
３ 本道と国内外を結ぶ物流ネットワークの強化

①国際的な物流機能の強化

（「北東アジア・ターミナル構想」に基づく取組）

②国内・道内の物流ネットワークの強化

③安全・安心を支える物流機能の強化
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【重点プロジェクトの内容】

テーマ ３．本道と国内外を結ぶ物流ネットワークの強化

取 組 ①国際的な物流機能の強化（「北東アジア・ターミナル構想」に基づく取組）

具体的 (1) 道産品の輸出拡大に向けて、商品開発や販路拡大などの取組とともに、小口
取 組 貨物の海上・航空輸送の効率化やコスト削減などに向けた取組の促進

(2) 国際コンテナターミナル、大型船に対応した岸壁や荷役機械の整備など港湾
の機能強化の促進

(3) 本道と中国やロシア極東などとを結ぶ海上ネットワークの充実に向けた取組
の促進

成 果 指 標 ・港湾施設の整備
・「北東アジア・ターミナル構想」の重点的取組の実施

【これまでの取組状況】

■道産品の輸出拡大に向けた取組
「冷蔵・冷凍小口混載貨物輸送利用促進」 (1)
○ 道産品の輸出拡大に向け、産学官で構成する「北海道国際輸送プラットホーム（HOP）
推進協議会」と連携し、冷蔵・冷凍小口混載貨物輸送の確立・定着を図るため、航空に
よる輸送サービス（HOP1）について「おみやげ宅配便」、「ECサイト」などの利用促進
に取り組むとともに、海上輸送によるサービス（HOP2）の開始に向けた検討を実施

＜道内からの冷蔵・冷凍小口混載貨物輸送利用促進事業 4,964千円＞

・ 海上輸送によるサービス（HOP2）の開始及び安定的な運営に必要な貨物量の確保
に向け、道内企業や生産者に提供するための情報収集等を実施

（主な取組内容）
・台湾・香港において、道産食品の現地ニーズ、輸入実績等の情報を収集
・利用促進に必要な取組の検討

■道産品の輸出拡大や海上ネットワークの充実に向けた取組 (1)(3)
「サハリン・ロシア極東大陸部への物流拡大」
○ 本道からロシア極東地域への道産食品の試験輸送による物流面の課題の調査、及び、
需要拡大が見込まれる新たな輸出商品の開拓を実施

＜道産食品輸出拡大に向けたロシア極東地域への輸送モデル構築事業 15,367千円＞

・ ロシア極東地域への道産食品輸出に向けた効果的・効率的輸送手法の検討、輸出
拡大が見込まれる商品に関して必要となる輸出手続の調査、試験輸送の実施等

（試験輸送）
・第１回輸送：27.10月中旬（小樽港出港） 仕向先：ｺﾙｻｺﾌ
・第２回輸送：27.11月末 （小樽港出港） 仕向先：ｺﾙｻｺﾌ～ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ
・第３回輸送：28. 2月末 （小樽港出港） 仕向先：ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ～ｺﾙｻｺﾌ･ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ

■港湾の機能強化に向けた国への要請 (2)
＜開発予算要望＞ (27.7月)
○国際的な海上輸送拠点の整備
・外貿貨物を取り扱う国際海上ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ及び国際物流ﾀｰﾐﾅﾙの整備
・国際バルク戦略港湾の整備

＜国の施策及び予算に関する提案・要望＞ (27.7月、27.11月)
◯北海道開発予算等の総額確保
○国際的な輸送拠点となる港湾の物流機能の強化（27.11月）
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■北極海航路の利活用に向けた取組 (3)
「北極海航路の利活用に向けた方針」の策定（28.2月）
○ 欧州と東アジアを結ぶ新たな物流ルートとして注目を集めている北極海航路の有効活
用に向け、道内関係者が共通の認識を持って連携した取組を推進するために、今後の取
組の方向性を整理した方針を策定

「北極海航路の利活用に向けた方針（28.2月）」

＜今後の取組の方向性＞
・北極海航路や北極圏に関する情報収集
・欧州側拠点をめざす地域との交流
・欧州と北海道間の新たなルートによるコンテナ輸送
・北極圏のエネルギー資源などバルク貨物輸送
・航路利活用に向けた我が国の「北の拠点」

【成果・課題、今後の取組方向】

［道産品の輸出拡大に向けた取組］
○ 台湾に向けての試験輸送を行うなど、冷蔵・冷凍品の小口混載による海上輸送サービ
ス構築に向けた検討を行い、その成果等を「北海道国際輸送プラットホーム推進協議会」
（事務局：札幌大学・北海道開発局・北海道、官民約30者が協議会員）で共有した。

◯ 引き続き、協議会と連携し、海上輸送による小口混載サービスのニーズの掘り起こし、
大口貨物となり得る商品の情報収集など、荷主や貨物量の確保に向けた検討を進める。

◯ 平成28年度に、新千歳空港を中心とする道内空港の国際航空貨物の機能強化と、道産
食品の輸出量の拡大に向けた取組の方向性を明らかにするために、道内空港国際航空貨
物輸出促進調査事業委託業務を実施する。
＜道内空港国際航空貨物輸出促進調査事業 10,000千円＞

［道産品の輸出拡大や海上ネットワークの充実に向けた取組］
○ 物産展等への商品供給など多品目・小ロットの輸送については、冷蔵冷凍コンテナ活
用した小口混載輸送がコストや品質確保の面で有効である。このため、サハリンで開催
するフェア向けの商品輸送を通じて、小口混載輸送における商品の効果的な品質確保の
手法等を検討するとともに、その成果について関係者へ情報提供を行っていく。

［港湾の機能強化］
○ H28北海道開発予算［港湾］ 17,010百万円 （対前年度倍率 0.99）
《国際物流機能の強化（苫小牧港、釧路港等）》
《穀物の海上輸送網の拠点となる港湾の機能強化（釧路港）》

○ 各港湾管理者の共通する課題の検討・解決を図るための港湾機能強化検討会を開催す
るとともに、引き続き港湾の機能強化に資する予算の確保に向け国に要望していく。

［北極海航路の利活用に向けた取組］
◯ 新たな物流ルートとしての利活用及び誘致の促進を図るため、北極海航路の欧州・ロ
シア側の拠点地域の関係者への訪問・意見交換や情報収集の実施などにより、具体的な
活用方策や本道へ及ぼす効果等の調査・検討を行う。
＜北極海航路利活用促進事業 4,466千円＞
＜北極海航路を活用した輸送検討事業 11,923千円＞

■ 道内港湾取扱貨物量の推移（万トン）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 北海道港湾

3,967 4,126 4,252 4,301 4,458 3,531 3,976 4,289 4,438 4,509 3,799 統計年報

■ 輸出額（道内全体の実績） （百万円）

H23 H24 H25 H26 H27 H27/H23

輸出額 367,600 384,834 455,446 478,726 493,807 134.3％

うちアジア向け 209,321 198,816 204,567 259.081 279,308 133.4％

（出典）「北海道貿易概況」財務省函館税関
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【重点プロジェクトの内容】

テーマ ３．本道と国内外を結ぶ物流ネットワークの強化

取 組 ②国内・道内の物流ネットワークの強化

具体的 (1) 内航航路の充実強化や国内物流ターミナルの機能強化
取 組 (2) 事業者間の連携による、道内の物流効率化に向けた取組の促進

(3) 道内各地から空港や港湾へのアクセスを強化する高規格幹線道路などの道路
ネットワークの形成の促進

(4) 鉄道貨物輸送の利用促進
(5) 地方空港における小口航空貨物輸送のコスト削減などに向けた取組の促進

【これまでの取組状況】

■物流ネットワークの強化に向けた国への要請 (1)(3)

＜開発予算要望＞（27.7月）

◯物流ネットワーク形成のための道路網の整備

・高規格幹線道路と一体となった道路の整備促進

・空港、港湾などの物流拠点やＩＣへのアクセス道路の整備促進

・幹線臨港道路の整備

◯国内海上輸送拠点の整備

・国内物流ターミナルの整備

・港湾施設の老朽化改良等の整備

・フェリー、トラック、鉄道など基幹的な航路・路線等の維持・確保

＜国の施策及び予算に関する提案・要望＞（27.7月、27.11月）

◯北海道開発予算等の総額確保

■物流の効率化に関する取組の促進 (2)(4)

○ 運送事業者・荷主に対するヒアリング及びアンケート調査の実施 (H26.9～11月)

平成26年秋に、トラック不足により道産農水産物が輸送できないといった問題が顕在

化したことから、実態把握のため、札幌市内のほか、釧路、根室、留萌、稚内の運送事

業者や荷主に対してヒアリングを実施（延べ約20団体）したほか、道内の運送事業者及

び荷主に対して、「トラック輸送に関するアンケート」を実施。（アンケート回収 運

送事業者：165事業所、荷主：276事業所）

○ 「物流効率化に向けた意見交換会」の開催 （26.11月、27.2月）

貨物の輸送効率の向上を図るため、運送事業者、荷主、国等及び庁内関係課を参集し、

現状認識、取組の方向性等を共有するための意見交換会を開催。また、平成27年度にお

いては、意見交換会の参加メンバーに対して、平成27年秋の輸送状況等についてヒアリ

ング調査を実施。

◯ 国主催のトラック輸送等に関する会議への参画（27.6月～、27.7月～）

北海道労働局及び北海道運輸局が主催する「北海道自動車運送事業労働力確保対策検

討会」及び「北海道トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」に参画

し、運転手確保・育成方策や、トラックドライバーの長時間労働の改善に関する課題等

の検討を開始。

○ 「北海道の港湾・海上交通・物流パネル展」の開催 (28.5月）

モーダルシフトに関するパネルを展示し、トラックから鉄道・海運へ貨物輸送を転換

することによる利点等を紹介。
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【成果・課題、今後の取組方向】

［内航航路の充実強化や国内物流ターミナルの機能強化］
○ H28北海道開発予算［港湾］ 17,010 百万円 （対前年度倍率 0.99）
《国内物流機能の強化（苫小牧港、函館港）》

○ 各港湾管理者の共通する課題の検討・解決を図るための港湾機能強化検討会を開催す
るとともに、引き続き国内物流ターミナルの機能強化に資する予算の確保に向け国に要
望していく。

［物流の効率化に関する取組の促進］
○ アンケートについては、運送事業者・荷主の双方に対して調査を行い、各々が有して
いるトラック不足に係る現状認識や今後の見通しについて把握。

○ 「物流効率化に向けた意見交換会」では、道内の運送事業者及び荷主を代表する団体
を集め、平成26年秋を中心とした道内物流の現状・課題について共有するとともに、物
流効率化の方向性や取組について議論。

○ 今後は、国が主催する会議等を活用し、関係団体と協力しながら、道内物流の効率化
について検討していく。

○ また、トラック輸送については、本州と陸路で繋がっておらず、他地域と比較して輸
送コストが割高となっていることから、国に対して、トラック輸送の維持・確保のため
の支援制度の創設を引き続き要望していく。

■内貿定期貨物航路一覧（平成27年11月1日現在） 平成26年北海道港湾統計年報

※船種区分 ： Ｒ → ＲＯＲＯ船、ＲＣ → ＲＯＲＯコンテナ船、Ｃ → コンテナ専用船、貨Ｃ → 貨物コンテナ船

北海道調べ

事業開始

年　　  月

苫小牧～茨城 平成13年7月 週１２便 Ｒ 北王丸 川崎近海汽船㈱

ほっかいどう丸

まりも 近海郵船㈱

ましう

苫小牧～東京 平成11年11月 週６便 Ｒ 王公丸 川崎近海汽船㈱

神王丸 栗林商船㈱

とかち 近海郵船物流㈱

平成20年3月 ２日３便 Ｒ 神加丸 栗林商船㈱

苫小牧～釧路～東京 昭和46年4月 週４便 Ｒ ひまわり７ 日本通運㈱

ＲＣ ひまわり１

苫小牧～釧路～東京～大阪～東京 平成12年4月 週１便 ＲＣ ひまわり２ 日本通運㈱

苫小牧～八戸～横浜 昭和53年5月 週２便 Ｃ まいこ・ひよどり 井本商運㈱

さがみ ﾅﾗｻｷｽﾀｯｸｽ㈱

苫小牧～八戸～横浜 平成15年11月 週１便 貨Ｃ 清潮丸、清浜 鈴与海運㈱

しんせと、きよたけ

苫小牧～室蘭～八戸～仙台塩釜～横浜 平成11年4月 週１便 Ｃ オリオン ㈱横浜コンテナライン

苫小牧～八戸～川崎～追浜～仙台 平成9年9月 週３便 Ｒ ちとせ プリンス海運㈱

栗林商船㈱

苫小牧～敦賀 平成14年6月 週６便 Ｒ ほくと・つるが・とかち 近海郵船㈱

苫小牧～仙台塩釜～名古屋～仙台塩釜 昭和39年3月 日１便 Ｒ 蓉翔丸・あつた丸 ㈱ﾌｼﾞﾄﾗﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

清和丸

苫小牧～八戸～名古屋～仙台塩釜 昭和39年3月 ４日１便 Ｒ ふがく丸、ふじき ㈱ﾌｼﾞﾄﾗﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

苫小牧～釧路～仙台塩釜～東京 平成14年10月 週１便 Ｒ 神川丸 川崎近海汽船㈱

～名古屋～東京～仙台塩釜 栗林商船㈱

苫小牧～釧路～仙台塩釜～東京 昭和38年11月 週２便 Ｒ 神泉丸 栗林商船㈱

～大阪～東京～仙台塩釜 神瑞丸

苫小牧～釧路～仙台塩釜～東京 昭和38年11月 週１便 Ｒ 神明丸 栗林商船㈱

～大阪～名古屋～仙台塩釜

釧路～日立 平成5年7月 日１便 Ｒ ほくれん丸 川崎近海汽船㈱

第二ほくれん丸

釧路～東京～船橋 昭和51年4月 週１便 Ｒ 新釧路丸 栗林商船㈱

会社名船　　名航海数航路名 船種
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【重点プロジェクトの内容】

テーマ ３．本道と国内外を結ぶ物流ネットワークの強化

取 組 ③安全・安心を支える物流機能の強化

具体的 (1) 大規模災害に対応した岸壁や空港施設の耐震化など災害に備えた拠点施設の
取 組 機能強化の促進

(2) 大規模災害時の継続的な物流機能確保に向けた港湾間の連携強化
(3) 地震直後の緊急輸送に対応する橋梁など道路施設の耐震性向上の促進

【これまでの取組状況】

■災害に備えた物流機能の強化に向けた取組および国への要請 (1)(3)
○ 各港湾管理者との連携を強化し、共通する課題の解決と港湾利用促進に向けた取組
・ 港湾機能強化検討会の開催［27.1月（港湾BCP）、27.3月（施設の維持管理）］

○ 国への要望
＜開発予算要望＞ （27.7月）
・ 国内海上輸送拠点の整備
- 耐震強化岸壁や大規模地震災害時においても、背後圏の経済活動等が継続できる
ような港湾機能の確保

- 港湾施設の老朽化改良等の整備
・ 事前防災・減災対策の推進
- 道路､空港､港湾など公共施設の耐震化､津波対策､長寿命化､老朽化対策の推進

＜国の施策及び予算に関する提案・要望＞ （27.7月、27年11月）
・ 北海道開発予算等の総額確保
・ 防災・減災・老朽化対策の推進

■港湾間の連携強化 (2)
○ 道央圏の５つの港湾（※）管理者と国と道で構成する「道央圏港湾の広域連携のため
の協議会」で、「道央圏港湾BCP」を策定するとともに、協議会構成員である道央圏の
５つの港湾と国との間で、災害時における相互応援協定を締結し、連携の強化を図って
いる。※ 室蘭港、苫小牧港、小樽港、石狩湾新港、白老港

○ 「北海道太平洋側港湾ＢＣＰ検討会」に参画し（第１回27.2月、第２回27.10月、第
３回28.1月）、「北海道太平洋側港湾BCP」を策定した。
《連携港湾：函館港、室蘭港、苫小牧港、十勝港、釧路港、根室港》

【成果・課題、今後の取組方向】

［災害に備えた拠点施設の機能強化の促進 ］
○ H28北海道開発予算［港湾］ 17,010 百万円 （対前年度倍率 0.99）
《港湾施設の耐震強化の推進（函館港）》
《港湾施設の老朽化対策（室蘭港等）》

○ 各港湾管理者の共通する課題の検討・解決を図るための港湾機能強化検討会を開催す
るとともに、引き続き災害に備えた拠点施設の機能強化に資する予算の確保に向け国に
要望していく。

［港湾間の連携強化］
○ 釧路港、苫小牧港及び室蘭港は、単独の港湾BCPを策定しているが、他の重要港湾に
ついても関係機関と連携し、BCPが策定されるよう働きかけていく。
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■耐震強化岸壁の整備状況（北海道調べ）
（全国：平成23年度4月末、北海道：平成28年4月1日）

計画 うち完了 うち整備中
全国 336 182 38
北海道 26 15 1
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