更
新する。
f)既存岸壁のプロン舗装を全面的に打ち換え、大型クル
ーズ船寄港時の安全かつ快適な利用環境を整える。

(2) 事業実施における課題
近年の公共岸壁整備においては、①整備効果の早期発
現、②建設コストの縮減、③既存施設の有効活用という
共通課題に応えつつ、利用が想定される全ての船舶に対
応した機能を確保することが必須条件である。
稚内港でのクルーズ受入体制整備においても、この条
件を満足する整備計画が不可欠である。
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図－６ 整備イメージ図
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(2) 整備スケジュール
本整備は平成 28 年度に着手し、稚内市市制施行 70
年と稚内港開港 70 年を記念して、稚内港へ「飛鳥
Ⅱ」が寄港する平成 30 年 7 月下旬までに係留用ビット
を完成させることを整備過程における重要目標とした。
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表－２ 年次別整備スケジュール（主要作業）
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図－７ 係留用ビット構造図（平面図）
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図－８ 係留用ビット構造図（縦断面図）
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前章の基本方針に基づいて改良整備を実施することと
したが、事業実施における主なポイント等を「調査設
計」・「工事実施」・「コスト縮減」の３項目に分類し
て整理する。
(1) 調査設計上のポイント等
a)係留用ビットの構造形式
係留用ビットは、橋梁基礎としての機能も併せ持つた
め、港湾（防波堤）と道路（道路橋）の双方の基準を用
いて検討した結果、地盤条件から重力式を採用し、経済
性からケーソン（LBH-8.1×8.1×9.7ｍ）式構造とした。
b)橋梁基礎の設置と構造形式
係留用ビット間に架設する連絡橋は、当初は２径間を
想定していたが、詳細設計において、連絡橋構造断面が
大型化してコスト高となることが判明したため、再検討
の結果、コスト抑制のための最適なスパン割は３径間と
なった。
このことを受け、係留用ビット間に橋梁架設用の基礎
（本体は水中コンクリート式）を設けることとした。
なお、設計の考え方は、係船ビットと同様に、港湾と
道路の基準を併用して安定照査を行った。
c)連絡橋の構造
連絡橋は、鋼構造（単純鋼鈑桁（下路式））を採用し、
桁下高さは、波浪の影響を防止するため、岸壁前面の波
頂高を考慮して、+3.3m に設定した。
d)係船用ビットに設置する係船柱
大型クルーズ船の牽引力を考慮して、2,000KN 型の直
柱を設置することとした。
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５ 事業実施上のポイント等
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図－９ 係留用ビット連絡橋断面図
e)係留用ビット以外の付属設備
大型クルーズ船の利用を想定して、2,000KN 型係船直
柱 2 基と 1,000KN 型係船曲柱 2 基を新設する。
また、防舷材は、既存施設がスリットケーソン構造で
あるため、形状や規格が限定されることになったが、既
存防舷材（Ｖ型 800H×1200L）と同じ規格の吸収エネル
ギーの大きい高性能防舷材に更新することで対処した。
f)その他設計上考慮した事項
連絡橋は海上に設置されるため、耐久性向上のための
防食が重要な課題となったが、耐用年数 50 年を想定し、
ＬＣＣを考慮した防食方法の比較検討を行った結果、表
－３のとおり、金属溶射による防食を施すこととした。
表－３ 防食方法の比較

(2) 工事実施上のポイント等
東岸壁の改良工事は、実質的に平成 29～30 年度の 2
カ年において合計 4 件実施したが、工事実施における工
夫や特筆事項等は以下のとおりである。
a)施工計画上の留意事項
連絡橋は、東岸壁周辺ヤードでクレーンによる組立作
業を行ったが、使用岸壁の許容上載荷重が 10KN/㎡であ
るため、主動崩壊角外にクレーンを設置して作業した。
加えて、連絡橋の架設作業は、やはり使用岸壁の許容
上載荷重の関係上、陸上クレーンでは困難であったため、
全スパン、起重機船による海上架設とした。
b)出来形管理上の工夫等
係留用ビットと橋梁基礎を施工する際、両者とも橋梁
基礎工としての機能を併せ持つため、綿密な出来形管理
（特に上部工天端高の管理）が不可欠であった。
これに対して、機械施工と人力施工を併用した基礎捨
石の２層仕上げ等の措置によって、捨石の沈下を抑制し、
確実な出来形を確保した。
具体的には、捨石厚 4.5m に対して、捨石沈下量に見
合う 20 ㎝の余盛が必要だが、２層仕上げ施工によって
余盛が不要となるとともに、不等沈下の防止と捨石沈下
量の 4 ㎝への抑制を実現でき、連絡橋の上部工施工への
大きな影響を回避することができた。

表－４ より確実な出来形確保のための対策

c)工程管理(工期短縮）上の工夫等
工期短縮のための工夫として、前述の「係留用ビット
の基礎捨石の２層仕上げ」に加え、次の措置を講じた。
平成 29 年度に既存施設のエプロンや係船柱・防舷材
の改良を実施したが、同年は風力発電用資機材を海外か
ら運搬する大型貨物船の入港・荷下ろしが工事期間中に
合計９回実施され、他施設での荷役が不可能であったこ
とから、貨物船の係船期間中（延べ係船日数は２５日）
の工事中止による工程の滞留が懸念されたが、「関係機
関との合計５回に及ぶ協議」や「施工箇所の分割」等の
工夫により、貨物船の利用に支障を与えること無く、か
つ工事工程の遅延も回避するすることができた。
貨物船（風力発電資機材運搬）

図－１０ 基礎捨石の２層均し（イメージ図）
また、起重機船による連絡橋架設時の確実な出来形確
保のため、表－４に示す対策を講じた。
写真－５ 施工区域分割による貨物船との輻輳回避

写真－４ 連絡橋の架設状況
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また、橋梁添接部（添接板）を現場での塗装（標準）
から工場での塗装へ見直した結果、天候等に左右されな
い作業が可能となったため、７～１０日程度の工程短縮
が図れた。
(3) 建設コスト縮減に対する工夫等
a)整備計画における工夫等
係留用ビットの設置により、岸壁本体を延伸すること
なく大型クルーズ船の係船を可能な構造に改良し、建設
コストを１０億円程度縮減できた。
b)調査設計における工夫等

連絡橋を２径間から３径間に見直すことにより、トー
タルコストを０．３億円程度縮減できた。
c)工事実施における工夫等
係留用ビット本体部のケーソン中詰材として他港で発
生した浚渫土砂を流用したことにより、コストを３百万
円程度縮減できた。
(4) 整備事業の経過について
改良整備事業は平成 28 年度の着工以降、調査・工事
とも概ね順調なペースで進捗し、平成 31 年 1 月までに
関連する工事を全て完工することができた。

また、供用式典後には、稚内港への 4 年ぶりの寄
港となる「飛鳥Ⅱ」の歓迎セレモニーが開催され、
地元高校生等による吹奏楽演奏、よさこいソーラン
演舞、太鼓演奏などが披露され、同船を市民一丸と
なってもてなすとともに、航海の無事を祈念した。

写真－８ 「飛鳥Ⅱ」の入港歓迎セレモニーの状況
全 景

係留用ビット
写真－６ 改良整備の完成状況
６ 今後のクルーズ需要の増加に向けて
(1) 供用式典の開催
施設は平成 30 年 6 月下旬までに係船用ビットを完成
させ、同年 7 月 27 日の飛鳥Ⅱ寄港にあわせて稚内市と
稚内開建の主催による供用式典が執り行われ、市民や

(2) クルーズ船の利用促進に向けて
前述のとおり、大型クルーズ船を活用した観光需要が
今後、国内外でさらに増加すると期待される中、宗谷管
内でも、港湾関係者や観光関係者を主体としたクルーズ
船の誘致活動が一層活発化するものと予想される。
クルーズ船が寄港先を選定する際には、インフラ的な
機能のほかに、当地の自然環境や観光資源に加えて、地
元の「おもてなし」が重要な要素と指摘されており、ハ
ード・ソフトの両面で、相手方が「ぜひ寄港したい」と
感じてもらえるような魅力を整備・情報発信することが
必要不可欠である。
稚内開発建設部としては、今回の整備で、東岸壁にお
ける大型クルーズ船受け入れ機能を整えたが、今後は、
航路の浅瀬箇所の浚渫など、大型クルーズ船のより安全
で効率的な入出港のためのハード的な措置を講じるとと
もに、港湾管理者等が実施するポートセールスへの側面
支援や港湾協力団体との連携など、ソフト的な取り組み
にも可能な限り支援していきたい。

関係者が見守る中、テープカットが行われた。
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