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１.稚内港長期構想策定の概要 1-1.策定の趣意

■背 景

• 稚内港港湾計画は平成10年11月に改訂を行って以降、4回の軽易な変更を経て現在に至っており、港の将来
像を見直す時期を迎えている。見 期

• 将来像の検討に当たっては、稚内市及び周辺地域の発展の方向性を踏まえ、これに対応して稚内港が果た
すべき役割を見極めることが必要である。

• 我が国最北の重要港湾である稚内港は、日本海側拠点港として国から選定され、拠点港としての計画・構想

■目 的

を中心とした港湾計画の策定が必要となっている。

• 長期的な視点により策定した「稚内港将来ビジョン（H24.3）」をもとに、長期構想を具体化し、20～30年後の港
湾の開発、利用及び保全の基本的な方向を検討する。

• 長期構想を踏まえ、地域の発展に寄与する“みなとづくり”を進めるため、15年後を目標年次とする新たな港

■目標年次 ■検討体制

湾計画の素案を策定する。

稚内港長期構想計画委員会

• 長期構想の目標年次は、概
ね20～30年後である 平成
40～50年代

稚内港長期構想計画委員会

幹事会

事務局
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１.稚内港長期構想策定の概要 1-1.策定の趣意

■平成10年港湾計画改訂以降の経緯について

整備内容 方針 現状・状況・要因 今後の対応

1 北洋埠頭の水産品などの外
貿 タンカ の大型化 の対

北海道北部を背後圏とする
流通拠点として 物流需要

○改良したことよって、入港船舶が1600GT級タン
カ から タンカ に 度に運べる貨

・中央埠頭から北洋埠頭
石油製品を集約したた貿、タンカーの大型化への対

応

-6ｍ⇒-7.5ｍ

流通拠点として、物流需要
の増大及び船舶の大型化
に対応するため、既存の埠
頭を再開発し、物流機能の
強化を図る。

カーから、4000GTタンカーに、一度に運べる貨
物は3,000ｔから6,000ｔ強となった。

○平成16年以降、SOLAS区域とはならなかったた
め、外貿貨物の取り扱いは無くなった。

へ石油製品を集約したた
め、利用頻度が増えるこ
とが予想される。タンカー
の大型化は今のところな
い。

2 中央埠頭へのフェリー移転と
市街地再開発

-7 5ｍ改良 -6 0ｍ新規

フェリーの大型化及び輸送
需要の増大に対応するため、
フェリー埠頭機能を強化し、
背後市街地の再開発と連携

○国際・離島フェリー集約（H20.5）、駅前再開発ビ
ル（H24.4）が供用。

○フェリーと市街地再開発地区、シンボル緑地の
導線が課題

・フェリーと市街地再開発
地区、シンボル緑地の導
線の支障となる石油・セ
メントタンク群を移転し7.5ｍ改良、 6.0ｍ新規

埠頭用地5ha
背後市街地の再開発と連携
を図る。

導線が課題。 メントタンク群を移転し、
交通拠点間のアクセスを
強化する。

3 航路（-13ｍ）・泊地（-12ｍ）
の浚渫

昭和59年改訂時。
道北地域を背後圏とする物
流の拠点として 外貿を中

○現在、米穀類等の輸出入はないため、水深-10
ｍで暫定供用。

○大型のサ リンプロジ クト関連船舶は 水深不

・サハリンプロジェクトの進
展が望まれ、サハリンプ
ロジ クト関連船舶の基

S59改訂時に米穀類等の内
外貿貨物の取扱のため-12
ｍ岸壁を整備する方針

流の拠点として、外貿を中
心とする港湾機能の整備拡
充を図る。

○大型のサハリンプロジェクト関連船舶は、水深不
足で入港を断念した船舶がある。

ロジェクト関連船舶の基
地となるべく、航路及び
泊地の増深が望まれる。

4 恵比須地区北船溜の防波堤 ○H12～H14に整備。港内への振り込みが無くなり、 ・恵比須地区北船溜の航

防波堤160ｍ新規
航路の安全性が確保され、安全な漁業ができる
ようになった。

行、係留の安全が確保さ
れたため、今後は特に対
応しない。

5 臨港交通施設（恵比須道路） 港湾と背後地域との連絡を
図るとともに 港湾の円滑な

○H11～H20に整備。2車線化により、加工原魚を
運搬する大型車通行の安全性が確保され 歩図るとともに、港湾の円滑な

交通を確保するため臨港交
通体系の充実を図る。

運搬する大型車通行の安全性が確保され、歩
道が整備されたことによって、昆布、ウニ漁との
輻輳が回避し、安全性が向上。
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１.稚内港長期構想策定の概要 1-1.策定の趣意

■平成10年港湾計画改訂以降の経緯について

整備内容 方針 現状・状況・要因 今後の対応
6 臨港交通施設（中央埠頭道

路）
港湾と背後地域との連絡を
図るとともに 港湾の円滑な

○海事合同庁舎を移設し、整備する予定であった
が H17の軽変において既設の改良とした路） 図るとともに、港湾の円滑な

交通を確保するため臨港交
通体系の充実を図る。

が、H17の軽変において既設の改良とした。
○歩道拡幅によって歩行者の導線が確保された。

7 シンボル緑地整備 我が国最北の観光基地とし
ての機能強化を図るため、

○H17軽変で6haに変更。平成23年に4.5ha整備済
み。

・緑地駐車場未整備箇所
がある。

北地区4ha 臨海部空間の有効活用に
配慮した親水空間の充実、
交流空間の形成を図る。

○H24.4に供用開始し、中心市街地との導線が確
保や散歩、各種イベントに利用され、交流空間
として機能を果たしている。

8 休息緑地整備 港湾利用者の快適な環境
の形成をするために、緑地

○周辺において公園整備がなされたことから未整
備。

・土地利用計画を緑地から
ふ頭用地へ変更する。

恵比須地区1ha
の形成をするために、緑地
を配置する。

備。 ふ頭用地 変更する。

9 休息緑地整備

天北地区1ha

港湾利用者の快適な環境
の形成をするために、緑地
を配置する

○整備済み。通称名をコルサコフ公園と命名した。
ロシア船員が多数利用。

天北地区1ha を配置する。

10 耐震強化岸壁 大規模地震災害時における
緊急避難及び緊急物資輸
送等の対策を進める。

○整備済み。離島フェリーのシフトバースとして利
用。背後圏、離島への避難者や緊急物資の輸
送拠点となっている。
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１.稚内港長期構想策定の概要 1-2.検討工程

年度 策定 計画改訂スケジュール

H22

稚内港
稚内港将来ビジョン

稚内港の現状稚内港

将来ビジョン
H23

「日本海側拠点港」の選定

H23.11

• 稚内港の現状

• 稚内港背後圏の現状

• 基本理念と目標

• 将来プロジェクト

H24
H24.8 • 稚内港の背後圏の現状

• 稚内港の課題及び要請
• 稚内港の役割
• 長期構想の方向性

第1回

稚内港長期構想計画委員会

長期構想

H25.10 • 長期構想の検討
• 港湾計画の基本方針
• 港湾計画の素案の検討

環境
調査

貨物量・交通量
航行安全対策調査
静穏度解析

H25 11

第2回

稚内港長期構想計画委員会

パブリックコメント

H25

H26.1 • 港湾計画素案のとりまとめ

H25.11パブリックコメント

第3回

稚内港長期構想計画委員会

港湾計画

港湾計画書（案）

稚内港 地方港湾審議会港湾計画 稚内港 地方港湾審議会

交通政策審議会港湾分科会
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２.稚内港長期構想の検討 2-1.問題点・要請・課題の整理

◆地域の問題点・要請

• 人口減少、高齢化

■現状の問題点・要請 ■課題

◆地域

■稚内港のポテンシャル

• 極東ロシアとの結びつきの歴史
• 良質な生活環境の創出による人口維持・高齢化対応

• 産業の低迷（漁業、水産加工業、観光業）

• 観光入込客数の減少

• 新エネルギーの展開・環境都市としての発展

• 極東ロシアと近接、陸路・海路・空路
の結節点

• 宗谷海峡にロシア船社の運航

• 漁業・水産加工業の技術・ノウハウ

• 基幹産業の活性化（漁業、水産加工業、観光業）・雇用の維
持拡大

• 極東ロシア・利尻・礼文・道北観光の拠点機能強化

サハリンプロジ クト支援基地機能の強化

• サハリン極東ロシアとの交易・交流の拡大

• 漁業・水産加工業の技術・ノウハウ
の蓄積

• 豊富な観光資源（自然、体験、クル
ーズ船、みなとオアシス）

• サハリンプロジェクト支援基地機能の強化

・関連資機材物流中継拠点機能

・関連船舶の修理・点検・準備休憩拠点機能

・油防除機能

• 地域産業の資機材、原料、製品等の輸出入の効率化（ロシ

• サハリンプロジェクトとの関係強化

・関連資機材物流

関連船舶の修理 点検 準備休憩

• ロシア・アジアとのアクセス強化

■国 道の施策

• 市民によるまちづくりが活発

• 新エネルギー導入先進地

地域産業の資機材、原料、製品等の輸出入の効率化（ シ
ア・アジアとの物流ネットワーク）

• 全国、世界からの観光客の良好なアクセス形成

• 新エネルギーの積極展開・環境都市の形成

・関連船舶の修理・点検・準備休憩

・油流出事故リスクへの対応

◆稚内港の問題点・要請

• 取扱貨物量の減少

• 静穏度の不足

◆稚内港
■国、道の施策

• 日本産品の輸出拡大（攻めの農林
水産業等）

• 世界からの観光誘致促進（ビジット
ジャパン等）

• 港湾利用旅客・貨物の拡大

• 安全性の確保（静穏度の向上）

施設機能の強化• 施設の老朽化

• 施設能力の不足

• 乾ドックの機能不足

ジャパン等）

• 対岸諸国の経済発展との協調(日本
海側拠点港として稚内港を選定)

• 施設機能の強化

• 老朽化施設の改良

• 造船機能の強化（大型船への対応、シップリサイクル対応）
• 日露2国間の関係強化（日露パート
ナ シ プ 発展）• 交通拠点、交流拠点間とのアクセスが不良 • 人流動線のアクセスの快適化 ナーシップの発展）

• 北海道とサハリン州の関係強化（北
海道とサハリン州との友好・経済交
流促進プラン） 6



■稚内港の役割

２.稚内港長期構想の検討 2-2.稚内港の役割と目標

■課題 【コンセプト】

世界・日本・北海道・道北・宗谷といった大きな地域への貢献を果たし、
稚内市が活性化し継続的な発展を維持する地域となるためのみなと
を創る。

■課題 【コンセプト】
世界をマーケットと捉えた稚内港の展開

～ 最北の拠点港 稚内港から 世界へ
世界から 稚内港へ ～

• 良質な生活環境の創出による人口維持・高齢化対応

• 基幹産業の活性化（漁業、水産加工業、観光業）・雇用の
維持拡大

◆
地
域

稚内港 標

• サハリンプロジェクト支援基地機能の強化
・関連資機材物流中継拠点機能
・関連船舶の修理・点検・準備休憩拠点機能
油防除機能

• 極東ロシア・利尻・礼文・道北観光の拠点機能強化

◆世界のエネルギー供給を支えるみなと
サハリン等の資源開発の支援基地、海洋汚染の防除基地として、世界
のエネルギー供給を支えるみなと

■稚内港の目標

• 全国、世界からの観光客の良好なアクセス形成

• 地域産業の資機材、原料、製品等の輸出入の効率化（ロシ
ア・アジアとの物流ネットワーク）

・油防除機能 のエネルギー供給を支えるみなと

◆世界と結び産業を支えるみなと
地理的優位性を活かして北海道経済・産業を強化し、世界と結び産業
を支えるみなと

• 安全性の確保（静穏度の向上）

• 港湾利用旅客・貨物の拡大

• 新エネルギーの積極展開・環境都市の形成

◆
稚
内

◆世界から集い賑わうみなと
圏域に雄大な自然を有し、宗谷、利尻・礼文、サハリンの観光資源の玄
関口となる、世界から集い賑わうみなと

• 造船機能の強化（大型船への対応 シップリサイクル対応）

• 老朽化施設の改良

• 施設機能の強化

安全性の確保（静穏度の向上）内
港

◆地球にやさしいみなと
稚内の地域資源である豊かな気象及び地の利を生かした次世代エネ
ルギーの拠点となる、地球にやさしいみなと

• 人流動線のアクセスの快適化

造船機能の強化（大型船への対応、シップリサイクル対応）

◆安心・安全なみなと
安心・安全な係留施設を確保し、災害時の対応機能、国境・離島の安
定を担う最北拠点となる、安心・安全なみなと

7



２.稚内港長期構想の検討 2-3.稚内港が目指すプロジェクト

目標 稚内港が目指すプ ジ クト目標 稚内港が目指すプロジェクト

①世界のエネル
ギー供給を支え

1)サハリンプロジェクトへの資機材供給基地
• サハリンプロジェクト関連資機材のストックヤード・加工機能を確保し、適時適量供給が可能な物流基地を形成する。
2)船舶の修理点検・準備休憩基地
• ①修理点検基地）サハリンプロジェクト関連船舶の修理点検需要に対応した機能を具備した基地を形成するギ 供給を支え

るみなと

②世界と結び産

• ①修理点検基地）サハリンプロジェクト関連船舶の修理点検需要に対応した機能を具備した基地を形成する。
• ②準備休憩基地）サハリンプロジェクト関連船舶の準備休憩・船員交代需要に対応した機能を具備した基地を形成する。
3)北方海域の海洋環境を守る油防除基地
• 関係機関と調整を図り、充分な体制を確保し近隣海域の安全性向上に寄与する油防除基地を形成する。

1)稚内・コルサコフ航路を通じたベースルートの形成
本海側拠点港と 稚内 航路 利便性向上 り 方向 交 人流 活発化を る②世界と結び産

業を支えるみな
と

・日本海側拠点港として、稚内・コルサコフ航路の利便性向上により、日ロ双方向の交易人流の活発化を図る。

2)道北とロシア、欧州、アジアを結ぶ交易拠点
• 宗谷海峡に位置する地理的優位性を活かし、ロシア本土・欧州、アジアとの新たな物流ルートを形成する。

1)道北 利尻 礼文 サハリンへの観光拠点として 世界 全国からの観光客を誘致

③世界から集い
賑わうみなと

1)道北、利尻・礼文、サハリンへの観光拠点として、世界・全国からの観光客を誘致
• 陸路・鉄路・空路・航路の交通結節点である機能をさらに強化し、「最北の地」という地の利を活かした魅力ある観光商品を提供し、世界・全国からの観
光客の玄関としての機能を具備する。
2)市民・観光客の憩いの空間・交流拠点
• 稚内港においては、都市との連携を図りながら交流機能を高めてきたが、今後、さらにこれらの機能を向上させるとともに、拠点間のアクセス向上を図
る。

④地球にやさし
いみなと

1)次世代エネルギー拠点
• 日本最北端の地から新エネルギーの最先端都市として、道北・北海道・日本全国の新たなエネルギー供給に貢献する。

1)寄港船舶・船員の使いやすさを追求するみなと

⑤安心・安全な
みなと

1)寄港船舶・船員の使いやすさを追求するみなと
• 宗谷海峡を通過する様々な船舶についてサービスを提供する拠点形成を目指す。
2)北方圏の自然災害等の対応拠点
• 稚内港背後圏の防災拠点としての機能を確保すると同時に、近隣地域である利尻・礼文や防災対策が遅れている極東ロシアの災害発生時においても
支援拠点としての機能を果たす。
3)国境・離島の安全確保

境 安全保障 警 舶が 確保• 稚内港は利尻・礼文を含めて国境に接しており、安全保障上重要な位置にある。これら警備にあたる船舶が利用可能な機能を確保するとともに、これら
国境離島の定住振興を促進する。

8



２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと
サハリン等の資源開発の支援基地、海洋汚染の防除基地として、

世界のエネルギー供給を支えるみなと
目標

国の取り組み 地元の取り組みサハリンプロジェクトの現状現況

○道・サハリン州知事が「友好・経済
交流促進プラン(2013-17)」を採択
○港湾施設使用料の減免
○船員等の休憩施設として、ポート
サ ビスセンタ を設置

○中東に偏っていた日本の石油・天
然ガス調達先について、輸入相手
国の多様化による安定供給への取
り組み
○日露パ トナ シ プの発展に関

現況

○サハリンプロジェクトとは大陸棚石
油・天然ガス開発プロジェクトであり、
サハリン1、2が稼働中、3が調査中(一
部生産開始）。
今後 年 ガダｶｼ ﾜﾛﾌｽｷ

ﾘｼｬﾝｽｷｰ
ﾏｶﾞﾀﾞﾝ1

ﾏｶﾞﾀﾞﾝ2

ﾏｶﾞﾀﾞﾝ3

サービスセンターを設置
○稚内・サハリン州企業の合弁会社
（ワッコル）設立
○サハリンプロジェクト関連企業への
ポートセールス

○日露パートナーシップの発展に関
する共同声明に基づき、２国間協
力を強化。
○極東・東シベリア
地域におけるエネ

○今後15年間ではサハリン3、マガダン
関連で8基の海洋資源開発プラット
フォームが計画。サハリン4～9も計画
の進捗に応じて今後増加の見込み。
○日本はロシアから原油（シェア5%）、

マガダン大陸棚

地方

ｻﾊﾘﾝ1,2,3

ｻﾊﾘﾝ4 ｻﾊﾘﾝ5

ｶｼｭﾜﾛﾌｽｷｰ

○ロシア人企業研修生受入事業ルギー、運輸イン
フラ等に関する互
恵的協力の拡大。

要請

○日本は シアから原油（シ ア ）、
天然ガス（シェア9%）を輸入しており、
その量は増加傾向
○サハリンプロジェクト関連資機材の多
くは釜山経由だが、定時性と輸送距離
の長さが課題

ｻﾊﾘﾝ7

ｻﾊﾘﾝ6
ｻﾊﾘﾝ8

ｻﾊﾘﾝ9

【国策としての意義】稚内港でのサハプロ支援は、日ロ経済協力による
新たな日ロ外交の信頼構築、エネルギー安全保障に資する

【サハプロ企業】12ｍ岸壁の必要性について、マリコン「バンオード（蘭）」、
物流会社「ミドグレン（露）」等から要請あり その他 船舶修繕 作業船

要請の長さが課題

＜日本企業のサハリンプロジェクトへの関わり＞
○サハリン１はサハリン石油開発（日系JV）が30%出資

○サハリン２は三井物産・三菱商事が事業主体として22.5%出資

○サハリン３では、ガスプロムと極東ロシアガス事業調査（伊藤忠商事、石油
物流会社「ミドグレン（露）」等から要請あり。その他、船舶修繕、作業船
のクルーチェンジ・長期係留への要請が多数あり

【地元企業】稚内港のサハリンプロジェクト関連船舶の受入機能強化は
稚内・サハリンの経済成長、交流促進のために必要

【漁業者・生態系保護】宗谷海峡周辺の原油流出リスクへの対応

資源開発、丸紅国際石油開発帝石、伊藤忠石油開発）が共同会社を設立

し、LNG事業に係る覚書を締結

＜東日本大震災でのサハリン基地の貢献＞

○震災翌日の3月12日、プーチン首相の指示により、サハリン・プリゴロドノエ

基地は日本へのLNGの緊急供給を実施。

北方海域の海洋環境を守る油防除基地

【漁業者 生態系保護】宗谷海峡周辺の原油流出リスク の対応

サハリンプロジェクトへの資機材供給基地 船舶の修理点検・準備休憩基地
プロジェクト

○サハリンから北海道へは1日、東京へは3日で到達可能。

9



２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

(1)サハリンプロジェクトへの資機材供給基地

サハリンプロジェクト関連資機材のストックヤード・加工機能を確保し適時適量供給が可能な物流基地を形成する

【将来像】
■稚内港経由ルート

【現況の課題】
■韓国経由ルート ■稚内港経由ル ト

稚内・コルサコフ航路を活用した安定的な輸送ルートの利用によ
り、リードタイムを短縮し、定時性のあるサービスを提供

■韓国経由ル ト
海路・空路の太宗を占めるが集荷状況によって滞貨してお
り、リードタイム（所要時間）と定時性が課題

サハリン
プロジェクト

中間拠点機能の付加
スト ク機能

マガダン
プロジェクト

アバデン(英国)

ヒューストン(米国)韓国

サハリン
プロジェクト

アバデン
(英国)

ヒ ストン(米国)

稚内港

稚内を経由する

ルートの形成

稚内港

・ストック機能
・中間加工機能

シンガポール

ヒュ ストン(米国)

シンガポール

ヒューストン(米国)

稚内港に
物流基地形成
・ストック機能
・中間加工機能 稚内港・稚内空港を有し海路シンガポ ル シンガポ ル

空路 海路掘削資機材（中和剤、油井管、ドリル等）の発地資機材供給基地

中間加工機能
の付加

及び空路からの調達が可能

【プロジェクトの具体的取組】

短中期 長期

①定時性、リードタイム等が優位な稚内経由ルートへのニー
ズに応えたポートセールス

②サハリンプロジェクト以外の北方開発に視野を拡げた需
要の取り組み

③稚内・コルサコフ航路の輸送効率化のための特例措置等の実現

・稚内・コルサコフ航路の「内航船扱い運航」により、船建造費・運航費の低減・物流効率が向上。
・「シャーシ・車両等の相互乗り入れ」により、積み替え等の荷役コストが削減でき、かつ、品質低下を抑制可能。 10



２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

(1)サハリンプロジェクトへの資機材供給基地

④石材等の大型船輸送ニーズに対応した航路・泊地の増
深（ ）

短中期

⑤はまなす地区にサハリン資機材の長期ストック・中間加工基地
を整備

長期

【プロジェクトの具体的取組】

深（10m→12m）

航路
（-13ｍ）

を整備

【ストック・中間加工基地イメージ】 ＜はまなす地区の役割＞

○はまなす地区は、長
期的に増大するサハリ

海面処
分用地

航路・泊地
（-12ｍ）

上屋の整備

期的に増大するサ リ
ンプロジェクト支援
ニーズに対応する
○サハリンのLNG等を
活用したローカルエネ
ルギー拠点機能等の確分用地

はまなす地区
展開
（長期）

資機材供給
資機材供給

需要増大

砂・砂利、パイプライン、重機等の資機材の保管

ルギー拠点機能等の確
保を図る。
○既存の末広・天北地
区は、直面するサハプ
ロ支援ニーズに対応。

保管用地の確保

サハリンプロジェクト支援
ニーズに対応

ローカルエネル
ギー拠点機能

[稚内・コルサコフ航
路の利用]
・稚内・コルサコフ航

[末広ふ頭でのサハプロ関連資機材の供給状況]
・重機、油井管、石材等の輸送需要があるが、末広埠頭に接続す
る本港航路は水深が浅い（10m）ためボトルネックとなっている

・稚内・コルサコフ航
路は定時性・リード
タイムで優位性があ
る

11



(1)サハリンプロジェクトへの資機材供給基地

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

【実現による効果】

石材の輸出イメージとその効果

韓国経由から

○サハプロ関連貨物・経済効果の増加

・石材（海洋資源開発プラットホーム設
置のための捨石・中詰材）
⇒年間5万トンの輸出（１基あたり）

○利尻・礼文から小型の砂利
運搬船で 浜頓別からトラック

3往復⇒2往復

韓国経由から
物流ルートの
シフト及び稚
内港基地化に
より増加

⇒年間5万トンの輸出（１基あたり）
・鋼材（掘削資材に利用する油井管、
ドリル等）
⇒年間3.5万トンの輸出（１基あたり）
・中和剤（掘削資材として利用）
⇒年間1 35万トンの輸出（各年）

運搬船で、浜頓別からトラック
で石材を稚内港に集積し、稚
内港から各鉱区へ輸出。

浜頓別

礼文

利尻

3往復⇒2往復

・経済効果は年間2.3億円を見込む

⇒年間1.35万トンの輸出（各年）

○輸送船舶の大型化による効果 航路・泊地水深 必要往復回数 航行時間 標準船型

原
油
生
産
開
始
（
サ
ハ
リ
ン
1

L
N
G
出
荷
開
始
（
サ
ハ
リ
ン

原
油
出
荷
開
始
（
サ
ハ
リ
ン
２

原
油
出
荷
開
始
（
サ
ハ
リ
ン
１

試
掘
開
始
（
サ
ハ
リ
ン
５
）

天
然
ガ
ス
埋
蔵
調
査
（
サ
ハ
リ

試
掘
開
始
予
定
（
マ
ガ
ダ
ン
１

採
掘
開
始
予
定
（
サ
ハ
リ
ン
３

試
掘
開
始
予
定
（
リ
シ
ャ
ン
ス

試
掘
開
始
予
定
（
カ
シ
ュ
ワ
ロ

試
掘
開
始
予
定
（
ペ
ル
シ
ェ
イ

生
産
開
始
予
定
（
マ
ガ
ダ
ン
２

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
工
事
着
工(

サ

試
掘
開
始(

サ
ハ
リ
ン
３
・
キ

（出典）ガスプロムHP

○輸送船舶の大型化による効果
（年間5万トンを輸送する場合）

航路・泊地水深 必要往復回数 航行時間 標準船型

水深10m 3回

3.8日短縮
（10ノット換算）

【12,000DWT】
喫水9m
船長：170m

水深12m 2回
【30,000DWT】
喫水11m

1
）

ン
２
）

２
）

１
）

リ
ン
1
）

１
鉱
区
）

３
・
南
キ
リ
ン
ス
キ
ー
鉱
区
）

ス
キ
ー
鉱
区
）

ロ
フ
ス
キ
ー
鉱
区
）

イ
エ
フ
ス
キ
ー
鉱
区
）

２
・
３
鉱
区
）

サ
ハ
リ
ン
２
）

キ
リ
ン
ス
キ
ー
鉱
区
）

船名
トン数
（GT)

トン数
（DWT)

船長
（ｍ）

喫水
（ｍ）

船幅
（ｍ）

船種 必要岸壁水深

○水深12ｍ岸壁の整備により、サハプロ関連工事で 利用されている多くの作業船の稚内利用が可能となる。

（ 換算）水深12m 2回 喫水11m
船長：199m

（ （ （ ） （ ） （ ）

VIKING VISION 9,811 5,539 105 9 24 リサーチ・サルベージ船（Resaerch/survey Vessel）（ソナー別）

12mで入港可
能となる船舶

GEOPOTES 15 14,974 133.54 9.07 23.64

白嶺（はくれい） 6,283 118.3 9.2 19 海洋資源調査船

STORNES 175 10.67 26 基礎捨石船（Fallpipe Vessel）

sinyo 40,042 76,863 225 10.7 32 貨物船（balk carrier）

AEGIR 210 11 46.2 起重機船（Construction Vessel）

SAIPEN 10000 97,500 228 12 42 起重機船（Construction Vessel）

表は水深１２ｍ以上が必要な船舶の一例 12



(2) 船舶の修理点検・準備休憩基地 ①修理点検基地

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

サハリンプロジェクト関連船舶の修理点検需要に対応した機能を具備した基地を形成する

【既存の船舶修繕機能の課題】
■地元船の点検・修繕等により既存ドックの稼働率が高く、サハリンプロジェク
関連船舶を新た 受 れる余裕な

【将来像】
■稚内港の船舶修繕機能の充実

ト関連船舶を新たに受け入れる余裕なし

■既存の船舶修繕ドックは小規模のため、海洋開発に利用される大型船の対
応が不可

稚内港の造船企業への
「作業工程」、「工期厳守」
「保管の安全性」等の
技術力の評価高い修理点検は、遠方の

釜山
他港

サハリンプロジェクト
関連船舶

輸送・時間

釜山、シンガポール等
で行われている

シンガポール

釜山
国内他港

稚内港

コストを削減

大型船対応
の船舶修繕
ドック・艤装岸
壁の確保

既存の船舶修繕ドック
【稚内港湾施設（株）】
4000トン級乾ド ク シンガポール 稚内港
4000トン級乾ドック

全長108m、幅18.5m、深さ5.5m
艤装機能も保有

周辺海域を航行する北極
海航路利用船舶の修繕需

要取り込み
【プロジェクトの具体的取組】

【宗谷海峡・コルサコフ港周辺の船舶観測状況】
曳船 押船 隻 作業船 隻（隻数）

①サハリンプロジェクト関連船舶の修繕需要に応えた積極的ポートセールスの展開

ワッカナイサービスカンパニーの協
力により サハリンプロジェクト関係

短中期

・曳船・押船 56隻、・作業船 37隻（隻数）
（平成23年AISデータ）

・最も修理点検需要が高い曳船・押船・作業船は宗谷海峡付近に93隻
おり、各船社へのポートセールスを展開

力により、サハリンプロジェクト関係
者を稚内市に招聘した「2012 Visit 
Port of Wakkanai（ 2012年12月開
催）」でも船舶修繕機能へのロシア
側の期待は高かった 13



(2) 船舶の修理点検・準備休憩基地 ①修理点検基地

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

( ) 船舶の修理点検 準備休憩基地 ①修理点検基地

【プロジェクトの具体的取組】
短中期

②点検・艤装岸壁の確保（末広ふ頭、天北１号ふ頭）

長期

④北極海航路利用船舶等の大型船舶に対応し
②点検 艤装岸壁の確保（末広ふ頭、天北１号ふ頭）

③サハリンプロジェクト関連船舶に対応する大型の船舶修繕ドックの整
備（末広ふ頭基部）

④北極海航路利用船舶等の大型船舶に対応し
た点検・艤装岸壁、修繕ドックの拡張
（末広・天北地区）

【船舶修繕ドックのイメージ（③）】【艤装・休憩用岸壁のイメージ（②④）】 【船舶修繕ドックの大型化イメージ（④）】

乾ドックのスペック（予定）
幅 30ｍ
長さ 150ｍ
対応水深 10ｍ

艤装
海面処分用地

艤装

対応水深 10ｍ

※シップリサイクル機能も兼ねる

短中期：配置イメージ

乾ドック

長期：配置イメージ

乾ドック

14



(2) 船舶の修理点検・準備休憩基地 ①修理点検基地

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

( ) 船舶の修理点検 準備休憩基地 ①修理点検基地

【実現に向けた戦略】

サハリンプロジェクト関連船舶・大型バルク船に対応。ロシア貨物船が末広ふ頭、天北１号ふ頭及び
天北２号ふ頭に分散して係留している。

○管理者等の役割
・ 稚内市が、関係者との調整を
行い ロシア貨物船のバ スを

現況 将来

フェリー・
官公庁船修繕

サハプロ船
修繕

ロ
シ
ア
一
般
貨
物
船

ロ
シ
ア
一
般
貨
物
船

ロ
シ
ア
一
般
貨
物

行い、ロシア貨物船のバースを
集約し、サハリンプロジェクト船
の修理準備休憩バースの確保
を行う
・ 船舶修繕ドックの整備について

フェリー・
官公庁船修繕

○民間等の役割
・ 大型船の修理 点検の実績を作り 船主等への信頼を高める

船舶修繕機能

ロシア貨物船は天北１号ふ頭物揚場と天北２号
ふ頭に集約し、多艘係留させる。

修繕物
船は、国内外の船舶修繕需要の

動向を踏まえ、整備・運営手法、
資金調達手法の検討を行う 船舶修繕機能

・ 大型船の修理、点検の実績を作り、船主等への信頼を高める
・ 船舶修繕の母体組織づくり
・ 日本国内の船舶修理企業ネットワーク構築による部品の迅速な調達システムの構築
・ 金融機関が低金利で有利な融資を行うようはたらきかける

○艤装岸壁としての活用
・末広・天北１号埠頭の艤装岸壁の活用によって既存の乾ドックの回転率が1.5～2.0倍
・長期的には大型船の艤装も可能

【実現による効果】

【航海日数】

○稚内市への経済効果
・経済効果：年間9億5千万円
○工期の短縮
・サハプロ作業船・調査船の傭船コストは高額。

釜山
稚内

3.8日

・航海日数の削減により修繕にかかる工期が約7日短縮できる
サハリン３鉱区～釜山間は往復11日
サハリン３鉱区～稚内は往復3.8日

釜山
7日

15



(2) 船舶の修理点検・準備休憩基地 ②準備休憩基地

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

サハリンプロジェクト関連船舶の準備休憩・船員交代需要に対応した機能を具備した基地を形成する

【将来像】
■準備休憩・避難機能の確保・需要取り込み

【現況のポテンシャル】
■サハプロ関連船舶の準備休憩需要は大きい

稚内港
◆効率的な物資調達

サハプロ船

・宗谷海峡船舶を往来する作業船は84回通過（延べ）
・物資調達や船員交代等の実績があり稚内に対する期待が大きい
（高品質な燃料、水・食料、廃油処理、船員交代の利便性）

【現況の課題】
■防波堤（東）に関する利用者の意見

静穏度確保 宗谷海峡往来船舶

稚内港
◆効率的な物資調達
◆商業、娯楽機能の
サービス向上
◆効率的なクルーチェンジ

休憩バース
確保

■防波堤（東）に関する利用者の意見

・艤装による船舶修理を行う際、港内静穏が悪いため、精密な作業が
ほとんどできない

・末広・天北1・2号ふ頭に係留中
の貨物船や作業船から 特に東

稚内空港

JR駅
稚内港
背後地域

の貨物船や作業船から、特に東

風の影響による静穏が悪い
・港内静穏が悪いため、係留ロー
プが切れた 船舶・船員への

サービス向上

【プロジェクトの具体的取組】
短中期

サ ビス向上

悪天候時の係留状況（末広埠頭）

②都市機能との連携による物資調達・休憩・遊興等の船員へのサービス提供

・船舶代理店やシップチャンドラ、修理点検企業等が連携強化した迅速な物資調達、高質なメンテナンスサービス
・稚内港の準備休憩機能についての積極的ポートセールスの展開（港湾施設使用料減免等の取組）

①準備・休憩・避難目的の停泊等の船舶に対するサービス向上

末広埠頭

②都市機能 連携 よる物資調達 休憩 遊興等 船員 サ 提供

③宿泊等の観光機能・交通結節点機能を活用した効率的クルーチェンジシステムの提供

・飲食・娯楽・入浴・理髪・通院・遊興等の施設利用支援、情報提供

• 航空やJRと連携した効率的なルート・旅行パックの企画・形成
• 泊地錨泊地の通船 16



２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

(2) 船舶の修理点検・準備休憩基地 ②準備休憩基地

【プロジェクトの具体的取組】

④大型船の準備休憩が可能な岸壁の確保（末広・天北地区）

短中期

④大型船の準備休憩が可能な岸壁の確保（末広・天北地区）

【実現による効果】
○クルーチェンジに係る入港船舶は年
間25隻きた場合の経済効果は年間9千
万円

○大型船の長期係留による係船料収入
（３隻の場合、年間約1.4億円）の増加

【準備休憩・避難機能の配置イメージ】

⑤準備・休憩船舶の係留、避難船舶の避泊のための静穏度を改善する防波堤（東）整備

【実現による効果】

サハリンプロジェクト船舶の長期係留 クルーチェンジ等の状況写真

静穏度対策施設
整備位置

【準備休憩 避難機能の配置イメ ジ】
○静穏度の改善効果
・越冬などの長期係留船が増加

【実現による効果】

準備休憩・避難機能

利用が予想される船舶の一例

船名 用途 総トン数
（GT)

船長
（ｍ）

船幅
（ｍ）

喫水
（ｍ）

FORTUNA 作業船 39,989 169 46 5.0-9.0

Kuroshio 作業船 15,983 142 40 5.5-6.0

KuroshioⅡ 作業船 10,254 140 34 5.0

NORDNES 石材運搬船 18,226 166.7 26 10.51

Lewek Crusader 宿泊作業船 18,006 124 32 6.0
大型サハリンプロジェクト関連船（NORDNES) 17



２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

(3)北方海域の海洋環境を守る油防除基地

＜北方海域の油防除に係る課題＞
■サハリンプロジェクト関連の船舶航行頻度の増加により、2009年以降宗谷海峡
航行船舶が増加

＜漁業被害の懸念＞
■宗谷管内のみならず、オホーツク海、日本海沿岸域の甚大な

関係機関と調整を図り、充分な体制を確保し近隣海域の安全性向上に寄与する油防除基地を形成する

航行船舶が増加
■稚内港は各機関による油防除基地が配備しており、周辺海域では訓練等を実
施。大規模流出事故対応への一層の備えが必要

■宗谷管内のみならず、オホ ツク海、日本海沿岸域の甚大な
漁業被害が想定される

サハリン2

＜周辺海域の油回収船等の配備状況と課題＞

流出箇所
流出箇所

サ リン2
原油・天然ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ サハリン1

天然ｶﾞｽ海底ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
船舶 隻数

大型油回収船 白山 １

巡視船
そうや １
えりも １

油回収船 あすわ １

大型油回収船
到着まで「48時間」

かかる オホーツク
海側の油防
除体制は脆

11万ＤＷＴの大型タンカーによる事故が発生した場合、流出
油は22,000ＫＬになる

新潟港：白山
ドラグ兼油回収船

ガット船 ４
グラブ船 １
漁船 ２０
バージ船 ３
引船 １

弱
冬季NNW10ｍ/ｓの96時間後の状況 夏季月平均風の48時間後の状況

→想定される漁業被害額は、宗谷管内のみで約167億円（H：時間）

白山

短中期

【プロジェクトの具体的取組】

【洋上回収を実施する船舶】

油流出事故を想定した油防除訓練
（2013年8月）

①既存の油濁防除資機材基地を活用した訓練等強化による対応力向上

油防除資機材保管基地の
稚内港配備（2008年10月）

稚内沖での日ロ合同油防除訓練
（2010年9月）

【道北地区沿岸海域
排出油等防除協議会】【石油連盟・海災防訓センター】 【NOWPAP（北西太平洋地域海行動計画）】 18



２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

1)世界のエネルギー供給を支えるみなと

(3)北方海域の海洋環境を守る油防除基地

②油流出事故発生時における油回収資機材の保管 ③広域的な事故に対応した油回収船舶・貯油施設の整備（末

短中期 長期

【プロジェクトの具体的取組】

②油流出事故発生時における油回収資機材の保管
用地の確保（末広ふ頭）

③広域的な事故に対応した油回収船舶・貯油施設の整備（末
広ふ頭前面埋立地）

・油流出事故発生時の関係機関と稚内港の役割 防災フロート

油回収船災害対策基本法

警 戒 本 部

災害対策本部

北海道対策本部

中央防災会議

海上保安庁

海
洋
汚
染
及

巡視船

ガット船
油回収船

油防除資機
材備蓄基地

一次貯油施設

関

係

機

稚内市対策本

海上保安部署

指導

命令

及
び
海
上
災
害
の
防
止
に

【洋上での回収作業】

【稚内港での回収・処理作業】

部

タンクローリーに
よる廃油の運搬

機

関

連

携

油流出事原因者

独立行政法人

海上災害防止センター

委託

指示

に
関
す
る
法
律

基地配置（長期）

保管用地（短中期）

【稚内港での回収 処理作業】
故

【実現による効果】
・油流出事故時の迅速な対
応が可能

【稚内港の役割】
１ 大型油回収船の寄港係留

可能
・漁業被害を最小限にとどめ
ることが出来る
・宗谷海峡を航行するタン
カーや貨物船の安定的な航１．大型油回収船の寄港係留

２．船舶による回収流出油の陸揚・積み出し
３．回収された油の一時集積
４．対策本部設置による現場対応

【機能配置】

貨物船 安定 航
行に寄与する

19



２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

2)世界と結び産業を支えるみなと2)世界と結び産業を支えるみなと

ロシア・サハリンの情勢サハリンとの輸送網

地理的優位性を活かして北海道経済・産業を強化する、世界と結び産業を支えるみなと

現況

目標

日露パートナーシップの発展に関する日本国総理大臣とロシ
ア連邦大統領の共同声明（抜粋）（2013/4/29）
○極東・東シベリア地域における協力推進のため、両国間の
官民パートナーシップ協議開催。運輸インフラ、食品産業、
医療機器 医薬品等に関する互恵的協力の拡大

北海道－サハリン州の経済交流の深化
○「北海道とロシア連邦サハリン州との友好・経済協力提携（1998年）」、「北海道
とサハリン州との友好・経済交流促進プラン（2013-17年）」の署名。道内企業の
投資、貿易の促進、エネルギー、農業、医療等分野の関係強化
○稚内市ではサハリン企業と地元企業の交流が活発化

ロシアのWTO加盟（2012年8月）
○ロシア貿易の通関手続、貿易関連の法整備が改善見込み

サハリン及びロシア極東３州の状況
【人口】サハリン州 約50万人

医療機器、医薬品等に関する互恵的協力の拡大

稚内・コルサコフ航路の活用可能性
○稚内・コルサコフ航路の貨物量はサハリンプロジェクトの進捗により変動。稚
内 ルサ フ航路はリ フ 輸送が可能

○稚内市ではサハリン企業と地元企業の交流が活発化
○サハリンでの道北６市合同物産展等、農水産品の販路拡大の取組が活発化

ロシア極東の所得・購買力の向上（図2）
○サハリン州の1人あたりGRPはロシア平均の4倍
○サハリン州の小売販売高は10年で3 5倍（極東３州も2 5倍）

【人口】サハリン州：約50万人
沿海地方200万人、ハバロフスク地方140万人

内・コルサコフ航路はリーファー輸送が可能
○前方圏コルサコフからは、釜山、ウラジオストク、マガダン、ペドロパブロフスクカ
ムチャッキー等へ定期航路が結ばれており、 稚内・コルサコフ航路による接続が
可能
○稚内・コルサコフ航路から極東コンテナ航路（コルサコフ～ウラジオストク）への

○サハリン州の小売販売高は10年で3.5倍（極東３州も2.5倍）

サハリン州への北海道産品の輸出見込み
○食品等消費財は韓国・中国産が席巻。一方、質は低い
○北海道からの輸出は工業製品が95％。消費財輸出は少ない

接続トライアルを実施

○宗谷海峡ではロシア船社の極東コンテナ航路が多数往来
○将来的には欧州・ロシアに直結する北極海航路が宗谷海

ロシア極東・欧州・アジアとの輸送網

○道内小売業等による質の高い北海道産品のサハリンへの輸出が進展 峡を通過する見込み

極東コンテナ航路、北極海航路等との連携によるロシア、欧州、アジアへの輸出促進に資する
農水産品等の輸出需要拡大に対応し サ リン 極東ロシア等との定期航路を拡充

要請

稚内・コルサコフ航路を通じたベースル－トの形成 道北とロシア、欧州、アジアを結ぶ交易拠点
プロジェクト

農水産品等の輸出需要拡大に対応し、サハリン・極東ロシア等との定期航路を拡充

20



(1)稚内・コルサコフ航路を通じたベースルートの形成

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

2) 世界と結び産業を支えるみなと

日本海側拠点港として、稚内・コルサコフ航路の利便性向上により、日ロ双方向の交易人流の活発化を図る

【将来像】
■稚内・コルサコフ航路の多頻度化・通年化による利便性向上
■コルサコフを経由したロシア本土 欧州 アジアとの貿易拡大

【現況の課題・ポテンシャル】
■サハリン向けの食料品・日用品の潜在需要は少なくないが、限られた運航期間
や運航頻度がボトルネックとなり 契約が成立しないケ スが多い ■コルサコフを経由したロシア本土・欧州・アジアとの貿易拡大や運航頻度がボトルネックとなり、契約が成立しないケースが多い
■刺身や果物の輸出の際に、ロシア側の税関、検疫等での検査に長期間を要す
るなど非効率な貿易環境は、ロシアのWTO加盟により次第に改善する見込み
■コルサコフでの積替えは、ロシア運航船社の受入態勢、コルサコフ港の冷凍倉
庫、リーファー電源の不足等の課題がある

航路方
向

品目
目標貨物量
（ｔ/年）

【日本海側拠点港計画書における
稚内・コルサコフ航路目標貨物量（2025年）】

ｺﾙｻｺﾌ

ﾎﾙﾑｽｸ ﾕｼﾞﾉ
ｻﾊﾘﾝｽｸ

ワニノ

ウラジオ

バム鉄道

ロシア本土
・欧州

【ベースルートの形成】 ①稚内・コルサコフ航路の拡充

②稚内・コルサコフ・ワニノ・ロシア本土ルート確立

【現状】季節運行（5-9月） 28便/年（約1.5便/週）
【2025年】通年運行 5便/週車40分車80分

稚 内

↓

ｺﾙｻｺﾌ

サハリンプロジェクト掘削資機材 14,300
農産物（米、ばれいしょ、たまねぎ、その他） 13,550
水産物（道北産ホタテ 等） 4,200
加工食品・雑貨・その他（約4,700ｔ）を目標 -
建設資機材 3,000

合計 ※加 食品 雑貨他 貨物量は計上せず

②

ｼﾍﾞﾘｱ

稚内

ｺﾙｻｺﾌ

釜山

ストク
欧州

アジア
海路

②稚内 コルサコフ ワニノ ロシア本土ル ト確立

③稚内・コルサコフ～アジアルート確立

ｺﾙｻｺﾌ～ﾎﾙﾑｽｸ間（陸路 2時間）
ﾎﾙﾑｽｸ～ﾜﾆﾉ間（フェリー（船社SASCO）1便/日）

ｺﾙｻｺﾌ ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ間（ｺﾝﾃﾅ船 2便/週）

合計 ※加工食品・雑貨他の貨物量は計上せず 35,050

ｺﾙｻｺﾌ

↓

稚内

サハリンプロジェクト掘削資機材 13.500
加工原魚 2,000
水産物他 -
牧草 6,000

①

③

ﾘ
鉄道

短中期 長期

【プロジェクトの具体的取組】

稚内 ｺﾙｻｺﾌ～ｳﾗｼ ｵｽﾄｸ間（ｺﾝﾃﾅ船 2便/週）
ｺﾙｻｺﾌ～釜山間（ｺﾝﾃﾅ船 1便/週）
（運航船社はFESCOおよびSASCO）

稚内
建設機械 2,000

合計 ※一部品目について貨物量は計上せず 23,500

→2025年は消席率70%（週5便時）が目標

・北海道産食品等への需要の高まりに応える輸出拡大

②稚内・コルサコフ航路の利便性向上

①稚内・コルサコフ航路の利用促進

・稚内・コルサコフ航路の運航頻度向上・期間延長、ロシアの通関・検疫の効率化等

・特例措置（2国間協定で「CIQの簡素化」、「内航船扱いの運航」、「シャーシ相互乗入」等）
・物流高度化（LCL対応機能の充実、コールドチェーンの確保、フェリーの船型に対応した低床シャーシ導入 等）

（出典：稚内港 日本海側拠点港計画書、平成24年度稚内港活性化業務委託 報告書等）

ｻﾊﾘﾝ州政府は2015年を目標に
ｺﾙｻｺﾌのﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ建設を計画 21



(2)道北とロシア、欧州、アジアを結ぶ交易拠点

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

2)世界と結び産業を支えるみなと

宗谷海峡に位置する地理的優位性を活かし、ロシア本土・欧州、アジアとの新たな物流ルートを形成する

【現況の課題】
・宗谷海峡にはロシア船社の極東コンテナ船等が複数運航している

【将来像】
・稚内港の物流拠点機能の高度化による周辺地域からの集貨・創貨促進

海 路・道北産ホタテのEU-HACCP認証取得など、道産品の輸出販路拡大に
向けた取り組みが活発化

・宗谷海峡を航行する極東コンテナ航路の稚内港への寄港の定常化

・北極海航路との接続によるロシア本土・欧州への輸出促進

【現在のロシア船社の極東コンテナ航路網】 【将来の輸送網】

＜ロシア船社名＞
北極海航路

路
ロシア

欧州

ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ

ﾑﾙﾏﾝｽｸ（露）

ﾍﾟﾄﾛﾊﾟﾌﾞﾛﾌｽｸ
ｶﾑﾁｬｯｷｰ

ﾜﾆﾉ

ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ
ｺﾙｻｺﾌ

ﾓｽｸﾜ

①～⑥ FESCO（ﾌｧｰｲｰｽﾄｻｰﾋﾞｽｶﾝﾊﾟﾆｰ）
⑦～⑪ SASCO（ｻﾊﾘﾝｼｯﾋﾟﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ）

ｼﾍﾞﾘｱﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ

物流高度化

極東ｺﾝﾃﾅ航路

稚内・ｺﾙｻｺﾌ航路

背後圏

稚内港

アジアへ

ｳﾗｼ ｵｽﾄｸ

釜山

物流高度化
地域産業拠点
機能強化

稚内港利 る

【プロジェクトの具体的取組】

短中期 長期

アジア 稚内港利用による
道北地域の陸上輸送

の効率化

・物流高度化（LCL対応機能の充実、コールドチェーンの確保、雪氷エネルギー等の新エネ
ルギー活用システムの導入・輸出）
・地域産業拠点機能強化（HACCP認証施設の増加等の衛生管理機能の強化 水産品等

①物流高度化・地域産業拠点機能の強化 ③道北の陸上輸送の効率化
・北海道縦貫線自動車道（稚内~士別）の整備促進

④欧州・ロシア本土への物流網強化地域産業拠点機能強化（HACCP認証施設の増加等の衛生管理機能の強化、水産品等
の加工原料調達・製品出荷の効率化）

④欧州 シア本 の物流網強化

・北極海航路・ｼﾍﾞﾘｱﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾘｯｼﾞを活用した物流網構築

②極東コンテナ航路の稚内港寄港の定常化
・既に実績のあるトライアル輸送を拡充し、極東コンテナ航路の稚内港寄港ルートを定常化 22



２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

3)世界から集い賑わうみなと3)世界から集い賑わうみなと

目標：圏域に雄大な自然を有し、宗谷、利尻・礼文、サハリンの観光資源の玄関口となる、世界から集い賑わうみなと

○背後圏には 利尻島 礼文島 サロベツ原野等の

稚内背後圏の魅力現況

○サ リ 時間ビザ免コルサコフ ○現在クル ズ船が停泊する末広

北海道・稚内をとりまく観光需要 稚内港のクルーズ需要

○近隣のクル ズ寄港地「小

○背後圏には、利尻島・礼文島・サロベツ原野等の
豊かな自然資源をはじめ、体験や食といった観光

資源が存在

○雄大な秘境景観を活かした、アクティブシニア層
などの最北・離島の観光の提供

○サハリンへの72時間ビザ免
除ツアーがH22に開始。

○観光客は利尻・礼文に加え
て、サハリン訪問の需要あり

小樽

網走

コルサコフ ○現在クルーズ船が停泊する末広
埠頭は貨物と輻輳し、北地区から遠
く不評。今後はサハプロ需要増大に

より利用は困難になる。

○これまで稚内に入港したクルーズ船20隻のうち、飛
○近隣のクルーズ寄港地「小

樽」「網走」とは競合なし

○「みなとオアシス
わっかない」 「道の

稚内港始まりの地である北地区の交流機能

礼文島のほっけ

稚内市のたこしゃぶ

猿払村のホタテ貝

小樽

稚内市
47万人

宗谷管内
179万人

鳥Ⅱ1隻を除く19隻（95%）は必要水深7.5m以下。小中
型（3万GT以下）を中心に、年間20隻が目標。

○国際フェリーターミナルを有し、CIQ体制の充実を理
由とした寄港実績ある（年間最大2隻）。

【経路別クルーズ船寄港回数推移】
わっかない」、「道の
駅（キタカラ）」、「海
の駅」、「北防波堤
ドーム公園」等が集
中。イベント開催が

活発化

利尻町の焼うに

豊富町の
ホッキチャウダー

幌延町の
トナカイバーガー

天塩町のシジミ

利礼
44万人

【最北端・食マルシェ】 国際クル ズ

寄港
回数

ﾌﾟﾘﾝｾｽｸﾙｰｽﾞ
社のみで82隻
が寄港予定。
その他の船を
含めるとほぼ2
倍増見込み。

（下括弧は稚内港の寄港数）

56
（1）

62
（5）

60
（3）

70
(0)

71
(5)

【経路別クル ズ船寄港回数推移】

活発化

【港湾の開発等に関する基本方針】北海道の豊富な観光資源を活用して 各港の連携により クル ジングネ トワ クを形成する

【宗谷支庁管内の観光入込客数（H23)】
【最北端・食マルシェ】

要請

国際クルーズ

国内クルーズ

【港湾の開発等に関する基本方針】北海道の豊富な観光資源を活用して、各港の連携により、クルージングネットワークを形成する
【地元】MTP第3期（H3）の実現、稚内市総合計画（H21）、稚内市中心市街地活性化計画（H21）等での旅客船岸壁の位置づけ

北地区の国内・海外の交流人口増加のための受入環境・交流機能の更なる魅力向上のための親水空間の形成
【観光客】秘境・離島をめぐる小中型クルーズ船（シルバーシャトー、にっぽん丸等）による冒険クルーズの拡大する国際需要の取込

道北、利尻・礼文、サハリンへの観光拠点として、世界・全国
からの観光客を誘致

市民・観光客の憩いの空間・交流拠点

プロジェクト
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(1)道北、利尻・礼文、サハリンへの観光拠点として、世界・全国からの観光客を誘致

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

3)世界から集い賑わうみなと

陸路・鉄路・空路・航路の交通結節点である機能をさらに強化し、「最北の地」という地の利を活かした魅力ある観光商品を提供し、
世界・全国からの観光客の玄関としての機能を具備する

【将来像】
「利尻礼文 「サ リ 「極東 シ 「北極圏 等をキ ドとし

【現況の課題またはポテンシャル】
■クル ズ船が入港する末広埠頭は物流岸壁であるため 荷役クレ ■「利尻礼文」、「サハリン」、「極東ロシア」、「北極圏」等をキーワードとして、

さらに道北観光地との連携も強化した新たな観光商品を開発する

■サハリンサイドからの観光は、多くの手荷物の持ち込みが可能なフェリー
利用の特徴を活かした買い物ツアー等に対応した機能強化を図る

■クルーズ船が入港する末広埠頭は物流岸壁であるため、荷役クレ
ーン、バス、人流の輻輳があり、受入環境の改善が必要
■サハリン観光需要増加（フェリーやクルーズでの渡航が増加傾向）
■クルーズ船利用者のフェリーを利用した利尻・礼文へのオプショナ
ルツアーが好評
■離島の悪天候時の代替港としての利用もされている■離島の悪天候時の代替港としての利用もされている

サハリン観光は72時間ビザ免除
ツアーにより利用者が増加傾向

離島・国際
フェリーターミナル

北防波堤
ドーム

主要動線の全天候型の
歩行者動線の確保

旅客船
岸壁 危険物取扱施設用地の

倉庫・工場を集約し、
交流 生 地 変

【プロジェクトの具体的取組】
荷役クレーン、バス、タクシーと人流が輻輳

副港市場
JR駅・バスターミナル

緑地
ポートサービス
センター

主要な交流空間

交流厚生用地に変更

②渡航しやすい仕組みの実現（規制緩和）

短中期 長期

①道北、利尻・礼文、サハリン等の新たな観光商品開発

①新たな観光商品（既存の商品強化も含む）

・ツアー開発には、みなととしてのフェリー活用・クルーズ船誘致、また、空港、鉄道、高規格
幹線道路等の交通インフラの整備とも連携協調した取組を行う

②渡航しやすい仕組み（規制緩和）
・日露2国間協定で 「内航船扱い
の運航」等
・稚内港のビザ免除制度導入による
ロシアからの受入体制の充実

コルサコフ

サハリン

コルサコフ

サハリン

ベースルートの形成
（通年化・多頻度化）

アクセス連携アクセス連携

【世界・日本→利礼・サハリン・極東・北極海】
利礼観光をアジア人向けにプロモ ション

【サハリン→稚内】
買い物ツア 健康

利尻・礼文
稚内港

JR
稚内空港

世界・日本

利尻・礼文
稚内港

JR
稚内空港

世界・日本

（通年化・多頻度化）

海路・空路・JR等
が連携したアクセ
ス形成

・利礼観光をアジア人向けにプロモーション
・クルーズと利礼フェリーやクルーズと道北観光の組み合わせ
・空港・JRとの連携によるフライ＆クルーズ、レール＆クルーズ
・稚内←→サハリンのビザ免除ツアーの定着
・極東ロシア(カムチャッカ方面)・北極圏ツアーの開発

・買い物ツアー、健康
診断ツアー、・サハリン
プロジェクト従事者の
短期休養の保養
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(1)道北、利尻・礼文、サハリンへの観光拠点として、世界・全国からの観光客を誘致

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

3)世界から集い賑わうみなと

短中期 長期

③北ふ頭における官公庁船 クル ズ船対応岸壁の整備（ 7 5m） ④北ふ頭における大型クル ズ船対応岸壁の整備

【プロジェクトの具体的取組】

③北ふ頭における官公庁船・クルーズ船対応岸壁の整備（-7.5m） ④北ふ頭における大型クルーズ船対応岸壁の整備

大型クルーズ船対応岸壁の整備小中規模クルーズ船対応岸壁の整備

【実現にむけた戦略】
○短中期のターゲットを小中規模クルーズ船に絞る（喫水6.5m
程度、30,000GT級）
○小中規模クルーズ船による探検クルーズの人気が上昇して

○長期的には北ふ頭にお
ける大型クルーズ船の寄
港可能な港湾整備・環境○小中規模クル ズ船による探検クル ズの人気が上昇して

いる。利尻礼文、極東ロシア、北極圏への探検クルーズの基
地を目指し、短中期は世界シェアの6割を占め、日本への寄港
の6割（約600隻）を占める小中規模クルーズ船をターゲットとし、
年間20隻の寄港を目標とする。
○大型船は末広岸壁等の既存岸壁を活用する

港可能な港湾整備・環境
整備を目指す

北ふ頭にクルーズ船が接岸したイメージ

○大型船は末広岸壁等の既存岸壁を活用する。

【プロジェクト実現による効果】
○小型中型クルーズ船が年間20隻寄港の場合、約3億円の経済効果が見込まれる
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(2)市民・観光客の憩いの空間・交流拠点

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

3)世界から集い賑わうみなと

稚内港においては、都市との連携を図りながら交流機能を高めてきたが、今後、さらにこれらの機能を向上させるとともに、拠点間
のアクセス向上を図る

【現況の課題及びポテンシャル】
■北地区において交流空間の充実と集客増加

【将来像】

■人流拠点機能の強化■北地区において交流空間の充実と集客増加

■市街地とセメントの石油タンクの共存

■人流拠点機能の強化
・稚内マリンタウンプロジェクトの展開（憩い・イベント空間、旅客船対応
等）
・バリアフリー機能の強化
・交流拠点間のアクセス向上、主要歩行者導線の利便性向上

石油セメントタンク群が
交流空間を阻害

イベント時に対応した
駐車場の不足 交流空間を阻害駐車場の不足

離島・国際
フェリーターミナル

北防波堤
ドーム

副港市場
JR駅

緑地
ポートサービス
センター

主要動線の全天候型の歩行
者動線の確保

交流拠点間のアクセス向上 主要な交流空間

短中期 長期

①交流拠点間のアクセス向上

交流拠点間のアクセス向上

【プロジェクトの具体的取組】

主要な交流空間

・交流拠点間のアクセスについて、公共交通機関との連携も考慮し高質化を図る

①交流拠点間のアクセス向上
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(2)市民・観光客の憩いの空間・交流拠点

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

3)世界から集い賑わうみなと

短中期 長期

【プロジェクトの具体的取組】

②交流空間の機能改善②交流空間の機能改善

・港湾施設の老朽化対策等と合わせて、交流空間としてふさわしい機能に改善を図る（北地区の駐車場整備）

③主要動線の強化

・主要動線については、短中期において歩道拡幅、長期的には通年利用を想定した全天候型の歩行者動線を確保する

【長期イメージ】

フェリーターミナル

稚内駅

歩道拡幅

全天候型歩行者動線

副港市場

④北地区の交流空間の強化

・交流空間として位置付けている北地区の石油・セメント施設は 移転に係る関係機関

【全天候型歩行者導線のイメージ】

【土地利用計画の変更箇所図】交流空間として位置付けている北地区の石油 セメント施設は、移転に係る関係機関
協議を進め、完全に移転を図り、地区一体的な交流空間として良好な環境を確保する
・交流空間の強化のため、土地利用の転換を図る。
（危険物取扱施設用地・埠頭用地を交流厚生用地・港湾関連用地に変更）

交流厚
生用地

港湾関
連用地
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２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

4)地球にやさしいみなと4)地球にやさしいみなと

稚内の地域資源である豊かな気象、地の利を生かした次世代エネルギー※の拠点となる、
地球にやさしいみなと

現況

目標

※次世代エネルギー：太陽光、風力等の再生可能エネルギー及び液化天然ガス等の石油代替エネルギーの総称とする

LNG再生可能エネルギー

○稚内背後圏は、石油系ガスから天然ガスへの道内
最後の転換未了地域。
○サハリン側でLNG液化工場整備によるタンクコンテ

現況

【国の動き】
○国は「新エネルギー利用等の促進に関
する特別措置法」を制定し 新エネル

【地域の動き】
○東防波堤において、ユーラスエナジー社
が大規模風車設置のため 風速計を設置 ○サハリン側でLNG液化工場整備によるタンクコンテ

ナでの輸出計画あり（現在は生産力なし）
○長期的にはパイプラインの敷設を視野（パイプライ
ンのメリットは、輸送コスト削減、天候に左右されず
安定的な供給が可能）

する特別措置法」を制定し、新エネル
ギー利用等を円滑に進めるために必要
な措置を講ずる予定
○資源エネルギー庁は、北海道北西部・
北東部の送電網強化により、319万KWの

が大規模風車設置のため、風速計を設置
し風況調査を実施している。設置時期は５
年後を想定。
○市は「環境都市わっかない」を掲げており、
国内最大級のメガソーラー発電所、ウィン
ド ム（ 4基）を設置

【地域】稚内市が多くのノウハウを蓄積する再生可能
エネルギーとサハリン天然ガスを組み合わせた発電

追加的連系が図られるとしている。

今後新たに洋上風力発電の導入による、更なる次世代エネルギーの活用
【電力ユーザー】泊原発の休止が継続する中 再生可能エネルギーの一層の導入が期

ドファーム（74基）を設置。

要請

エネルギ とサハリン天然ガスを組み合わせた発電
所等のエネルギー供給拠点の形成の機運。

【電力ユ ザ 】泊原発の休止が継続する中、再生可能エネルギ の 層の導入が期
待される。
【国策として】資源エネルギー庁は、H25年10月21日、「風力発電のための送電網整備
実証事業」における補助事業者として、北海道北部電力送電(株)を採択。

【風力発電のための送電網整備実証事業（250億円 事業期間10年間）】【風力発電のための送電網整備実証事業（250億円：事業期間10年間）】

○開発可能性調査の上、送電網の整備及びその技術的課題を実証。
○「稚内・宗谷、天塩及び猿払・浜頓別エリア」が対象地区として採択
○北海道北部電力送電はユーラスエナジーHD出資の特定目的会社。
○風力発電導入ポテンシャルは最大140万KW。

国
民間
事業者

補助1/2

道内の天然ガス転換状況

次世代エネルギー拠点
プロジェクト

【道北地区における風力発電のポテンシャル】
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(1)次世代エネルギー拠点

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

4)地球にやさしいみなと

日本最北端の地から新エネルギーの最先端都市として、道北・北海道・日本全国の新たなエネルギー供給に貢献する

【現況の課題またはポテンシャル】 【将来像】
■再生可能エネルギー関連資機材の搬入拠点
■洋上風力発電の導入民間企業による

■道北圏は、風力発電のポテンシャルが高い
■道北圏の電力は道央圏での発電に依存 ■洋上風力発電の導入

■はまなす地区におけるエネルギー供給拠点

【洋上風力発電の導入イメ ジ】

民間企業による
風況調査

宗谷岬ウィンドファーム

■道北圏の電力は道央圏での発電に依存

稚内市内には風力
発電が稚内の電力
需要の85％（74基、
76,355kW）稼働。
一方 風力発電の

稚内港での風力
発電機材の保管

【洋上風力発電の導入イメージ】一方、風力発電の
陸域の適地が減少
している。

稚内市は、風力発

状況（H17.5）

再生可能エネルギー源を利活用する区域

風速計設置
稚内太陽光メガソーラ―発電施設

電、メガソーラー発
電、バイオエネル
ギーなどを積極的
に導入。

凡例

短中期

長期

【プロジェクトの具体的取組】

短中期 長期

①再生可能エネルギー源を利活用する区域の設定

長期

②次世代エネルギーを活用した産業振興

①再生可能エネルギ 源を利活用する区域の設定

・「再生可能エネルギー源を利活用する区域」を設定し、洋上風力発電を

導入（東防波堤北側）
・洋上風力発電の恵比須地区、声問地区への展開（長期）

・稚内港における再生可能エネルギーの活用
・電気自動車充電スタンドやLED照明の積極的な導入による低炭素化の
推進

・次世代エネルギーを活用した野菜工場のような栽培施設を整備
・埠頭等の用地の地下空間に雪氷冷熱等を活用した保管スペース
を整備し食料備蓄基地とする
・風力・ガス発電事業者の誘致、ソーラー関連企業と電気自動車の
電池を製造する工場を誘致 29



(1)次世代エネルギー拠点

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

4)地球にやさしいみなと

短中期

【プロジェクトの具体的取組】

③再生可能エネルギ 関連施設整備に伴う資機材搬入拠点

長期

④はまなす地区におけるエネルギ 供給拠点の整備③再生可能エネルギー関連施設整備に伴う資機材搬入拠点
として稚内港の機能強化

・安全でスピーディーな荷役クレーンの更新
・大型貨物船に対応した港湾施設（航路・泊地）の整備
資 保 ド

④はまなす地区におけるエネルギー供給拠点の整備

・はまなす地区において、エネルギー供給拠点ヤードの整備
・ＬＮＧ受入体制の整備（タンカー、タンクコンテナ対応の整備）

洋上風力

・資機材保管ヤードの強化（照明、舗装等）
【風力発電等の稚内港搬入】 【再生可能エネルギー源を利活用する区域】

【再生可能エネルギー
源を利活用する区域】

再生可能エネルギーと
LNGの発電所

洋上風力

源を利活用する区域】
食料備蓄基地と
関連産業が立地

ソーラー発電

○エネルギ 転換による温室効果ガスの削減
【実現による効果】

ソ ラ 発電

【エネルギー供給拠点イメージ】

○エネルギー転換による温室効果ガスの削減
・風況がよく、風力発電のポテンシャルが高い道北地区での風力発電の導
入可能エリアの拡大。
○次世代エネルギー関連貨物需要の増加
・北海道北部には 北海道の電力需要の3割に相当する140万KWの・北海道北部には、北海道の電力需要の3割に相当する140万KWの
風力発電導入ポテンシャルがあると言われており、送電網強化により、
風力発電の建設が見込まれ、年間23基、 37,000ｔの需要を想定
○エネルギー産業の立地による雇用の創出 30



２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

5)安心・安全なみなと

安心・安全な係留施設を確保し、災害時の対応機能、国境・離島の安定
を担う最北拠点となる安心・安全なみなと

5)安心 安全なみなと

北方圏の自然災害リスク 利尻 礼文航路の状況宗谷海峡 航行安全状現況

目標

低潮線 領海 保全北方圏の自然災害リスク 利尻・礼文航路の状況宗谷海峡の航行安全状況

○サハリンプロジェクト関連船舶、宗
谷海峡航行船舶等の外国船舶・船
員の寄港・往来・避難は増加する
見込み（宗谷海峡延べ通過回数は

○サハリン沖等での自然災害（地震・津
波・火山噴火（要確認））リスクが顕在

○利尻・礼文住民の高齢化
が進展。病院への通院へ
の支障等を理由とした本

○特定国境離島保全・振興特
措法案の策定が与党におい
て進められている

現況 低潮線・領海の保全

見込み（宗谷海峡延べ通過回数は、
H23実績で4,248回） ○道北地域、利尻・礼文が被災した際のラ

イフライン確保の拠点として、耐震強化岸
壁が整備されているが、離島を含めた大
規模災害時の機能不足が懸念されてい
る

土への移住による過疎化
が進んでいる ○礼文島、宗谷港に低潮線保

全区域が設定されている

○宗谷海峡に中国海軍が通過

○利尻島・礼文島は国境離
島としての安全保障上重
要な位置にあり 両島の

○宗谷海峡周辺にはﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽの
充実した港がない
○稚内港は静穏性が高い泊地 休

○外来のﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ利用環境が整
備され「海の駅」での国内外のﾏﾘﾝ
ﾚｼﾞｬｰ客の来訪が4倍増（4→18隻）

る

○極東ロシア・サハリンの都市は、耐震・耐
津波への対応が遅れており、被災時に稚
内港がサハリン等の災害支援拠点となる
ことは 日ロ友好・経済交流の観点からも

するなど防衛省は警戒を強
めている
○海上保安庁の巡視船等の
官公庁船の停泊地は作業船
等のニーズが高く、係留場所

要な位置にあり、両島の
島民が安心して定住でき
る環境を構築することが国
境を守る観点からも重要

○稚内港は静穏性が高い泊地、休
憩用バースが不足

ことは、日ロ友好・経済交流の観点からも
重要

は分散している

【地域 ロシア】道北 利尻 礼文 サハリ【漁業者 ロシア船員 ユ ザ 】寄 【国策】海保巡視船 自衛艦【国策】国境に接し 低潮線

要請

【地域・ロシア】道北、利尻・礼文、サハリ
ン等の広域の防災支援が必要

【漁業者・ロシア船員・ユーザー】寄
港する船舶の物資補給・係留施設
や船員の休憩、宿泊施設などポー
トサービスの向上が必要

【国策】海保巡視船、自衛艦
等の安定利用に資する施設
確保が必要

【国策】国境に接し、低潮線
保全区域を有するとして、利
尻・礼文の定住振興の促進
が必要

寄港船舶・船員の使いやすさを
追求するみなと

北方圏の自然災害等の
対応拠点

国境・離島の安定確保

プロジェクト
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(1)寄港船舶・船員の使いやすさを追及するみなと

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

5)安心・安全なみなと

宗谷海峡を通過する様々な船舶についてサービスを提供する拠点形成を目指す

【現況の課題またはポテンシャル】
■第2副港の当該箇所は外来漁船の隻数の増
加及び船舶大型化により混雑しており 製氷

【将来像】
■稚内港の外来船舶への受け入れ機能、サービスの
拡充

第2副港の現状

製氷工場

稚内ﾎﾟｰﾄ
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

サハリン

加及び船舶大型化により混雑しており、製氷
工場がある澗内が狭く回頭域が不足
■本箇所は、海の駅に指定されたプレジャー
ボートの係留場所と漁船が輻輳
■漁船への氷の積み込みは、製氷工場前の岸

拡充
■第2副港における外来漁船・外来プレジャーボートの
共存空間の確保

壁のみ可能

○交通結節点の利点による

効率的なクルーチェンジ

・外来漁船（イカ釣り）と外来プレジャー
ボートの輻輳

第２副港の現状

H25.3 海の駅に指定
4 ﾞ ｽ確保しているが

沖待ち船舶

稚内空港

宗谷海峡通過船舶

稚内港に誘引

○船舶代理店やシップチャンド

ポートサービス
センター

製氷工場

4ﾊ ｰｽ確保しているが
それ以上の入港がある

氷積込に頻繁に出入りがあるが、
澗内で回頭するスペースが無い

JR

高規格道路

○船舶代 店 シッ ャ
ラ等と連携した物資調達

○稚内港背後の商業、娯楽機
能のサービス向上

平成25年3月に「海の駅」に認定
外来プレジャーボートが急増 漁組市場

製氷工場前で
氷を積込、出港

外来船が多く、市場前にも係留され、
陸揚げスペースが確保できない

【プロジェクトの具体的取組】

①船舶・船員へのサービス向上に向けた関係者の取組・連携

短中期 長期

②船舶・船員へのサービスに優れた港湾都市として 関①船舶・船員へのサ ビス向上に向けた関係者の取組・連携
強化

②船舶・船員へのサ ビスに優れた港湾都市として、関
係者の取組・連携をさらに強化

③海の駅に関する情報発信 32



(1)寄港船舶・船員の使いやすさを追及するみなと

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

5)安心・安全なみなと

①防波堤（東）整備による静穏度確保

【プロジェクトの具体的取組】
中期 長期

①防波堤（東）整備による静穏度確保

②外来漁船増加に伴う第２副港物揚場の整備

・貨物船等の係留時の安全性向上（再掲）

③外来漁船増加に伴う第２副港の桟橋整備

【長期】

・第2副港の物揚場整備による利便性の向上 ・第2副港の桟橋整備による利便性の向上

4バース以上入港時
の対応のため

製氷 場前での

【短期】

外来漁船

外来プ ジ ボ

凡例

ポートサービ
スセンター

製氷

2バースを確保する

回頭エリアを確保
のため突堤移設

製氷工場前での
回頭エリアを確保

外来プレジャーボート
ポートサービ
スセンター

防波堤を桟橋に改良

製氷
工場

工場

稚内漁組 現在の突堤の位置
副港市場

稚内漁組
現在の突堤の位置

【副港市場前のイメージ】【ポートサービスセンター周辺のイメージ】

○海の駅に面する第２副港の泊地拡幅・物揚場整備を図り、
輻輳解消による利用船舶の利便性の向上

【実現による効果】

底曳船

外来プレ
ジャーボート

底曳船地元・外来漁船

外来プレ
ジャーボート

輻輳解消 よる利用船舶 利便性 向

○物揚場整備による外来漁船と外来プレジャーボート等船
舶の利便性向上
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(2)北方圏の自然災害等の対応拠点

２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

5)安心・安全なみなと

稚内港背後圏の防災拠点としての機能を確保すると同時に、近隣地域である利尻・礼文や防災対策が遅れている極東ロシアの
災害発生時においても支援拠点としての機能を果たす

【現況のポテンシャル】 【将来像】

【背後圏域を守る防災拠点】

～稚内及び周辺地域が被災した場合の拠点機能～

【近隣地域を支援する防災拠点】

～利尻・礼文、北海道、極東ロシアが被災した場合の拠点機能～

■稚内港は耐震強化岸壁が整備済みで、背後圏、前方圏
（利尻・礼文、サハリン、極東ロシア）の拠点となる

【将来像】
■災害に強い港づくりのため、防災・減災訓練の実施等を強化

極東ロシア
被災

機

・他地域からの支援団体・緊急物資等の交通・物流拠点となる。

・被災後の生活・産業活動持続のライフラインを確保する。

機

・背後圏から被災地への支援団体・緊急物資等の交通・物流拠点となる。

・被災後の生活・産業活動持続のライフラインを確保する。

サハリン

利尻
礼文

被災

被災

緊急物資

稚内港

本

被災
緊急物資

稚内港

稚内及び背後圏

稚内港 稚内港

日本

被災

被災

緊急物資

背後圏日本

世界

【プロジ クトの具体的取組】

• 支援団体・緊急物資
等の交通・物流拠点
• ライフラインの確保

稚 港

世界

• 支援団体・緊急物資
等の交通・物流拠点
• ライフラインの確保

稚内港

【プロジェクトの具体的取組】 世界

①耐震強化岸壁を活用し、広域を支援する防災拠点

短中期 長期

②災害時の離島、サハリン等航路維持、緊急物資輸送等支援方策検討

③地域防災計画の見直し、ハザードマップなどを活用した市民への啓発
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２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

5)安心・安全なみなと
(3)国境・離島の安定確保

稚内港は利尻・礼文を含めて国境に接しており、安全保障上重要な位置にある。これら警備にあたる船舶が利用可能な機能を確
保するとともに、これら国境離島の定住振興を促進する

【現況のポテンシャル】
【将来像】・宗谷港、礼文島に低潮線保全区域を有している

・2013年7月に中国海軍5隻、ロシア海軍が7月に16隻、8月
に10隻、9月8隻、宗谷海峡を通過し、防衛省は警戒を強
めている

・宗谷海峡の警戒が強まった場合、貨物船・作業船との輻
輳により係留施設 不足が懸念

【将来像】

・自衛艦、官公庁船の係留
施設を北埠頭に確保

78
71 75

87

7180

100
（隻）

宗谷岬
156,157

158 159

160,161

【稚内港における自衛艦の入港実績】 【現況】官公庁船が点在している

輳により係留施設の不足が懸念

巡視船
北朝鮮や南西諸島問題で
自衛艦の入港は一時的に
減少しているが、将来的に

71 75 71

6
16
11 7 5 6

20

40

60

80

礼文島

稚内港

さるふつ公園

ノシャップ岬

宗谷丘陵

百年記念塔

桃岩

スコトン岬

高山植物園

香深港
離島フェリー航路

152

153

154,155
162

163

164

外来官公
庁船

減少しているが、将来的に
増加する可能性がある

6 7 5 6 4

0

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 (年) 利尻島

豊富温泉

姫沼

オタトマリ沼

サロベツファーム鴛泊港

沓形港

151 165

【プロジェクトの具体的取組】 稚内周辺の低潮線保全区域

・北ふ頭への巡視船、自衛艦などの集約のための関係機関協議

①関係機関との調整

短中期 長期

②離島のライフラインの高質化

・災害時の離島等航路維持の方策検討
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２.稚内港長期構想の検討 2-4.プロジェクト展開イメージ(案)

5)安心・安全なみなと
(3)国境・離島の安定確保

①官 庁船 ク ズ船対応岸壁 整備（ ）

【プロジェクトの具体的取組】

短中期 長期

②大型官 庁船 大型ク ズ船対応岸壁 整備①官公庁船・クルーズ船対応岸壁の整備（-7.5m） ②大型官公庁船・大型クルーズ船対応岸壁の整備

■通常時利用

(-7.5m)220m（既設130m+新設90m）

れぶん

もとうら

〔北ふ頭〕
きたかぜ

北王丸

海上保安庁 PLH01 巡視船そうや
総トン数3,100t 長さ98.60m 幅15.60m
喫水8.00m

海上自衛隊 砕氷艦 しらせ型
総トン数12,650t 長さ138m 幅28m
喫水9.2m

■自衛艦・巡視船・クルーズ入港時利用
（北王丸 れぶんは他の係留場所を調整）

北洋丸

〔北ふ頭〕
そうや

（北王丸、れぶんは他の係留場所を調整）

自衛艦・巡視船

(-7.5m)220m（既設130m+新設90m）

海上自衛隊 護衛艦 あたご型
総トン数7,750t 長さ165m 幅21m
喫水6.2m

海上自衛隊 補給艦 ましゅう型
総トン数13,500t 長さ221m 幅27m
喫水8m

もとうら

〔北ふ頭〕
きたかぜ

そうや

自衛艦・巡視船
・クルーズ船

北洋丸

・フェリーターミナルにボーディングブリッジを設置し、乗降の
高質化を図る

②離島のライフラインの高質化
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1)長期：ゾーニング図(案)

２.稚内港長期構想の検討 2-5.空間利用計画(案)

凡例1)長期 ゾ ング図(案)
交流ゾーン

物流関連ゾーン

人流関連ゾーン

30年後の空間利用ゾーニング（案）

危険物ゾーン

水産関連ゾーン

再生可能エネルギーゾーン

【恵比須地区】
再生可能エネルギーゾーン

【北地区】
■大型クルーズ船・自衛艦
■稚内マリンタウンプロジ クト3期 駅と

交流ゾーン

水産関連

人流・物流関連ゾーン

物流関連危険物ゾーン

【恵比須地区】
■■水産関連・再生可能エネルギー共存ゾーン

【港地区】

■稚内マリンタウンプロジェクト3期、駅と
フェリー動線確保

■危険物用地・埠頭用地→港湾関連用地

水産関連
ゾーン 物流関連ゾーン

【港地区】
■石油機能の集約を想定

【はまなす地区】

【声問地区】
■■水産関連・再生可能エネルギー共存ゾーン

【 】
■サハプロ・極東開発関連ゾーン
■次世代エネルギー供給基地
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2)短中期：ゾーニング図(案)

２.稚内港長期構想の検討 2-5.空間利用計画(案)

凡例

水産関連ゾ ン

2)短中期 ゾ ング図(案)
交流ゾーン

物流関連ゾーン

人流関連ゾーン

10～15年後の空間利用ゾーニング（案）

水産関連ゾーン

交流ゾーン【北地区】
■官庁船集約 クルーズ船 自衛艦

危険物ゾーン

水産関連ゾーン

再生可能エネルギーゾーン

■官庁船集約、クル ズ船、自衛艦

【港地区】

■再生可能エネルギーゾーン

人流・物流関連ゾーン

水産関連ゾーン

■漁船の大型化、外来プレジャーボートの集約

【港地区】
危険物ゾーン

物流関連ゾーン

【港 】
■作業船・砂利運搬船の集約 物流関連ゾーン

【末広地区】
■海面処分用地
■大型船、コンテナ船の荷役
■大型船舶修理 点検等施設■大型船舶修理・点検等施設
■油防除基地
■シップリサイクル拠点

【天北地区】
■ロシア船の集約、サハリンプロジェクト関連船舶の準備休憩基地
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3)地区別空間利用計画(案)

２.稚内港長期構想の検討 2-5.空間利用計画(案)

地区名 短中期：地区別空間利用計画(案) 長期：地区別空間利用計画(案)

恵比須
地区

・ 水産関連・再生可能エネルギー共存ゾーンとし、洋上風力発電を展
開する。

◆北埠頭
◆北埠頭・中央埠頭
多目的空間とする

北地区

◆北埠頭
・従来どおりの多目的空間（憩いの空間・イベント等の交流空間、官庁船利用）とする。
・石油関連施設の北洋埠頭への集約に伴い交流空間としての機能を高める。
・官庁船集約、小型中型クルーズ船・自衛艦の係留機能を確保する。
◆中央埠頭
・従来どおりのフェリー利用とする。
LCL対応機能を確保し 短期的には ユニ トロ ドを総合的に扱うことができる空間とする

・多目的空間とする。
・大型クルーズ船・自衛艦の係留機能を確保する。
・石油関連施設等を北洋埠頭に移転し、危険物用地・埠頭用地を港
湾関連用地する。
・上記移転跡地を整理し、稚内マリンタウンプロジェクト３期事業とし
てJR稚内駅・フェリーターミナル・北防波堤ドーム間の良好な動線

・LCL対応機能を確保し、短期的には、ユニットロードを総合的に扱うことができる空間とする。 て 稚内駅 リ タ ミナル 北防波堤ド 間の良好な動線
を確保する。

港地区

◆第2副港
・従来どおりの漁業関連と外来プレジャーボートとの多目的利用とする。
・漁船大型化に対応した水域を確保する。
・海の駅の指定に伴い、外来プレジャーボートの集約を図り交流環境を高める。
◆北洋埠頭

◆北洋埠頭
・北地区の石油タンク群を港地区（北洋ふ頭）に集約する。

◆北洋埠頭
・従来どおりの石油関連とする（既に集約が進行中）。
・作業船・砂利運搬船を集約する。

北地区の石油タンク群を港地区（北洋ふ頭）に集約する。

◆末広埠頭
・従来どおりの物流関連ゾーンとし、大型船、コンテナ船に対応する。
・油防除拠点機能と大型船舶修理点検機能を付加する（シップリサイクル拠点としても活用）

末広地区
油防除拠点機能と大型船舶修理点検機能を付加する（シップリサイクル拠点としても活用）。
・大型船舶の物資調達・準備休憩・船員交代等の需要に対応する。
・サハリンプロジェクト関連のストック基地としての機能を確保する。
◆東防波堤沖側
・再生可能エネルギーゾーンとし、洋上風力発電を展開する。

◆天北1号・2号埠頭
天北地区 ・従来どおりの外貿関連とする。

・ロシア船の集約、サハリンプロジェクト関連船舶の準備休憩基地とする。

はまなす
地区

・サハリンプロジェクト・極東ロシア開発関連とし、ストック・中間加工
基地としての機能を確保する。
・新エネルギーとLNG等を活用した次世代エネルギー拠点とする。
新エネルギ 関連産業基地とする（野菜工場 食料備蓄基地 その地区 ・新エネルギー関連産業基地とする（野菜工場、食料備蓄基地、その

他関連企業集約）。

声問地区
・水産関連・再生可能エネルギー共存ゾーンとし、洋上風力発電を展
開する。
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２.稚内港長期構想の検討 2-6.稚内港港湾計画（改訂）港湾計画図素案
●岸壁の改良
・地元官公庁船、中規模クルーズ船、自衛艦集約●土地利用計画の変更

危険物 扱施 流 生

●土地利用計画の変更
緑地⇒ふ頭用地

のため、-7.5m岸壁を計画する。
【北地区岸壁(-7.5m)】
北地区岸壁-7.5mを計画する。

危険物取扱施設用地⇒交流厚生用地
・交流空間として位置付けている北地区
の石油・セメント施設は、移転に係る関係
機関協議を進め、完全に移転を図り、地
区一体的な交流空間としての良好な環境
を確保する。

・北船だまりを利用する漁業者の休息緑地を計画
したが、近隣に漁港公園が完成したため、土地利
用計画を変更する。

●係留施設の追加
・漁船の大型化や外来船増加に伴
う水域、係留施設不足に対応するた
め、既設物揚場の移設及び一部護
岸を物揚場へ変更する。

●土地利用計画の変更
ふ頭用地⇒港湾関連用地
・フェリーターミナル機能の充実の
ため土地利用計画を変更する。

岸を物揚場 変更する。
【第2副港物揚場(-3m)】
第2副港物揚場-3mを計画する。

●再生可能エネルギーを利活用する区域の追加
・民間企業が港湾空間を活用した再生可能エネル
ギー源の利用を検討しており、当エリアを再生可
能エネルギー源を利活用する区域に位置づける。

●大型乾ド クの整備 土地利用計画の変更

●海面処分用地の追加
・泊地・航路の浚渫で発生する土砂の
受け入れに対応し、将来的には油防除
資機材備蓄基地の用地を確保するた
め、海面処分用地とする。

●防波堤の整備
・既定計画に基づく防波堤整備は完了して
いるが、末広ふ頭において海面処分用地
を整備した場合、天北1号ふ頭、天北2号
ふ頭で十分な静穏度が確保できていない
ため 防波堤を計画する●大型乾ドックの整備、土地利用計画の変更

ふ頭用地⇒港湾関連用地
・サハリンプロジェクトに関わる関連企業が大型
船舶の修理を行うため、乾ドックの整備を計画
する。またあわせて泊地の水深（4m→10m)を確
保する。
【末広地区】
乾ド ク L 150 D 10 W 30

ため、防波堤を計画する。
【東防波堤】
東防波堤（東）150ｍを計画する。

乾ドック L=150m、D=10m、W=30m
【泊地(-10m)】
泊地-10mを計画する。

●土地利用計画の変更
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●土地利用計画の変更
ふ頭用地⇒港湾関連用地
・サハリンプロジェクトに関わる関
連企業から、倉庫、事務所、ヤード
等の要請があるため土地利用計画
を変更する。

●将来構想
・末広・天北地区のサハリンプロジェクト支
援基地としての機能不足が生じた場合の展開。
・エネルギー供給拠点の整備。



２.稚内港長期構想の検討 2-7整備計画（案）

スケジュール 役割分担

短期 中期 長期 管理者 国交省 他行政機関 民間等

稚内経由ルートへのポートセールス ○ ○

サハリンプロジェクト以外の北方開発需要の取り組み ○ ○ ○ ○

施策内容 プロジェクト

稚内・コルサコフ航路の輸送効率化のための特例措置等の実現 ○ ○ ○

航路泊地の増深（10ｍ⇒12ｍ） ○ ○

はまなす地区にサハリン資機材の基地を整備 ○ ○ ○

1）サハリンプロジェクトへ資機材供給基地

サハリンプロジェクト関連船舶の修理需要に応えた積極的ポートセールスの展開 ○ ○

点検・艤装岸壁の確保（末広ふ頭、天北1号ふ頭） ○ ○ ○

サハリンプロジェクト関連船舶に対応する大型の船舶修繕ドックの整備（末広ふ頭基部） ○ ○ ○ ○

①世界のエネ

ルギー供給を

支えるみなと

2）船舶の修理点検 準備休憩基地

北極海航路利用船舶等の大型船舶に対応した点検・艤装岸壁、修繕ドックの拡張 ○ ○ ○ ○

準備・休憩・避難目的の停泊等の船舶に対するサービス向上 ○ ○

避泊のための静穏度確保（防波堤整備） ○ ○

2）船舶の修理点検・準備休憩基地

油濁防除資機材基地を活用した訓練等強化による対応力向上 ○ ○ ○ ○

油回収資機材の保管用地の確保（末広埠頭） ○

広域的な事故に対応した油回収船舶・貯油施設の整備 ○ ○ ○

3）北方海域の海洋環境を守る油防除基地

1）稚内港・コルサコフ航路を通じたベースルートの形成 稚内・コルサコフ航路の利用促進、利便性向上 ○ ○

物流の高度化・地域産業拠点機能の強化 ○ ○

極東コンテナ航路の稚内港寄港の定常化 ○ ○
②世界と結

び産業を支

えるみなと 2）道北とロシア 欧州 アジアを結ぶ交易拠点
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道北の陸上輸送の効率化 ○

欧州・ロシア本土への物流網強化（NSR,SLB) ○ ○ ○

えるみなと 2）道北とロシア、欧州、アジアを結ぶ交易拠点



２.稚内港長期構想の検討 2-7整備計画（案）

施策内容 プロジェクト

スケジュール 役割分担

短期 中期 長期 管理者 国交省 他行政機関 民間等

道北、利尻・礼文、サハリン島の新たな観光商品開発 ○ ○ ○

渡航しやすい仕組みの実現（規制緩和） ○ ○ ○

北埠頭における官公庁船・クルーズ船対応の岸壁整備（-7.5ｍ） ○ ○

施策内容 プ ジ クト

1）道北、利尻、礼文、サハリンの観光拠点として、世界・全国からの観
光客を誘致

北埠頭における官公庁船 クル ズ船対応の岸壁整備（ 7.5ｍ） ○ ○

北埠頭における大型クルーズ船対応岸壁の増深 ○ ○

交流拠点間のアクセス向上（公共交通機関との連携） ○ ○

交流空間の機能改善 ○
2）市民・観光客の憩いの空間・交流拠点

③世界から
集い賑わう
みなと

北地区の交流空間の強化 ○ ○

主要導線の強化（歩行者導線の強化） ○ ○

再生可能エネルギー源を利活用する区域の設定 ○ ○ ○ ○

次世代エネルギ 源を活用した産業振興 ○ ○ ○

2）市民・観光客の憩いの空間・交流拠点

④地球にや 次世代エネルギー源を活用した産業振興 ○ ○ ○

再生可能エネルギー関連施設整備に伴う資機材搬入拠点の機能強化 ○ ○

はまなす地区におけるエネルギー供給拠点の整備 ○ ○ ○ ○

船舶・船員へのサービス向上に向けた関係者の取り組み連携強化 ○ ○

④地球にや
さしいみな
と

1）次世代エネルギー拠点

船舶船員へのサービスに優れた港湾都市機能として、関係者の取組・連携をさらに強化 ○ ○

海の駅に関する情報発信 ○ ○

防波堤（東）整備による静穏度確保 ○ ○

1）寄港船舶・船員の使いやすさを追求するみなと

外来漁船増加に伴う第2副港物揚場、桟橋の整備 ○

耐震強化岸壁を活用し、広域を支援する防災拠点 ○ ○ ○ ○

災害時の離島、サハリン島航路維持、緊急物資輸送等支援方策検討 ○ ○ ○ ○

地域防災計画の見直し、ハザードマップを活用した市民への啓発 ○ ○ ○

2）北方圏の自然災害等の対応拠点

⑤安心安全
なみなと
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○ ○ ○

関係機関との調整（巡視船自衛艦などの集約のための関係機関協議） ○

離島のライフラインの高質化 ○ ○ ○

3）国境・離島の安定確保


