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骨太の方針・成長戦略・IT新戦略が

閣議決定
LNGバンカリング拠点形成に向け

２事業を採択
6月15日、「経済財政運営と改革の基本方針2018」

(骨太の方針)、「未来投資戦略2018」(成長戦略)、

「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進

基本計画」(IT新戦略)が閣議決定されました。

港湾関係では、AI等の活用により世界最高水準の

生産性を有する「AIターミナルの実現」や「LNGバン

カリング拠点の形成」、訪日クルーズ旅客500万人の

実現に向けた「クルーズ船の受入環境改善」等の施

策が位置づけられています。この他、港湾情報や貿

易手続情報等を取り扱う港湾関連データ連携基盤を

構築する「港湾の完全電子化」も盛り込まれており

ます。

国土交通省では、本年度、 LNGバンカリング※拠

点を形成するために必要な施設整備に対する補助

制度（補助率1/3）を創設し、4月2日から5月25日

までの期間に公募を行い、以下の2事業を採択しま

した。

今後、事業者からの補助金交付申請を受け、補助

金交付決定が行われる予定です。

①伊勢湾・三河湾ＬＮＧバンカ
リング事業

②東京湾におけるＳＴＳ方式※で
の船舶向けＬＮＧ燃料供給事業

事
業
者

セントラルＬＮＧシッピング
（株主：日本郵船、川崎汽船、

中部電力、豊田通商）

中部電力株式会社

住友商事株式会社
上野トランステック株式会社
横浜川崎国際港湾株式会社

対
象
事
業

・ＬＮＧバンカリング船の建造
・中部電力川越火力発電所
の改修

・ＬＮＧバンカリング船の建造

政
策
的
意
義

日本を代表するものづくり産業
の集積地である伊勢湾・三河湾
において、LNGバンカリング拠
点を形成することにより国際競
争力の強化を図る。

国際コンテナ戦略港湾及び国際
旅客船拠点形成港湾を有し、外
航コンテナ船やクルーズ船の寄
港地となっている東京湾におい
て、LNGバンカリング拠点を形
成することにより国際競争力の
強化を図る。

※ＳＴＳ方式：Ｓｈｉｐ ｔｏ Ｓｈｉｐ方式（岸壁・桟橋に係留中又は錨泊中
のＬＮＧ燃料船にＬＮＧバンカリング船が接舷（横付け）してＬＮＧ燃料を
供給する方法）

※ＬＮＧバンカリング：船舶へのＬＮＧ（液化天然ガス）燃料供給のこと。

■骨太の方針、成長戦略、IT新戦略に記載されて
いる港湾関連施策

・熊本地震からの復興
・クルーズ船の受入環境整備
・国際コンテナ・バルク戦略港湾
・AIターミナルの実現
・LNGバンカリング拠点の形成
・地域の基幹産業を支える港湾整備
・農水産物の輸出を支える港湾整備等
・洋上風力発電
・港湾の防災・減災の取組と海岸整備
・i-Constructionの推進
・港湾の完全電子化等

「港湾における護岸等の耐震性調査・

耐震改良のためのガイドライン」を策定

民間事業者による護岸等の耐震改良を促進するた

め、本年6月に「港湾における護岸等の耐震性調査・

耐震改良のためのガイドライン」を策定しました。

本ガイドラインは、技術的な支援として、護岸等

の耐震性を簡易で安価に把握する手法や費用を削減

する耐震改良の考え方、耐震改良工法を示すととも

に、今年度に延長・拡充された民有護岸等を耐震改

良する際の支援制度※を紹介しています。

※民有護岸等の耐震改良に係る法人税及び固定資産税の特例措置、無利

子貸付制度

民間事業者による護岸等の耐震改良を促進！
（平成30年6月22日）

我が国初となるLNGバンカリング拠点形成へ
（平成30年6月28日）

https://www.facebook.com/PHB.MLIT.Japan

国土交通省港湾局のfacebook

～みなとに行ってみませんか？～

6月のトップアクセス記事

ＱＲコードからもアクセスできます

日本海の珍風景～柴山港二重円筒ケーソンのある景色（続報）

ケーソン据付時の様子起重機船で輸送されるケーソン

柴山港（避難港）に据え付け予定の二重円筒ケー
ソンについてご紹介しました。

https://www.facebook.com/PHB.MLIT.Japan
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「東京湾海の環境再生賞」の募集を開始

東京湾の環境に係る普及啓発、地域社会の活性

化、青少年の育成等に取り組み、社会貢献の実績

と成果がある市民団体や民間団体等を賞する「第2

回東京湾海の環境再生賞」について、7月31日まで

募集します。

この賞は、我が国の経済・文化の中心である首

都圏都市の貴重な水辺空間がより豊かに次世代に

引き継がれることを目的として、平成29年に（一

財）みなと総合研究財団により創設された賞で、

平成29年度授賞式の様子

「第２回東京湾海の環境再生賞」の募集を開始します
（平成30年6月15日）

国土交通大臣賞、(一

財）みなと総合研究財

団理事長賞があり、授

賞式は10月20日に横浜

にて行われる予定です。

「みなとオアシス」登録数
全国１１３箇所に

「みなと」を核としたまちづくりを促進するため、

住民参加による地域振興の取組が継続的に行われる

施設を「みなとオアシス」として登録しています。

全国各地でみなとを核とした地域振興の取り組み

が行われている「みなとオアシス」は、平成16年1

月に「みなとオアシス瀬戸田(尾道市)」、「鳥取・

賀露みなとオアシス(鳥取市)」を登録して以降、

年々増加しています。平成29年9月には100箇所を達

成し、本年7月1日に「みなとオアシス福良(南あわ

じ市)」、「みなとオアシス マリンパーク新居浜

(新居浜市)」を登録し、全国113箇所となりました。

登録数 １１３箇所
（平成30年7月1日）

北海道 10 静岡県 4 徳島県 1

青森県 5 愛知県 2 香川県 2

岩手県 2 三重県 3 愛媛県 4
宮城県 1 滋賀県 0 高知県 5
秋田県 3 京都府 2 福岡県 1
山形県 3 大阪府 2 佐賀県 1
福島県 1 兵庫県 5 長崎県 1
茨城県 1 和歌山県 3 熊本県 1
千葉県 3 鳥取県 2 大分県 3
東京都 0 島根県 4 宮崎県 2
神奈川県 2 岡山県 3 鹿児島県 1

新潟県 4 広島県 8 沖縄県 3

富山県 3 山口県 4
石川県 6
福井県 2

都道府県別みなとオアシス登録数

マリン村(みなとオアシス マリンパーク新居浜)

地域発みなとのイベント情報
各地から寄せられた港における様々な取組を紹介してまいります

国際クルーズ旅客受入機能
高度化事業の実施港を決定

7月
「2018発見！酒田みなとの探検隊」於:みなとオアシス酒田
酒田港と山形県の海への理解を深める

「海フェスタにいがた」於:新潟港ほか
新潟開港１５０周年記念のキックオフイベント

「唐津港まつり 海のカーニバル」於:みなとオアシスからつ
体験航海、ステージイベントなどを開催

「第１０回踊夏祭」於:みなとオアシスおおいがわ
「踊りがまちを揺らす 踊りがまちを変える」を合い言葉に

「エンルムマリーナ祭」於:室蘭港
新鮮な魚介類の販売、歌謡ショーやフリーマーケットなどを開催

「マリンフェスタin 小樽」於:小樽港
ボート、ヨット等の船舶の体験乗船等、様々なイベントを開催

「海の日名古屋みなと祭」於:名古屋港ガーデンふ頭一帯
名古屋港の夏の風物詩、花火大会などイベントを多数開催

「熊本港フェスティバル2018」於:熊本港
体験乗船、物産展、くまモンステージイベントなどを開催

「海洋都市横浜うみ博」於:みなとオアシス横浜港
海の多彩な魅力を楽しみながら学べる、体験・参加型のイベント

「牛深みなとフェスティバル」於:みなとオアシス天草牛深
体験航海、フードマーケット、ステージイベントなどを開催

「第９回ちびっこトライアスロン」於:奈半利港ふるさと海岸
スイム・バイク・ランの３種目を競う大人顔負けの白熱する闘い

「東京湾クリーンアップ大作戦」於:みなとオアシス横浜港
横浜港にいる珍しい船の船内を見学

「第12回ビーチライフin新潟 」於:日和山浜海水浴場
ビーチスポーツ・マリンスポーツなどを開催

「Beach Day in ODAIBA2018」於:お台場海浜公園お台場ビーチ
なみのいい日「ビーチの日」メッセージアート展などを開催

14(土)

14(土)-29(日)

15(日)

16(月)

21(土)-22(日)

22(日)

29(日)

31(火)

「訪日クルーズ旅客を２０２０年に５００万人」
の目標実現に向け、クルーズ旅客の利便性や安全性
の向上及び物流機能の効率化を支援する国際クルー
ズ旅客受入機能高度化事業の平成30年度実施対象港
20港を決定しました。
本制度は、地方公共団体や民間事業者が実施する

屋根付き通路や移動式ボーディングブリッジ等の設
置費用の3分の1以内を補助するものです。

新宮港 佐野地区 大型テント

境港 外港中野地区
屋根付き通路
大型テント

徳島小松島港 赤石地区
大型テント
照明設備

高知港 三里地区 照明設備

博多港 中央ふ頭地区 屋根付き通路

佐世保港 浦頭地区 照明設備

八代港 外港地区
上屋の撤去
ボーディングブリッジ

細島港 工業港地区 旅客上屋等の改修

油津港 東地区 旅客上屋等の改修

那覇港 新港ふ頭地区 旅客上屋等の改修

港名 地区 整備概要

網走港 新港地区
大型テント
貨客分離フェンス

稚内港 末広地区 旅客上屋等の改修

釧路港 東港区北地区 テント

東京港 13号地 屋根付き通路

横浜港 新港ふ頭地区
屋根付き通路
荷物搬送設備

大黒ふ頭地区
屋根付き通路
大型テント

金沢港 南地区
屋根付き通路
大型テント

清水港 日の出地区
旅客上屋等の改修
上屋の撤去

名古屋港
ガーデンふ頭地
区

屋根付き通路

舞鶴港 西港地区
屋根付き通路
旅客上屋等の改修

神戸港 新港地区 旅客上屋等の改修

港名 地区 整備概要

平成30年度国際クルーズ旅客受入機能高度化事業の実
施港を決定しました（平成30年5月25日）


