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2020年 新年のご挨拶
るとやはり自助、共助、公助の「自分の命は自分
が守ること」、
「お互いに助け合う」、
「国が国民
の財産と命を守る」との基本意識が重要と痛感し
ました。被害に遭われた方々に心よりお見舞いを
申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興を
願っております。

さて、これまで当協会は、港湾整備等に携わる
一般社団法人 日本潜水協会
会長

鉃

芳

松

潜水士の技術の向上、労働災害の防止、潜水業
者相互の連携強化及び潜水士の計画的養成を行
うことによって潜水業の健全な発展を図ることを
目的として諸事業を実施してまいりました。

新年あけましておめでとうございます。

2 019年を振り返りますと、潜水士の担い手確

会員の皆様、また関係各位におかれましては、

保・育成についてはこれまでに、岩手県立種市高

お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

等学校の「白鷗寮」完成で遠隔地からの学生の

ます。日頃より、皆様方には格別のご理解とご支

受け入れ体制が整ったことに加え、昨年は最新の

援を賜り深く感謝申し上げます。

潜水設備を乗せた「第七種市丸」が就航するな
ど学習環境が整いました。一人でも多くの優秀な

近年、日本近海の海水温の上昇などにより年々
台風が大型化しており、日本列島のあちらこちら
に甚大な被害をもたらしています。

潜水士が誕生することを念願しております。
また、昨年も茨城海洋高校で行われた全国水
産高校のダイビング技能コンテストに参加して先

台風による集中豪雨は、河川の排水能力を短時

生方と意見交換をしながら交流を深めてまいりま

間で超え、100年に一度の予測をはるかに超える

した。できるだけ多くの生徒が港湾分野の潜水士

ようになりました。また猛烈な強風により送電線

をめざして欲しいものです。

等が倒壊し、長期にわたる停電、断水が発生する
など日常生活で何気なく使っている水や電気の大

労働災害の防止に関しては、高気圧障害発生

切さを再認識させられました。また、いざ災害とな

時の救急対応が重要ですが、昨年も残念ながら

2
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一部の工事において減圧症等の事故が発生して

今後、各支部においても積極的に取り組みをお願

おります。同様の災害を防ぐべく原因を分析して

いしたいと思います。

会員にお知らせしたいと思います。
また、当協会の顧問に就任いただいている鈴木

2019亥年は過去より大きな変化の年と伝わって

先生のご協力で、潜水事故時の緊急連絡の全国

いましたが、5月から年号が令和に改まり、新天皇

ネットワークでの対応が可能になりました。心か

が即位されました。10月に行われた即位の礼正殿

ら感謝申し上げる次第です。

の儀、饗宴の儀には、ご当局のご配慮により港湾
界の代表の一人として列席させていただくことが

働き方改革の取り組みについては、工事現場に

できました。陛下の、
「平和の願い」「国民に寄り

おける週休2日、4週8閉所の早期実現を目指し、

添い」との心の奥に響くお言葉に深く感銘を受け

日本埋立浚渫協会の清水会長を中心として、当協

ました。

会を含む港湾関係団体が一体となって取り組み
を行っております。目下の最大の関心事項は、休日

今年も、関係各省庁の方々のご理解とご支援を

の確保と総収入が減らない賃金です。週休2日の

いただき、各支部、会員、事務局を含めて意志の

実現は、国の方針であり、発注者、元請、下請が一

疎通を図り、潜水業の発展のため、努力をしてま

丸となって英知を絞り解決していくことが望まれ

いる所存です。

ます。このため昨年の8月には、元請団体である日

本年が皆様にとりましてより良い年となりますこ

本埋立浚渫協会の清水会長に岩手県立種市高等

とを心より祈念いたしまして新年のご挨拶とさせ

学校を訪問していただき、ヘルメット潜水の体験

ていただきます。

や、最新の「第七種市丸」に乗船して潜水設備を
見学し、潜水業務に理解を深めていただきました。

潜水士育成、技術の伝承については、中部支部
が2017年に捨石均し、2019年は水中溶接、溶断
の研修会を行いました。参加者が互いに情報交
換でき、潜水の同志となりました。参加者からは
こうした研修の場が必要であるとの意見があり、
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2020年 新年のご挨拶
昨年12月、新たな経済対策として「安心と成長の
未来を拓く総合経済対策」が閣議決定されまし
た。この経済対策には、
・相次ぐ自然災害からの復旧・復興の加速や、防
災・減災、国土強靱化の取組の着実な推進と更
なる強化など、災害からの復旧・復興と安全・安
心の確保
・中小企業・小規模事業者の生産性向上のための
環境整備など、経済の下振れリスクを乗り越えよ
うとする者への重点支援

赤

国土交通大臣

羽

一

嘉

・外国人観光客6,000万人時代を見据えた基盤整
備、生産性向上を支えるインフラの整備など、未
来への投資と東京オリンピック・パラリンピック後
も見据えた経済活力の維持・向上

令和となって初めての新年を迎え、謹んで新春
の御挨拶を申し上げます。
昨年９月に第４次安倍第２次改造内閣が発足

に向けた施策が盛り込まれております。国土交通
省としても、これらの施策が迅速かつ着実に実行
されるよう、しっかりと取り組んでまいります。

し、新たに国土交通大臣の任に当たることとなりま

今年は、いよいよ東京オリンピック・パラリンピッ

した。本年も国土交通行政に対する皆様の変わら

ク競技大会が開催を迎えます。東京をはじめ、我

ぬ御理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。

が国各地域の魅力を発信する絶好の機会です。国

今年は、阪神・淡路大震災から25年目の節目の

土交通省としても、ソフトターゲットへのテロ対策

年です。阪神・淡路大震災は、我が国の防災対策

や海上警備を含むセキュリティ対策、首都地域の

の原点であるとともに、私の政治家としての原点で

防災対策や渇水対応の強化、円滑な輸送の確保な

もあります。

ど、関係者と連携して大会の成功に万全を期してま

私は、この阪神・淡路大震災で、自ら被災しまし

いります。また、大会の開催を契機として、我が国に

た。被災現場を走り回り、制度の壁を打ち破り、生

おける共生社会の実現に向け、本年が大きな前進

活再建や復旧・復興に全身全霊を傾けたことで、

の年となるよう、訪日外国人旅行者、障害者、高齢

常に「現場主義」で取り組むことが私の政治家と

者の方々にとっても安全・安心なユニバーサルデザ

しての信条となりました。国土交通行政の直面す

インのまちづくりの推進や、
「心のバリアフリー」の

る様々な課題に対し、引き続き「現場主義」に立脚

実現に向けた取組を一層強化してまいります。

し、全力で取り組んでいく所存です。

4
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本年は、とりわけ以下の４本の柱を中心として諸

課題に取り組んでまいります。

層きめ細やかに把握しながら、必要な制度の見直
しを不断に行いつつ、被災者の方々の目線に立っ
た一刻も早い復旧、生活と生業の再建に全力で取

①防災・減災を社会の主流に！
（台風第15号・17号・19号・21号をはじめと
した災害からの復旧・復興）
昨年は、台風第15号・17号・19号・21号など、相
次ぐ大規模な自然災害により、防災・減災の取組
の重要性が再認識される年となりました。

り組んでまいります。さらに、今回被害を受けた公
共土木施設の復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化す
る改良復旧の観点から取り組んでまいります。

（東日本大震災からの復興・創生）
東日本大震災からの復興の加速は、政府の最

台風第15号の発生後、私は大きな被害を受け

優先課題の一つです。引き続き、現場主義を徹底

た千葉県内の被災地に足を運びましたが、多くの

し、被災者の方々のお気持ちに寄り添いながら、

住宅が屋根に被害を受けており、これらに対して

震災からの復興、そして福島の復興・再生に取り

支援して欲しいとの地元の強い要望をお聞きしま

組んでまいります。

した。こうした要望を踏まえ、政府として検討を行

復興道路・復興支援道路については、三陸沿岸

い、従来は災害救助法に基づく応急修理制度の対

道路の仙台～宮古間が、気仙沼市内を除き昨年６

象とならなかった、半壊に準ずる一部損壊住宅に

月に開通、東北中央道の相馬～福島間が、昨年12

ついても対象を拡大しました。また、それでも対象

月に常磐自動車道と接続しました。また、その他の

とならない住宅については、住宅の耐震性の向上

区間についても、復興・創生期間内の来年度末ま

等に資する屋根の補修等を行う場合に、国土交通

でに順次開通する見通しとなっており、引き続き着

省としても「防災・安全交付金」で支援を行うこと

実に事業を進めてまいります。さらに、常磐自動車

といたしました。

道については、復興・創生期間内での一部四車線

また、台風第19号の被害も踏まえ、一連の災害
からの復旧・復興のため、政府は、昨年11月、
「被

化の完成を目指すとともに、常磐双葉ICの整備を
推進してまいります。

災者の生活と生業（なりわい）の再建に向けた対

鉄道関係では、JR常磐線の残る不通区間であ

策パッケージ」をとりまとめました。国土交通省とし

る浪江駅～富岡駅間について、今年度末までの開

ても、廃棄物・土砂の撤去、住宅の再建、観光需

通を目指しています。JR東日本、関係省庁等と緊密

要喚起に向けた対策、公共土木施設等の応急復

に連携し、一日も早い全線開通に向けて取り組ん

旧等、地域住民の交通手段の確保などの支援策を

でまいります。

盛り込んだところです。
国土交通省としては、被災地のニーズをより一

港湾関係では、東日本地域のエネルギー供給を
支える拠点として、小名浜港の国際物流ターミナ
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ル整備を、来年度の完成に向け推進してまいりま

等による洪水対策、高波等による護岸等の倒壊防

す。

止対策や面的防護対策、内水浸水対策強化のた

住宅再建・復興まちづくりでは、災害公営住宅

めの雨水貯留施設等の整備、鉄道や道路の橋梁

の整備、防災集団移転促進事業や土地区画整理

の損傷防止対策や法面・盛土の防災対策、無電柱

事業による宅地の整備は概ね完了しており、引き

化など災害時にも生活・交通機能を失わないため

続き、
「住まいの復興工程表」に沿って来年度の

のインフラ整備、都市公園や道の駅などにおける

事業の完了に向け支援してまいります。

避難場所としての機能向上、走錨事故の防止対策

観光関係では、風評被害を払拭するため、
「東

等を行ってまいります。その他、浸水想定図が未作

北６県の外国人宿泊者数を2020年150万人泊」と

成の河川における水害リスク情報の提供や防災情

する目標の実現に向け、東北観光復興対策交付金

報アクセス集中対策、台風情報向上のための気象

による地域の取組への支援、海外市場向けに東北

レーダー、アメダス等の観測体制強化等を行ってま

の魅力を発信する集中的なプロモーションを行っ

いります。

ており、観光客数は順調に推移しています。一方、
回復が思わしくない福島県においては、国内プロ
モーションの実施や教育旅行の回帰に向けた取組
を支援してまいります。

（その他自然災害からの復旧・復興）

（防災・減災、国土強靱化）
大臣就任直後から、これまで延べ21道県の被災
地域に足を運んでまいりましたが、いずれの被災
地も、近年の気候変動により災害が頻発化・激甚
化し、それによりもたらされる被害規模が甚大化し

平成28年熊本地震、平成30年７月豪雨、北海道

ていることを痛感しております。こうした状況の中

胆振東部地震等で被災した地域についても、被災

で、国民の皆様の命と暮らしを守るために、これま

者の方々のお気持ちに寄り添いながら、引き続き、

での教訓や検証を踏まえた抜本的な防災・減災、

生活再建の支援に向けて、必要な取組に注力して

国土強靭化対策が必要と感じております。また、

まいります。

ハード・ソフト両面の対策とともに、国民の皆様の

また、緊急的な対応として、総事業費７兆円の
「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対

防災意識の向上と、地域防災力の向上を具体的に
実現していくことが必要です。

策」に引き続き取り組むとともに、昨年の台風被害

一連の災害の教訓として、河川の流域全体を見

で追加的に対応すべきことが明らかとなった課題

通した堤防強化や河道掘削の推進、リスクのより低

を踏まえ、取組をさらに強力に進めてまいります。

い地域への居住や都市機能の誘導、真に住民避

具体的には、市街地再開発事業等に併せた集合

難につなげるための情報伝達の改善など、多くの

住宅や住宅団地における浸水防止対策、氾濫発生

取組の必要性が明らかとなりました。こうした課題

の危険性が高い河川における河道掘削・堤防強化

の解決のため、近年の災害や将来の気候変動の

6
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影響による降雨量の増加などを考慮した抜本的な

さらに、
「インフラメンテナンス国民会議」の活

治水計画について、昨年11月より「気候変動を踏ま

動を通じて、新技術の開発・社会実装を後押しす

えた水災害対策検討小委員会」において検討を進

るなど、メンテナンス産業の育成・活性化を図ると

めているところです。また、同様の観点から、土砂

ともに、地方への展開を一層強化してまいります。

災害についても、警戒避難の実効性を向上させる

あわせて、優れた取組や技術開発を「インフラメン

ための方策を検討すべく、昨年12月より、
「土砂災

テナンス大賞」において表彰し、広く共有してまい

害防止対策小委員会」における検討を進めていま

ります。

す。国土交通省としては、国・県・市のみならず、企
業・住民の方々などと連携した、ハード・ソフト一体
となった流域全体で備える総合的な水災害対策を
進め、防災・減災が主流となる安全・安心な社会づ
くりに全力を傾けてまいります。

②観光による地方創生
昨年９月から11月にかけて、我が国でラグビー・

加えて、大規模災害に備えた体制の強化も重要

ワールドカップ大会が開催されました。世界中のラ

です。平成20年４月に創設されたTEC-FORCE

グビーファンが各地を訪問し、多くの地域住民との

は、これまで東日本大震災や平成30年７月豪雨を

間に交流が生まれました。訪日外国人旅行者の拡

はじめ、全国の106の災害に対して延べ11万人・日

大は、地域に新たな消費や雇用を生み、賑わいと

を超える隊員を派遣し、被災状況の早期把握や道

活気をもたらすとともに、各地域がその活性化に向

路啓開など、全力で被災自治体の支援にあたって

けて主体的に取り組む機運を生み出すものと実感

まいりました。今後も、人材や資機材の確保など、

しました。

TEC-FORCEの体制・機能の拡充強化に努めてま
いります。

（インフラ老朽化対策の推進）

昨年10月には、北海道倶知安町で初めての正式
なG20関係閣僚会合として、G20観光大臣会合が
開催されました。会合では、私が議長を務め、各
国との意見交換を通じ、観光政策の大きな可能性

我が国では、高度経済成長期以降に整備したイ

と、文化・芸術・歴史・スポーツ、国民同士の相互

ンフラの老朽化が進んでいることから、国民の安

交流の価値についても改めて認識いたしました。ま

全・安心や社会経済活動の基盤となるインフラの

た、各国がいわゆるオーバーツーリズムの問題を抱

維持管理・更新を計画的に進めていくことが重要

えていることについて共有できたことも大きな意義

です。このため、インフラの長寿命化を図るための

がありました。

計画的な維持管理・更新や、
「予防保全」の取組

観光は我が国の成長戦略の柱、地方創生の切

と新技術の開発・導入等によるトータルコストの縮

り札であります。昨年の訪日外国人旅行者数は７

減・平準化を図ってまいります。

年連続で過去最高を記録し、3,000万人を突破しま
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した。
「明日の日本を支える観光ビジョン」に掲げ

（IRの整備）

た2020年訪日外国人旅行者数4,000万人、2030年

昨年末シンガポールのIRを視察し、我が国への

6,000万人等の目標達成に向けて、地方誘客と消費

IR導入に当たっては、これまでに無いスケールの施

拡大に向けた取組を一層推進し、観光先進国の実

設を備えつつ有害影響排除対策に万全を期す必要

現に取り組んでまいります。

性を感じたところです。今月には、カジノ管理委員

（地方創生に向けた観光施策）

会が設置され、IR区域を認定する際の審査基準な
どを盛り込んだ基本方針を決定することとなって

まずは、受入環境を整備するため、我が国への

おります。引き続き、国際競争力の高い魅力ある滞

玄関口となる空港での搭乗関連手続を顔認証で一

在型観光の実現を目指し、所要の準備作業を丁寧

元化する「One ID」の導入をはじめとした最先端

に進めてまいります。

技術の活用によるストレスフリーで快適な旅行環
境の実現や、旅行者一人一人の移動ニーズに対応し

（首里城復元を含む沖縄の観光振興）

て、複数の公共交通や観光地へのラストワンマイル

昨年、沖縄県の首里城が火災で焼失いたしまし

をつなぐ新たな交通手段も含めて一括で検索・予

た。私も沖縄を訪問し、被害の状況を視察いたしま

約・決済を可能とするMaaS（マース。Mobility as

した。沖縄の皆様の誇りであり、歴史と文化の象

a Service）の早期普及等の交通アクセス整備を進

徴である建物が焼失したことに、私も大きな衝撃

めます。また、主要観光地において、英語・中国語

と深い悲しみを感じたところです。国営公園事業

をはじめとする多言語対応の整備を進めるととも

である首里城の復元に向けて、沖縄県や地元の関

に、公共交通の乗換え支援や観光案内を支援す

係者、有識者の方々の意見を伺いながら、責任を

る地図標識の設置を推進し、訪日外国人の「まち

持って取り組むとともに、観光振興や復元過程の

あるき」の満足度の向上に一層力を入れてまいりま

公開など、地元のニーズに対応した施策を推進して

す。

まいります。

さらに、多様な宿泊ニーズに対応するため、旅館

また、この訪問の際には、沖縄を上空から視察

のインバウンド対応の促進やイベント民泊を含めた

し、沖縄の観光について非常に大きな可能性を感

健全な民泊サービスの普及等、多様な宿泊手段の

じたところです。併せて、那覇港の国際クルーズ拠

提供に努めるほか、宿泊施設における生産性向上

点整備事業の起工式に出席するとともに、那覇空

に取り組んでまいります。

港滑走路増設事業等を視察し、これらによる沖縄

これらの施策について、国際観光旅客税の税収

の観光客の受入拡大や利便性向上など、沖縄の観

も活用しながら、政府一丸、官民一体となって取り

光分野のさらなる飛躍の可能性を強く認識したとこ

組んでまいります。

ろです。観光担当大臣として、無限の可能性を持つ
沖縄の観光振興により一層注力してまいります。
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（各分野における観光施策）
鉄道分野においては、日本の鉄道を利用してよ
り快適に旅行を楽しんでいただくために、多言語
による案内表示・案内放送の充実、駅・車内にお
ける無料Wi-Fiサービスの整備、トイレの洋式化、

29日から50回に拡大します。加えて、航空交通量の
増大に対応するため、国内管制空域の再編に向け
た取組を引き続き実施します。

（バリアフリー化の推進）

クレジットカード対応型券売機や交通系ICカード

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を迎

の利用環境整備、大型荷物置き場の設置、観光列

える本年は、外国人旅行者の受入れ環境の整備

車やサイクルトレインの導入等の取組を進めてまい

を強力に進めることに加え、大会のレガシーである

ります。

「真の共生社会」の実現に向け、ユニバーサルデ

港湾分野においては、増大するクルーズ需要や
クルーズ船の大型化に対応するため、既存ストッ

ザイン、バリアフリーの社会へ力強く前進するター
ニングポイントの１年としなければなりません。

クを活用した受入環境整備、官民連携による国際

公共交通機関や建築物等のバリアフリー化や

クルーズ拠点の形成、クルーズ旅客等の満足度向

地域における重点的・一体的なバリアフリー化を

上・消費拡大などハード・ソフト両面の取組を行っ

着実に進めるとともに、
「心のバリアフリー」などソ

てまいります。

フト対策の強化に向けてバリアフリー法の改正法

航空分野においては、首都圏空港について世界

案を通常国会に提出したいと考えております。高

最高水準の発着容量年間約100万回を目指し、必

齢者、障害者等の方々のご意見にも耳を傾けなが

要な取組を進めてまいります。具体的には、羽田空

ら、更なるバリアフリーの社会づくりを進めてまい

港については本年３月29日から新飛行経路の運用

ります。

を開始し、未就航の国・地域を中心に発着枠の配
分を行い、国際線を増便することとしております。
新飛行経路の運用にあたっては、騒音・落下物
対策や引き続きの丁寧な情報提供に取り組んでま
いります。また、成田空港についても、関係者と連

③安全・安心な移動環境の整備
（少子高齢化に対応した交通事故対策）

携し、地域のご理解をいただきながら、国による支

近年、子供が犠牲になる事故や高齢運転者によ

援を行いつつ第三滑走路の整備等の機能強化に

る交通事故など、痛ましい自動車事故が相次いで

取り組んでまいります。さらに、地方空港のゲート

います。昨年11月には、自動車事故の被害に遭わ

ウェイ機能強化として、那覇空港の増設滑走路を

れた方のご家族の皆様から自動車事故の撲滅に

本年３月26日から供用開始するとともに、福岡空港

向けた思いを直接伺う機会がありました。ご家族

の滑走路増設事業を進めてまいります。新千歳空

の皆様からは、安全運転サポート車（サポカー）の

港については、１時間当たりの発着回数を本年３月

技術の過信を防ぎ、ユーザーに機能の正確な情報
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提供を行うことの重要性や、公共交通の充実の必

共交通ネットワークの実現に向けた取組が各地で

要性などのご要望をいただいたところです。国民の

進められており、計画策定や地方鉄道、バス路線

命と生活を守ることが私たち国土交通省の使命で

等の地域公共交通の確保維持について、予算や人

あり、着実に取組を進めていく必要があります。

材・ノウハウ面で積極的に支援してまいります。一

国土交通省では、自動車事故の被害に遭われた

方で、利便性の高い地域公共交通ネットワークの

方々の救済のため、計画的な療護施設の拡充や、

実現を促進するためには、事業者間の連携や協働

「介護者なき後」に対応するための障害者支援施

が重要です。このため、このような事業者間の取組

設等への補助などに取り組んでいるところです。今

を円滑化するために必要な競争政策の見直しにつ

後、より効果的かつきめ細やかな救済事業のあり

いて、各地域の実情を踏まえながら、公正取引委員

方を議論するため、様々な分野の有識者を交えた

会をはじめとした関係省庁と連携して、検討を進め

検討会を立ち上げる予定であり、被害者やそのご

てまいります。また、地方部を中心とした移動手段

家族の皆様のニーズをくみ取りつつ、検討を進め

の確保や運転手不足等の諸課題に対する地域公

てまいります。

共交通政策のあり方について、地域公共交通活性

（輸送安全の確保）
運輸事業者の安全管理体制の構築のため、引
き続き運輸安全マネジメント評価を通じ、輸送の
安全の確保に取り組んでまいります。

化再生法などの見直しを視野に、法的枠組みの強
化を図るとともに、地域交通を含む中長期的な交
通政策全体のあり方について、交通政策基本計画
の見直しの検討を進めてまいります。

踏切対策については、ソフト・ハード両面から

（戦略的海上保安体制の構築等の推進）

地域の実情に応じた対策を実施するとともに、災

尖閣諸島周辺海域では、ほぼ毎日、中国公船に

害時の長時間遮断時に優先的に開放する踏切へ

よる活動が確認され、昨年は接続水域における確

の指定等や踏切の立体交差化を推進してまいり

認延べ隻数が1000隻を超えるなど過去最多となっ

ます。

ております。領海侵入も、月に３回程度発生してい

（公共交通の確保・充実）

るほか、中国公船の大型化・武装化も確認されて
います。加えて、日本海大和堆周辺海域では、北朝

人口減少・少子高齢化が進む中、高齢者の運転

鮮漁船等による違法操業が後を絶たず、昨年は水

免許の返納も増えており、その受け皿となる地域の

産庁取締船と北朝鮮籍とみられる漁船の接触事

移動手段の確保は喫緊の課題です。

案も発生するなど、我が国周辺海域を取り巻く状

地域公共交通については、地域ごとのビジョン

況は益々厳しさを増しています。

である「地域公共交通網形成計画」が昨年10月

このような状況に対し、本年も海上保安体制強

末までに537件策定される等、持続可能な地域公

化を着実に進め、領土・領海を堅守し、国民の皆
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様が安全・安心に暮らすことができる平和で豊か

な15のモデル事業を選定し、重点的に支援して

な海を守り抜いていく所存です。

いるほか、８月には、官民の知恵やノウハウを結集

また、法の支配に基づく海洋秩序を維持・強化

するため、関係府省と共同で企業、大学・研究機

するため、諸外国の海上保安機関との連携強化や

関、地方公共団体等を会員とする官民連携プラット

能力向上支援を推進します。

フォームを設立しました。今後は、これらの取組を
通じてモデル事業等を推進するとともに、都市イン
フラへのIoT技術等の実装を進めることで、成功

④持続可能な地域社会と経済成長
の実現

モデルの全国展開を促進し、スマートシティを強力

我が国では、これまで世界が経験したことのな

交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークについ

いような人口減少・超高齢化社会を迎えています。

ては、昨年７月末までに立地適正化計画の作成に

その中で、高齢者、障害者等あらゆる方々があらゆ

取り組む市町村が477都市、作成・公表した市町村

る場で活躍できる「一億総活躍社会」を実現し、

が272都市、立地適正化計画と地域公共交通網形

全ての方々が輝く社会を目指すことが重要です。

成計画を併せて作成した市町村が172都市と着実

（「国土の長期展望」のとりまとめ）

に推進してまいります。
生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共

に増加しております。今後、さらなる裾野の拡大を
図るとともに、引き続き、省庁横断的な枠組を通じ

現行の「国土形成計画（全国計画）」は、平成27

て支援施策の充実、モデル都市の形成・横展開、

年の策定後４年が経過していますが、その間にも、

取組成果の見える化を進め、市町村の取組を支援

人口減少・少子高齢化の急激な進行、自然災害の

してまいります。また、頻発・激甚化する自然災害

激甚化・頻発化等、国土を取り巻く状況は目まぐる

に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規

しく変化しています。

立地の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進

これらの状況変化を踏まえ、中長期の視点に

の観点から総合的な対策を検討してまいります。

立った今後の国土づくりの方向性を考えるため、概

この他、生産年齢人口の減少などに対応し、都

ね2050年を見据えた課題整理と解決方策の提示

市の魅力向上を図るため、まちなかを車中心から

を行う「国土の長期展望」の検討を引き続き進め

人中心の空間へ転換し、多様な人々の交流・滞在

てまいります。

の場を提供する「居心地が良く歩きたくなるまちな

（持続可能な地域社会の形成）

か」づくりに向けて、官民一体となった魅力的な公
共空間の創出に取り組んでまいります。加えて、道

AI、IoT等の新技術をまちづくりに取り入れた

路における車中心から人中心へのニーズの変化を

「スマートシティ」については、昨年５月に先駆的

踏まえ、｢賑わい創出に資する空間｣を道路基準等
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へ新たに位置づけるとともに、道路ネットワークや

いて、地元の理解を得つつ、着実に整備が進めら

地域の多様なニーズに応じて道路空間を再構築す

れるよう、必要な取組を行ってまいります。

ることにより、地域の活性化や交通安全の向上を
図る｢人中心の道路空間｣の実現に向けた取組を進
めてまいります。

（港湾法の改正等）
昨年、洋上風力発電の導入の促進等を内容とす

さらに、グローバル化が進展する世界で競争力

る「港湾法の一部を改正する法律」が成立しまし

を保つため、都市再生緊急整備地域等において、

た。私も国土交通大臣として国会審議の場に立ち

引き続き、民間投資の喚起を通じた都市再生を推

ましたが、本法律により、我が国においても洋上風

進し、都市の国際競争力強化に取り組んでまいり

力発電の導入が大きく前進するものと期待しており

ます。

ます。今後、再エネ海域利用法に基づく促進区域

（重点的・戦略的な社会資本整備）

の指定等を進めるとともに、基地港湾制度の活用
によりその導入拡大に取り組みます。

社会資本整備については、厳しい財政制約の

また、本法律では、我が国への国際基幹航路の

下、安全・安心の確保を前提に、生産性の向上や

寄港回数の維持・増加に向けた改正も行われまし

経済活性化に資する、ストック効果の高い事業を

た。今後、法律の内容に即しつつ、国土交通省とし

重点的・戦略的に進めることが必要です。

て、港湾運営会社が行う船社等に対する営業活動

高速道路については、財政投融資を活用して、

等への適切な支援や、大水深コンテナターミナル

生産性向上のための新名神高速道 路の六車線

の整備など、官民一体となった取組を加速してまい

化、安全性・信頼性等の向上のための暫定二車線

ります。

区間における四車線化等を行うこととしています。

加えて、国会審議の場では、港湾の国際競争力

また、物流上重要な道路輸送網を「重要物流

強化の観点から、LNGバンカリングの早期整備の

道路」として指定し、平常時・災害時を問わない安

必要性等についても、有意義な議論を行うことが

全かつ円滑な物流等を確保するための機能強化や

できました。今後の環境性能に優れるLNG燃料船

重点支援・投資を行ってまいります。加えて、特車

の更なる導入進展を見据え、来年度中のLNGバン

許可の審査の迅速化やデジタル化の推進による新

カリング拠点の供用開始に向けて取り組んでまい

たな制度の検討に取り組むとともに、ダブル連結ト

ります。

ラックの普及促進、トラック隊列走行の実現を見据
え、高速道路インフラの活用について検討してまい
ります。

（インフラシステムの海外展開）
我が国企業のビジネス機会を拡大するには、旺

これに加え、整備新幹線、
リニア中央新幹線や、

盛な海外需要を取り込むことも重要です。我が国

地域産業の生産性向上に直結するインフラ等につ

の強みとする「質の高いインフラシステム」の海外
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展開を図るため、
「国土交通省インフラシステム海

す。また、昨年４月より本運用が開始された「建設

外展開行動計画2019」に基づき、トップセールス

キャリアアップシステム」により、建設技能者の経

や、案件形成に向けた官民インフラ会議、二国間

験や技能を業界横断的に蓄積し、その処遇改善に

会議等の開催、新興国等への制度整備支援を通

つなげてまいります。あわせて、建設技能者に必要

じたビジネス環境の改善等を戦略的に行ってまい

とされる技能の習得を継続的に行う建設リカレン

ります。また、インフラの開発・整備については、現

ト教育や多能工化の推進などの人材育成も進めて

地政府の影響力の強さや整備・運営段階の需要リ

まいります。

スクなどから、民間企業のみでの参入が困難であ

また、担い手の確保にあたっては、外国人材の

ることが少なくありません。そのため、８分野15の

受入れも極めて重要な課題です。昨年より特定技

独立行政法人等の中立性や交渉力、専門的な技

能外国人の受入が開始され、国土交通省関係では

術やノウハウを活用するとともに、株式会社海外交

建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊の

通・都市開発事業支援機構（JOIN）による民間企

５分野において、特定技能外国人の受入れを行う

業との共同出資や現地政府との調整等を通じたリ

こととしております。引き続き、関係業界や関係省

スクの分担・軽減により、我が国企業が参入しや

庁と連携し、必要なプロセスを経て、外国人材の

すい環境づくりを積極的に推進してまいります。併

受入れを進めてまいります。

せて、日米インフラフォーラムの開催等を通じた海
外企業とのマッチング支援により、官民一体となっ
たインフラシステムの輸出拡大を図ってまいりま
す。

（現場を支える人材の確保・育成等に向け
た働き方改革）

（Society5.0時代に向けた取組）
人口減少・超高齢化社会を迎える中で、国民の
安全・安心や持続的な経済成長を確保するには、
働き手の減少を上回る生産性の向上によって潜在
的な成長力を高め、新たな需要を掘り起こすこと
が極めて重要です。そのため、新技術も積極的に

社会全体の生産性向上に加え、産業の中長期

活用し、スマートシティの推進等のほか、我が国産

的な担い手の確保・育成に向けて働き方改革を進

業の生産性向上や新市場の開拓に向けた取組を

めることも重要です。

進める必要があります。

建設産業においては、適正な工期設定や週休２

建設現場においては、測量・施工・検査等の建

日、公共工事の施工時期の平準化の推進など、関

設生産プロセス全体を対象としてICTの導入を拡

係者一丸となった取組が不可欠です。昨年６月に

大するi-Constructionを進めます。これまで対象と

成立した新・担い手３法を踏まえ、働き方改革や災

なる国土交通省発注工事の約６割でICTを活用し

害時の緊急対応強化、持続可能な事業環境の確

た工事が実施される一方、地方公共団体や中小企

保等に向け、実行性のある施策を講じてまいりま

業への普及促進が課題として残っており、積算基
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準の改定やトップランナーによる普及活動等、地方

年度を目途に有人地帯での目視外飛行による荷物

自治体や中小企業がさらにICTを導入しやすくな

配送などのサービスを可能にするため、その実現に

るような環境整備を推進するとともに、5Gを活用

向けた安全性を確保するための制度設計の基本

した無人化施工等の新技術の現場実装を推進し

方針を本年度中に策定します。

ます。

海事分野においては、実海域における遠隔操

また、i-Constructionの取組により得られるデー

船実証の実施など、自動運航船の実用化に向け

タや、地盤情報、民間建築物等の国土に関する情

た取組の加速化をはじめ、造船・海運分野や海洋

報、官民が保有する公共交通や物流・商流等の

開発分野の国際競争力向上を図る「i-Shipping」や

経済活動に関するデータ、気象等の自然現象に関

「j-Ocean」の取組を着実に進めるとともに、造船

するデータを連携させ、サイバー空間上に再現する

市場における公正な競争条件の環境整備を推進し

「国土交通データプラットフォーム」を産官学が連

てまいります。また、環境対策についても、GHG排

携して構築し、施策の高度化やイノベーションの創

出削減目標の実現に向けた取組やSOx規制強化

出を目指します。

の円滑な実施を着実に行ってまいります。

物流分野では、貨客混載等の旅客運送事業と

鉄道分野では、将来的な人材不足に対応し、特

貨物運送事業のかけもちへの支援を充実させ、拠

に経営の厳しい地方鉄道におけるコスト削減等を

点となる物流施設への資金支援を行ってまいりま

図るため、踏切等を有する一般的な路線での自動

す。

運転や、準天頂衛星等を用いた制度の高い位置検

道路分野においては、ETC2.0等のビッグデータ

知システムの導入、地上と列車の間の情報伝送に

を活用し、渋滞箇所の状況をきめ細かく把握・整

無線通信を利用した列車の制御を行うシステムの

理し、効果的なピンポイント渋滞対策を引き続き

普及などを推進します。

推進してまいります。

自動車分野では、昨年５月に「道路運送車両法

港湾分野においては、コンテナターミナルにおけ

の一部を改正する法律」が成立し、自動車検査証

る、世界最高水準の生産性と良好な労働環境を創

がICカード化されるとともに、自動車検査証の記

出するため、港湾情報や貿易手続情報のデータ連

録等事務に係る委託制度が創設されたところで

携を核とした「ヒトを支援するAIターミナル」の実

す。引き続きこの制度の確実、円滑な開始に向け、

現に向けた取組を進めてまいります。

準備を進めてまいります。また、自動運転車の安全

航空分野においては、空港での地上支援業務

確保を図るため、自動運行装置の安全基準の策定

（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力

を行うほか、中型バスを使用した自動運転の実証

化・効率化のため、自動走行技術の導入に向けた

実験を来年度に行うことを目指し、車両開発を進

取組等を官民連携して実施してまいります。

めるなど、自動運転車の本格的な普及に向けた取

無人航空機（ドローン）の活用については、2022
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組を進めてまいります。

気象分野では、産業界における気象データの利

事業者、行政機関等に共有・提供する「海洋状況

活用を促進し、新たな気象ビジネスを創出するこ

表示システム」
（海しる）について、各利活用分野

とにより幅広い分野における生産性の向上を目指

のユーザーニーズを踏まえつつ、更なる掲載情報の

します。このため、
「気象ビジネス推進コンソーシ

充実、機能の拡充といった機能強化を進めてまい

アム」と連携し、人材育成の強化を図るとともに、

ります。

産業界のニーズを踏まえた新たな気象データの提
供、更なるオープンデータ化等に取り組んでまいり
ます。さらに、技術革新に応じた制度の見直しも進
めてまいります。

（消費税率引き上げへの対応）
昨年10月に消費税率が10％に引き上げられまし
た。住宅ローン減税や次世代住宅ポイント制度等

公共交通分野では、運行情報等のオープンデー

の住宅取得支援策について、周知を徹底し、経済

タ化の推進を図るため、官民の関係者で構成する

に影響を及ぼすことのないよう、取り組んでまいり

検討会を継続的に開催するとともに、オープンデー

ます。

タを活用したスマートフォンアプリによる実証実験
を官民連携して実施するなど、引き続き取組を推
進してまいります。また、バス・トラックの生産性向
上をはじめ、新たな交通サービスの創出に向け、官

さいごに

民連携でのETC2.0データの活用を推進します。あ

国土交通省は、本年も「現場主義」を徹底し、

わせて、AIによる画像解析の活用など、道路ネット

諸課題に全力で取り組んでいく所存です。国民の

ワーク全体の情報収集を充実し、人や自転車等を

皆様の一層の御理解、御協力をお願いするととも

含めた新たな調査体系や共通情報基盤を構築し、

に、本年が皆様方にとりまして希望に満ちた、大

地域のモビリティサービスの強化に取り組んでまい

いなる発展の年になりますことを心から祈念いた

ります。

します。

その他、自動運転、ICT施工等の幅広い分野で
の新産業創出、生産性向上等に貢献するため、位
置の基準である国家座標に基づき、いつでも、どこ
でも、誰でも高精度な測位や地図を活用できるよ
う、
「電子基準点網」の拡充・耐災害性強化や３次
元地図の品質確保・活用促進を実施します。また、
海洋状況把握（MDA）の能力強化に向けた取組
の一つとして、各関係府省等が保有する広域性・リ
アルタイム性の高い様々な海洋情報を集約し、民間
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洋上風力発電導入促進のための港湾法改正に
ついて
国土交通省港湾局

１．はじめに

海洋・環境課

海洋利用開発室

中尾

直幸

また、エネルギー基本計画（平成 30 年７月閣議決定）
において、再生可能エネルギーは、エネルギー安全保障

令和元年11月、第200 回国会において、
「港湾法の一

にも寄与できる有望かつ多様で、長期を展望した環境負

部を改正する法律」が成立し、今後より一層の洋上風力

荷の低減を見据えつつ活用していく重要な低炭素の国産

発電の円滑な導入促進に向けた取組みが進められる見

エネルギーとして位置付けられ、2030 年のエネルギー

込みです。本稿では、我が国における洋上風力発電導入

ミックスにおける電源構成比率の実現とともに、確実な

に向けた歩み、近年の洋上風力発電の導入に向けた取

主力電源化への布石としての取組を早期に進めることと

組み、そして「港湾法の一部を改正する法律」について

されており、再生可能エネルギーの導入に向けた取り組

の概要と今後の展望について解説致します。

みが進められております。

２．我が国における洋上風力発電導入に
向けた歩み

３．近年の洋上風力発電の導入に向けた
取組み

海洋の利用は、海洋基本法（平成１９年法律第３３号）
において、
「海洋の開発及び利用が我が国の経済社会の

３－１．背景
海に囲まれ、かつ国土の面積も狭あいな日本において、

存立の基盤である」とされるとともに、
「将来にわたり海

洋上風力発電は、再生可能エネルギーの最大限の導入

洋の恵沢を享受できるよう、海洋環境の保全を図りつつ

と国民負担抑制を両立する重要な電源であります。しか

海洋の持続的な開発及び利用を可能とすることを旨とし

し、急激なコスト低下が進み、大規模な開発が可能となっ

て、その積極的な開発及び利用が行われなければなら

た海外に比べ、海域の利用に関して長期占用を実現する

ない」としており、特に、再生可能エネルギーの導入に

ための統一的ルールや先行利用者との調整の枠組みが

よる海域の利用については、第３期海洋基本計画（平成

存在しないことなどの課題により導入が進んでいない状

30 年５月閣議決定）において、
「世界有数の広大な管轄

況でした。

海域を活かし、海洋資源の開発や再生可能エネルギー
の利用拡大等豊かな海の恵みの活用を進めるべき」とし

上記の課題に対する取り組みとして、平成２８年に港

ております。

図1
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３－２．平成 28 年における港湾法の改正

占用公募制度
（改正港湾法：H28.7施行）
の概要

湾法が改正され、港湾の機能を確保しつつ、港湾区域

再エネ海域利用法においては、基本方針の策定、促

内の水域等の有効活用を図るため、長期にわたり使用さ

進区域の指定、促進区域内の海域の占用等に係る事業

れる洋上風力発電設備等の設置について、港湾区域内

者の公募制度の創設等の措置を講じることとされていま

の水域等における占用の許可を申請できる者を公募によ

す。促進区域の指定や公募による事業者選定に関する具

り決定することのできる占用公募制度が創設されました。

体的な運用方法の検討を行うため、国土交通省において

法律の概要は図１のとおりです。これにより、鹿島港と

は交通政策審議会港湾分科会環境部会の下に洋上風力

北九州港において、占用公募制度を適用して、事業者が

促進小委員会を設置し、経済産業省資源エネルギー庁

選定されております。

に設置された洋上風力促進ワーキンググループと合同会
議を開催し、促進区域指定時の関係地方自治体、事業

３－３．海洋再生可能エネルギー発電設備の整備
に係る海域の利用の促進に関する法律
（平成30年12月公布、平成31年4月施行）
港湾区域内における占用公募制度が創設された一方、

者その他の利害関係者等の予見可能性を確保するための
ガイドラインとして「海洋再生可能エネルギー発電設備
促進区域指定ガイドライン」を令和元年６月に策定し、
また、関係者の予見可能性や促進区域の公平性を確保

海域の大半を占める一般海域においては占用に関する統

するために全国で統一的な運用指針として「一般海域に

一的なルールが存在せず、また、先行利用者と発電事

おける占用公募制度の運用指針」を令和元年６月に策定

業者の間の調整の仕組みもないという状況でした。これ

しました。令和元年７月には、経済産業省、国土交通省

らの課題を解消すべく、港湾法の占用公募制度をモデル

は今後の促進区域の指定に向けて、既に一定の準備段

とし、一般海域における海洋再生可能エネルギー発電

階に進んでいる区域として図３に示す１１区域を整理し、

設備の整備に関し、関係者との調整の枠組みを定めつ

公表しました。このうち、秋田県能代市、三種町および

つ海域の長期にわたる占用が可能となるよう所要の措置

男鹿市沖、秋田県由利本荘市沖（北側・南側）、千葉県

を講ずるための海洋再生可能エネルギー発電設備の整

銚子市沖、長崎県五島市沖の４区域は、有望な区域とし

備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成 30 年法

て協議会の組織や国による風況・地質調査の準備を直

律 89 号。以下、
「再エネ海域利用法」
。
）が平成 31年４

ちに開始しています。今後も引き続き、協議会において

月より施行されました。再エネ海域利用法の法体系に基

関係者間で必要な協議を行い、促進区域を指定して参り

づく運用手順は下記の図２のとおりになります。

ます。

図2

再エネ海域利用法の運用手順
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図3

促進区域の指定に向けた有望な区域等

４．令和元年度における港湾法改正

材を扱うことができる高い耐荷重性を備えた岸壁や、長
尺資機材の保管・組立が可能な規模の荷さばき地を備え

４－１．港湾法改正の必要性

た埠頭を有する図４に示すような港湾が必要である一方、

上記のように、再生可能エネルギー発電に関する港湾

そのような要件を満たす港湾は現在無く、将来的にも数

区域や一般海域の利用ルールが法整備され、今後、洋

は限定的となる見込みであり、参入を希望する多数の発

上風力発電の導入が加速する見込みでありますが、海

電事業者に対して利用調整が必要となることが予想され

洋再生可能エネルギー発電設備等（洋上風力発電設備）

ます。また、発電事業は長期にわたり、設置のみでなく

の設置及び維持管理には、発電設備の重厚長大な資機

維持管理の期間も含め、埠頭の利用を確保する必要があ

図4
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基地港湾の例
（デンマーク・エスビアウ港）

洋上風力発電導入促進のための港湾法改正について

りますが、港湾法は、埠頭の利用については短期の使用

め、港湾管理者の行政区域を越えて広域に展開し、参

許可を前提としており、長期的・安定的な使用に対応し

入時期の異なる複数の事業者による風力発電設備の設

うる規定はありません。このため、国土交通大臣が海洋

置及び維持管理等の円滑な実施に資するための基地港

再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（以下「基地港

湾の利用については、全国的・広域的な観点から、国有

湾」）として基地港湾に適した港湾を指定し、指定され

港湾施設の効果的・効率的な利用調整を図る必要があ

た港湾において、自ら整備（直轄工事）した基地港湾の

ります。加えて、一般海域における発電事業者は国が選

埠頭を、広域に展開する複数の洋上風力発電事業者に

定することとなることから、これらの選定事業者の基地

直接貸し付けることができる特例を設け、長期的かつ安

となる港湾施設を国が、長期的かつ安定的に利用させる

定的な埠頭の利用を確保するとともに、参入時期が異な

ことが効率的です。このため、広域的な視点から全体最

る複数の事業者間の利用調整を行うことができることと

適を考慮し、国が基地港湾を指定し、図５に示すように、

するため、
「港湾法の一部を改正する法律案」を第200

指定した基地港湾の埠頭（行政財産）を事業者に直接

回国会に提出したところであり、令和元年11月に成立致

長期間貸し付けることができる制度を創設することとし

しました。

たところです。

４－２．海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点
港湾（基地港湾）の指定

５．終わりに

国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備
等取扱埠頭を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況

再エネ海域利用法の施行に伴う、一般海域の利用に

等を勘案し、当該埠頭を中核として洋上風力発電設備の

関して利害関係者との調整等のルール化、長期占用を可

設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港

能とする仕組みの整備、港湾法の改正に伴う基地港湾

湾の効果的な利用の推進を図ることが、我が国の経済

に関する新たな制度の創設や国等による既存の港湾施

社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特

設の改良により、洋上風力発電事業の見込みが立ちやす

に重要なものを、基地港湾として指定することができる

くなり、洋上風力発電のより一層の円滑な導入に資する

こととしております。

ことができるものと考えております。国土交通省といたし
ましては、引き続きこうした取り組みを着実に推進するこ

４－３．発電事業者への埠頭（行政財産）の長期
貸付け

とにより、我が国における洋上風力発電の導入拡大を実
現して参ります。

洋上風力発電設備の基地港湾の数は限定的であるた

図5

基地港湾の埠頭を発電事業者へ直接長期貸し付ける制度の概要
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港湾の建設工事関係団体の連携と働き方改革推進・
担い手の確保育成―清水会長が岩手県立種市高校を訪問―
一般社団法人日本埋立浚渫協会 専務理事

福田

功

1．清水会長が種市高校で南部素潜り体験
2019年8月22日、
（ 一社）日本埋立浚渫協会の清水琢
三会長は、全国で唯一潜水と海洋土木も学べる海洋開
発科が設置されている岩手県立種市高校を訪問し、伝
統の南部素潜りを体験されました。かねてより、
（一社）
日本潜水協会の鉄芳松会長から、港湾工事で活躍する
潜水士を多く輩出されている種市高校に一緒に参りま
しょうとのお誘いを受けていて、お盆明けのこの日、よ
うやくそのチャンスが訪れました。
当協会からは、清水会長のほか、中村俊智東北支部
長、本部の基本問題検討部会から田口智部会長(五洋建

写真-2

潜水具を身に着けた清水会長
（左）
と鉃会長

設)、木村章さん
（東亜建設工業）
、友枝秀徳さん
（東洋建
設）
と専務理事の私らが参加して、佐々木副校長や吹切

も34年ぶりに潜られて「むかし取った杵柄でも重くて

先生と意見交換した後、海洋開発科の学生さんの手を

大変だ」とコメントされていました。私も、不安いっぱ

借りての実習プールでの潜水体験、新造された実習船

いでしたが、ユックリとした動きにだんだん慣れて何

「種市丸」
の見学、
学生寮
「白鷗寮」
の見学を行いました。

だか心地よい気持ちにもなれた数分間でした。

なかでもクライマックスは、当地域伝統のヘルメッ
ト式潜水で、総重量65㎏の潜水具を身につけて3mの

また、生徒の皆さんは明るくとても親切だと感じま

プールに入り、頭の前後の動きで送気される空気量を

した。重い潜水具で動けなくなっている大人を手助け

調整しながらプールの底を数分間歩行するといった潜

したり、きびきびと写真撮影に応じたりと、初めての訪

水体験でした。清水会長は
「思ったよりスムーズに行っ

問者によく気を配ってくれました。

たけど明日は筋肉痛になりそうだ」
との感想を、鉄会長

種市丸や白鷗寮はどちらも完成したばかりで、新品
の木や畳の香りが残っていました。その後、地元洋野
町の林教育長や塚野総務学校課長も合流され、海とと
もにあゆむ洋野町について紹介を受けました。
東京から日帰り出張のあわただしい行程での種市高
校訪問でしたが、このような素晴らしい環境で育つ生
徒さん達を頼もしく、また、我々業界の担い手の一員と
してお迎えしたいとの思いを強くした一日でした。

写真-1
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清水会長（右）と鉃会長が南部もぐりを体験
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写真-3

清水会長らが岩手県立種市高校を表敬訪問

2．動き出した働き方改革

して4週4 ～ 5閉所以下の現場が相当数有ることも事実
であるため、課題解決にピッチを上げてゆく必要があ

（1）
改正労働基準法と長時間労働規制

ると感じています。

2019年4月改正労働基準法が施行され、建設業にお
いても2024年4月から罰則付きの時間外労働の上限規

表－1

制が適用されることになりました。適用される規制は
表－１の通りで、週休2日が定着しない建設業界では
これをクリアーすることは困難なので、
（ 一社）日本建
設業連合会（以下日建連）は、建設現場の作業所の土日
閉所を原則とする働き方改革の基本方針をいち早く打

建設業において2024年度に適用される
改正法の内容

時間外労働の
特別条項
上限規制の原則 （臨時的な特別の事情がある場合）
・月45時間
・年360時間

ち出されました。当協会でも、日建連の方針を基本に、
2018年3月、気象海象条件の影響を受けやすいという
港湾工事の特性に配慮した
「港湾工事における働き方
改革の基本方針」
（表―2）を公表しました。港湾工事で
も陸上でやれる様な工事ならば土日閉所を原則とし、

・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が
月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計につ
いて、２，３，４，５，６か月の平均
が、すべて１月当たり80時間以内
・時間外労働が45時間を超えるこ
とができるのは、年6 ヵ月が限度
＊（一社）日本建設業連合会資料より

気象海象条件の影響を受けやすいケーソン据付け工事
等では土日が休めなくとも当月内に代休を取る4週8休
を基本とする。但し、供用時期が限られているなどで4
週8閉所が困難で仮に4週4閉所とか4週6閉所しかでき
ない場合でも、交代要員を置くなどして個人ベースで
見れば4週8休が確保されるようにするといった内容で
す。
ここ数年、当協会では国土交通省の地方整備局等と
の意見交換会の中で、会員企業の休日取得の実態調査
の結果を示しながら、上記働き方改革の基本方針をご
説明して参りました。もちろん国土交通省では働き方
改革を一層推進するための「加速化プログラム」の策定
など積極的な動きをされており、その効果もあって休
日の取得状況は徐々に改善傾向にありますが、依然と

表－2

港湾工事における働き方改革推進の基本方針
（平成30年3月 （一社）日本埋立浚渫協会）

【目指すべき目標】

（時間外労働の上限規制適用後、2024年4月以降）

①土曜日・日曜日の閉所を原則とする
（土日閉所）
②気象・海象条件の影響を受けやすい港湾工事で、
やむを得ず土日に閉所できなかった場合は、当月
内に振替閉所を行う
（4週8閉所）
例えば、ケーソンの据付等、数日にわたり連続
静穏日が必要な工種
③供用開始時期が決まっている等、特別な事情で土
曜閉所および振替閉所が困難な場合でも、交代で
休むことにより個人ベースで4週8休を確保する
（4週8休）
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（2）
乗り越えるべき課題

当な割合であります。工期を短縮するためには、従前

長い間、建設現場では工事を受注したら土日無く作

にない新たな技術が導入されることもありますが、大

業船を動かして早く工事を終了させる。休みは工事の

抵の場合はそのような時間的余裕は無く既存技術の延

切れ間か、荒天で海の作業が出来ないときに取れば良

長上の工夫や努力で対応します。具体的な方法として

いという考え方でやってきました。

は

しかし、現場で働く人の意識も変わって参りまし

①ICT技術の活用

②作業船や機械の性能アップ

③プレキャストコンクリートなど既製の材料活用

た。図―1は、今年度実施した現場の技能労働者の意識

などです。これまではこのような工夫の積み重ねにつ

調査結果の一部です。従前、遠隔地で作業する場合、作

いては企業努力として行ってきました。しかし、今は

業員は休みをとるよりも早く仕事を終えて家に帰るこ

週休2日の実現のために生産性をいっそう向上させて

とを望んでいると言われていました。しかしながら、

工事のスピードアップを図る必要に迫られています。

遠隔地の作業でも8割に近い人が休日取得を望んでい
ることがわかります。

さらに、交替制試行工事の実施について地方整備局
等にお願いしているところです。供用時期が決められ

乗り越えるべき課題のひとつは、建設工事の受注者

た急ぎの工事を交替制試行工事に指定して、閉所はで

サイドにある経営者、現場職員、作業者の全てが休日確

きなくても交代要員をおいて個人ベースでは4週8休確

保に対する意識をしっかりと持つこと、そして、改正品

保にトライする主旨の工事です。果たして元請けのみ

確法等の趣旨を踏まえ発注者の皆さんにも、休日確保

ならず協力会社や専門工事の交替要員は確保できるの

を考慮した適正工期の考え方を現場レベルに徹底させ

か。人件費のほかの直接工事費や間接費の上昇はどう

ていただくことが重要と考えています。

なのか、地域差は大きいのか、他にどのような課題が発

また、港湾や空港の工事は供用時期が決められてい
て、工事期間を可能な限り短く要求されるケースが相

図－1
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生するのか、それらについて試行工事を通して受発注
者が確認し解決する必要があります。

遠隔地での作業
（２週間以上）が続く場合の休日はどのように取りたいか？
⇒
「早く帰りたいが、
日曜日または土日は休みたい」が全体で79％と多い

港湾の建設工事関係団体の連携と働き方改革推進・担い手の確保育成

（3）
関係5団体の協力

いましたが、今は重要な協会活動として取組んでいま

港湾工事の現場では、元請会社や協力会社の技術者

す。現在、当協会本部に若手や女性を主なメンバーと

のほか作業船の技術者、船員、潜水士の皆さんなどの海

する広報WGを置いて、港湾や海洋工事の魅力を伝え

上の技能者が協力して働いているので、働き方改革推

る学生向けのPRパンフレットや動画作成に取り組ん

進にはそうした技術者、技能労働者の全ての方の協力

でいます。皆さんにもご紹介できる日を楽しみにし

が不可欠です。そこで、当協会では、昨年度から
（一社）

ています。

日本海上起重技術協会、全国浚渫業協会、
（一社）
日本潜
水協会と働き方改革の課題や対策について意見交換を
行ってきました。また、今年度からは日本港湾空港建

4．終わりに

設協会連合会を加えた関係5団体で、週休2日について
の意識調査・実態調査に取り組んでいます。

日本では臨海部に人口が集中し産業や物流等の経

（一社）日本潜水協会からは、潜水士の単価設定や潜

済活動が活発に行われているために、製造業やエネル

水士船の係留場所確保、潜水士の技能レベルと処遇の

ギー、貿易上の国際情勢の変化を受けて、或いは、地震・

連動等についての課題が指摘されています。今後も関

津波、高潮といった自然現象の変動を受けて、日本の臨

係団体で継続して意見交換を行い、課題解決に向け協

海部や港湾には、いつの時代にも様々な建設ニーズが

力して行く所存です。

発生します。建設業界から見える今の港湾の変化は
①CO2削減の観点からLNGや洋上風力発電等の再生可
能エネルギーの導入が進んでいる

3．担い手の確保・育成へ

航クルーズ船が頻繁に寄港する人流の港への転換が進
んでいる

2017年3月、海洋土木技術の持続的発展と港湾潜水
技士等の担い手の確保・育成を図ることを目的にして、

②物流の港から外

③激甚化する自然災害の影響を軽減するた

めの高潮や地震・津波対策が急がれている

などの変

化のうねりの途上にあるように感じています。

岩手県立種市高校と岩手県、洋野町、東北地方整備局港

また、インフラの老朽化が叫ばれていて、2030年時

湾空港部、
（一社）日本潜水協会、
（一社）日本埋立浚渫協

点で、港湾施設の2 ／ 3が築50年以上を迎える時代が

会の6者で連絡調整会議を発足させました。その後3年

やって来ると言われています。

弱を経て、種市高校の生徒さんの工事現場見学会や出

こうした変革期にあっても、ニーズの変化や技術の

前講座の実施、地元イベントでのPRなど連携の輪が広

進化に柔軟に対応できるよう、国土交通省等の関係機

がり始めています。

関や貴協会を始めとする関係団体と連携して、働き方

このような種市高校での経験を糧に、関係団体とも
連携して水産学校や高専の生徒さん、大学生に対して

改革や担い手の確保・育成に取組む所存ですので、今後
ともご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

海上工事の魅力のPRやインターンシップを拡充したい
と考えています。
また、潜水士後継者育成・技術伝承基本方針ならびに
同アクションプログラム
（2017年9月、日本潜水協会策
定）に位置づけられた港湾潜水技能講習
（水中溶接、溶
断、実施場所は清水港）
に対する支援なども行いたいと
考えています。
若年労働人口が減少する中で、将来の担い手である
若手技術者や女性技術者の確保・育成は優先的に取組
むべき課題です。担い手の問題は、これまではどちら
かと言えば会員企業各社の個別的課題として捉えて
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日本サルヴェージにおける飽和潜水運用開始に
ついて
日本サルヴェージ株式会社 取締役専務

西部

好昭

日本サルヴェージ（株）では、深海でのサルベージ作業のために飽和潜水装置を導入したが、日本の法令の下で飽和潜水
技術及び飽和潜水装置の民間企業での国内運用が可能かどうか不明確であったので、昨年（平成30年）、サンドボックス制
度を利用してその可否について内閣府のサンドボックス制度担当部署に諮問していた。その結果、内閣府担当者の関係省庁
との精力的な調整のお蔭で、現行法令の下で飽和潜
水技術及び飽和潜水装置の民間企業での国内運用
が可能であるという結論を得ることができた。
この結果を得て、弊社では、昨年1月末から2月に
かけて別府湾において深度60mでの飽和潜水習熟
訓練を実施した。習熟訓練に続き4月末から5月末に
かけて、済州島沖合約100㎞南の水深120mの海底
に沈没している貨物船から油抜き取り作業を飽和潜
水運用により実施したので、その概要について報告し
ます。

別府湾での飽和潜水習熟訓練

可搬式300m飽和潜水装置の外観

1月30日、飽和潜水装置を設置した作業台船「海進」は別府湾に向けて日本サルヴェージの門司基地を出帆した。翌31日
に別府湾に到着し、水深71mで3点係留後、ダイビングベル（SDC）を無人加圧して水深60mまで降下し、確認試運転を実
施した。2月1日、ダイバー5名を船上減圧室（DDC）にて深度60m相当の圧力まで65分かけて加圧を行った。加圧終了後、
1チーム（ダイバー3名）が交互にダイビングベル（SDC）に移乗して、水深71mの海底まで降下し、水中遊泳して呼吸ガス再
生装置、潜水器及び非常用呼吸装置の動作を確認した。全ての動作確認潜水が終了後、2130からDDCの減圧を開始し
た。
「海進」は門司基地に向けて別府湾を出帆し、2月2日、門司基地岸壁に着岸。2月4日1125に減圧が終了し、
「海進」での
24時間の観察待機後、ダイバー全員異常なしを確認した。翌日、ダイバーは事後健康診断のため、川嶌整形外科病院（大

コントロールバン内の
DDC環境コントロールパネル
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コントロールバン内のSDC環境制御、
呼吸ガス再生装置制御パネル

分県中津市宮夫）に移動し、ダイバーに異常がないという診断の後、飽和潜水習熟訓練を終了した。この習熟訓練では総勢
35名が参加し、訓練により、飽和潜水の運用法について確信を持つことができた。

済州島沖約100㎞南海域での沈没船からの油抜き取り潜水作業
韓国済州島沖合南約100㎞の東シナ海、水深120mに沈没
した貨物船（6563トン）からの油抜き取り作業を飽和潜水で
行うため、4月30日に作業台船「海進」は門司基地を出帆し
た。
「海進」に搭載した潜水関連装置・機材は、ダイバー用個人
潜水装備を含む可搬式300m飽和潜水装置、短時間深々度混
合ガス潜水設備（再圧タンクも含む）、ワーククラスROV（対象
船の事前調査及び非常時・緊急時対応のため）であった。作業
台船「海進」上の各設備・機材の配置を図1に示す。
参加人員は総勢33名で、そのうち、飽和潜水関係者は23名
であった。飽和潜水中、ダイバーは船上減圧室（DDC）で生活
するため、24時間体制で当直体制を組んだ。夜間直の飽和潜
水環境制御班は1700～0700の間、DDC内環境の監視・制御

ガスバンク

（ヘリウム、ヘリウム酸素混合ガス、酸素）

を担当した。

沈没船舷側で油圧ドリル用の油圧ホースを
セッティング中のダイバー
（ダイバーは、汚れ防止のためにディスポーザブル
防護服を着用。作業終了後、SDC内に戻る前に、
防護服は水中で取り外す。）

抜き取られた油はホースにより
船上の廃油溜タンクに送られる

フランジにバルブアッセンブリーを
取り付けた後、油圧ドリルで舷側に
油抜き取りのための穴を
開けているダイバー

（手前から）

油をホースで抜き取るためにバルブを
開けているダイバー

沈没船調査のため発進中のROV

短時間深々度混合ガス潜水設備、
油抜き取りホース、油圧ホース、ROV

2020. 1 SENSUI No.85
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図1

作業台船
「海進」
甲板上配置図

1日の作業工程計画を以下に示す。潜水作業の進捗状況や海象により、多少の変更があった。

・DDC内のダイバー 4名は0700時起床し、
朝食、30分の休憩後、潜水作業の準備開始
・潜水作業は1チーム3名
（ダイバー 2名、
ベルマン1名）で実施、1名はDDCで待機
・潜水作業チーム3名がSDCに移乗して、
水深100 ～ 120m作業現場に到着
・午前中の潜水作業
（3時間）
を実施
（ダイバー 2名は使い捨ての防護服着用）
・午前中の潜水作業終了後、
ダイバー 2名はSDCに戻り、SDC内で昼食・休憩（1時間）
・昼食・休憩後、
ダイバー 2名は交替せずに継続して午後の潜水作業（3 ～ 3.5時間）
・作業現場からDDCに戻り、
後片付け、
シャワー、夕食、DDC内清掃後、2300時に消灯
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日本サルヴェージにおける飽和潜水運用開始について

5月3日の加圧開始から5月31日の減圧終了時までの飽和潜水作業工程全般を以下の図に示す。

潜水作業は1日6時間～ 7時間実施、合計潜水作業日数は13日で、合計潜水作業時間は83時間であった。潜水作業終了
後の減圧時間は約4日間であったが、減圧症などの高気圧傷害の発症はなかった。飽和潜水では短時間深々度潜水と違っ
て、水中での作業時間の制約を受けないため、ダイバーは潜水時間を気にすることなく1日に6 ～ 7時間の潜水作業が可能で
あった。もし今回の潜水作業を短時間混合ガス潜水
（潜水深度100m/潜水時間30min）で行おうとすれば、1回の潜水での
減圧時間は約500分にもなり今回のような長時間に及ぶ深々度での潜水作業は不可能で、飽和潜水の利点が遺憾なく発揮
された。
飽和潜水用潜水呼吸器は、従来のオープンサーキットタイプ
（開放式と呼ばれるダイバーの呼気が直接水中に排気される
タイプ）ではなく、ダイバーの呼気が船上まで回収されて炭酸ガスを除去し、酸素を添加する呼吸ガス再生装置により呼吸
ガスとしてダイバーに再度供給される再利用循環方式を採用している。この方式の採用により、ダイバーの呼吸量が20 ～
40L/minの場合、
呼吸ガス消費量が開放式と比較して約1/10 ～ 1/20の消費量となり、
かなりの経済的効果があった。
弊社では、以前から海外で深々度の短時間潜水作業を行ってきているが、我が国では平成27年4月に改正された高気圧作
業安全衛生規則が施行されて以来、水深40m ～ 80mの短時間深々度混合ガス潜水も実施している。その結果を踏まえ、
深々度での長時間に及ぶ潜水作業の必要性を認識して飽和潜水運用の導入を決断した。飽和潜水技術導入の決定から実
際の運用に至るまで約5年の歳月を費やしたが、今後は諸外国の潜水業界に太刀打ちできるように我が国の潜水業界の発
展に寄与できればと思料する次第である。
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第6回国際水中作業・オフショア業界フォーラム
The 6th International Underwater Operations & Offshore Industry Forum

参加報告

一般社団法人

日本潜水協会

会

長

技術顧問

鉃
橋本

芳松
昭夫（記）

令和元年11月1日から4日まで、中国、厦門
（アモイ）市で開催された第6回国際水中作業・オフショア業界フォーラム
（The 6th International Underwater Operations & Offshore Industry Forum）に、鉃会長と橋本技術顧問が参加してきた
ので、
その概要について報告します。
会 議 名：

第6回国際水中作業・オフショア業界フォーラム
（The 6th International Underwater Operations & Offshore Industry Forum）

主

催：

中国潜水・サルベージ協会
（China Diving & Salvage Contractors Association, CDSCA）
国際海洋工事業協会（International Marine Contractors Association, IMCA）
国際潜水業協会（Association of Diving Contractors International, ADCI）

日

時：

2019年11月1日～ 4日

場

所：

中国、福建省、厦門（アモイ）市

会

場：

廈門百翔五通 Xiamen Wutong Fliport Convention & Exhibition Center

参 加 者：

日本潜水協会

鉃会長、橋本技術顧問

参加目的：

業界任意団体の日本サルベージ協会事務局長で日本潜水協会の理事でもある日本サルヴェージ㈱の西部取
締役専務が、中国潜水・サルベージ協会等が主催する
「第6回国際水中作業・オフショア業界フォーラム」に
おいて『日本サルベージ協会の歴史と活動』について発表されるとともに、日本サルヴェージ㈱の企業紹介
を展示されたので、中国における潜水業界の動向及び中国潜水・サルベージ協会の知見を得るために同行を
お願いし、参加した。

コンフェレンス、展示会会場（左）と
宿泊ホテル（右下）
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「一帯一路」
のもと率先して海洋開発戦略を推進しよう
第6回国際水中作業・オフショア業界フォーラム
2019年11月1日－2日、
中国、
厦門

概

要：

11月1日10時に成田空港から厦門に向かい約3時間半
の飛行後、午後2時に厦門国際空港に到着（時差は－1時

中国国内企業、政府機関・行政関係の展示で、海外から
の展示は数社であった。
11月3日は、日本サルヴェージ㈱の門営業課員の引率

間）。

三

当日夕方は、展示企業開催晩餐会に招待され、その時

により、西部専務、鉃会長、橋本顧問の4名で厦門市島内

に中国潜水・サルベージ協会会長宋家慧（ジアフイ・ソン

をバスとタクシーで巡回した。名門大学の一つで風光明

Jiahui SONG）氏にお会いして、日本からのお土産（焼酎4

媚な厦門国立大学を訪問したが、警備が厳重で一般人は

本、南部ダイバーのバッジ20個、鉃会長綬章記念バッジ

予約なしでは構内に入れず残念であった。

2個等）を手渡した。

11月4日朝、宋家慧中国潜水・サルベージ協会会長と

11月2日午前中は、コンフェレンスでの発表を聴講し

ホテルロビーで会談し、今後、中国潜水・サルベージ協会

た。聴講には中国で水中作業関連の勉強をしている数百

と日本潜水協会との交流を促進することで意見が一致し

名の学生が参加していた。

た。

日本からは深田サルベージ建設の服部部長代理が、会
社概要のプレゼンの後、西部専務がプレゼンを行った。

午後14:55発の飛行機で帰国の途につき、19:30に成
田空港に到着。鉃会長と橋本顧問はここで別れた。

午後は企業展示会場を見て回った。展示企業は殆どが

コンフェレンス会場

会場に準備されていたネームプレート

演題発表後に中国潜水サルベージ協会会長ソン
（宋家慧）氏
から記念品を受け取る日本サルヴェージ㈱西部専務

コンフェレンス会場風景

会場に入る前に整列する学生
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所

見：

中国で開催される潜水関係の国際会議への出席は今
回が初めてであった。台湾の対岸に位置する福建省厦門

水士免許制度などを考慮すると、今後の我が国における
潜水業界の行方に不安を感じた。

市を訪れたのも初めてであったが、人口は450万人ほどで

今回の国際コンフェレンスに参加して特に感じたのは、

風光明媚な地方都市で近代高層ビルが林立する新しい

日本サルベージ協会の主要会員である日本サルヴェー

都市の印象であった。

ジ、深田サルベージ建設、三国屋建設も（一社）日本潜水

会議では習近平総書記主席が推進する「一帯一路」政

協会の会員であるので、両協会が合流一体化して、
「日本

策の基、海洋開発に邁進する中国の姿が随所に垣間見え

潜水・サルベージ協会」を設立することが可能ではないか

た。

と思料する。そうすることにより会員の間で高度な潜水技

中国潜水・サルベージ協会は、中華人民共和国交通運

術を習得し、我が国の潜水技術のみならず潜水業務管理

輸部（日本の国交省に該当）に属する中国救難サルベー

のレベルを向上することができれば、今後、必ず起こりう

ジ（China Rescue & Salvage）の外郭団体で、会員である

る中国からの我が国の潜水業界への進出に対抗できる

9ヶ所の潜水教育訓練機関（学校、企業）では、様々なレ

体制ができるのではないかと思料する。そのためにも我

ベルの潜水士免許証の発行を行っており、毎年、数百人

が国には潜水に関する公的教育訓練機関の設立が望ま

の潜水士が養成されているようである。
「一帯一路」政策

れる。

を前面に押し出して、圧倒的な予算と人員をつぎ込み海
洋開発を進める中国と比べて、このような潜水教育訓練

日本サルヴェージには航空便、ホテルの手配、晩餐会
への招待等、多大なお世話になった。

機関が存在せず、実技の習得も必要としない我が国の潜

中国潜水サルベージ協会 会長ソン（宋家慧）氏から
記念品を受け取る日本潜水協会鉃会長

OCEAN WORKS社製の大気圧潜水器ADSを背景に
鉃会長と橋本顧問
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第6回国際水中作業・オフショア業界フォーラム

参加報告

To: Japan Dive Association
The Year 2020 is around the corner.
Many thanks for JDA's support to CDSA in the past year, especially the participation of Mr. Chairman and
you in the UO Expo this November in Xiamen. Looking forward to further cooperation between us in the
coming year. On behalf of CDSA, I wish you and your colleagues a Merry Christmas and Happy New Year.
----Capt. Song Jiahui, President of CDSA

日本潜水協会へ
2020年も間近に迫っております。
2019年は日本潜水協会（JDA）の中国潜水サルベージ協会（CDSA）へのご協力に感謝します。特に、11月にアモ
イ市で開催されたUO Exp第6回国際水中作業・オフショア業界フォーラム（The 6th International Underwater
Operations & Oﬀ shore Industry Forum）に鉃会長、橋本顧問が参加して頂きありがとうございました。今後も両
協会の交流が続くことを願っております。
中国潜水サルベージ協会（CDSA）を代表して、メリー・クリスマスと新年のお祝いを申し上げます。
中国潜水サルベージ協会（CDSA）会長
キャプテン

ソン・ジアフイ（宋家慧）
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潜水作業のリスク回避戦略
株式会社潜水技術センター

代表取締役

望月

徹

潜水作業には様々なリスクが伴います。そのため「安全な」潜水作業はあり得ません。リスクをゼロにすること
はできませんが、事故にまで発展させないように、様々な工夫や対策を行うことによって、
「 安全に」潜水作業を
行うことは可能です。これらの工夫や対策は、言わば潜水作業のリスクを回避するための戦略ともいえるもので
す。この戦略策定にはなかなか難しいものがありますが、過去のヒヤリハット経験や事故事例は大きなヒントにな
ります。しかし、まだ気付いていないリスクが潜在しているかもしれませんし、経験の少ない作業では十分なリ
スク評価ができない場合もあります。こんなときに役に立つのが、同業他社が行っている対策や方法です。他
のダイバーたちはどうやってリスクを回避しているのでしょうか？そこで、今回は米国のダイバーたちが行っている
潜水作業のリスク回避戦略について見ていきたいと思います。国際ダイバーズ協会で代表理事を務めるHAL
LOMAXからの報告です。
国際ダイバーズ協会（Divers Association International：DAI）
に報告のあった作業ダイバーにおける死亡
事例原因の上位5項目について検討し、潜在する危険性とその回避手段を考える。潜水作業には、潜水とい
う行為自体の他に、自然環境による危険や船舶や作業機器などによる危険がある。潜水に伴う固有の危険性、
すなわち溺水と圧力関連疾病（減圧症や圧外傷）
については、よく知られているので、今回はこれら以外の危
険性について検討する。
先ずこの数年間における潜水業務中の死亡事故原因のうち、何度か繰り返されている要因について考えて
みよう。作業ダイバーの死亡事故原因のトップ5は、世界的に見ても次の通りである。
・不適切な潜水様式の使用・動力装置のロックアウト不備・蓄積エネルギーの開放
・圧力差もしくはΔ
（デルタ）P・水素ガス爆発（水中溶断または溶接時）
これらを見て最初に気づくべき点は、これらの危険は全て回避が可能ということである。つまり、これらの危険
によって引き起こされ死亡災害は全て防ぐことができた可能性がある。

●不適切な潜水様式の使用
2014-15の2年間に国際ダイバーズ協会（DAI）に報告された作業ダイバーの死亡事故の44％はスクーバ
によるものであった。また、2010年に国際石油・ガス生産者協会（International Oil and Gas Producers:
IOGP）
によって行われた沿岸域における潜水作業死亡事例に関する調査では、スクーバが原因であったと報
告されたものが29％を占めた。これらの事案に関して最も懸念される点は、死亡事故を起こしたダイバーが初
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心者や経験未熟であったというわけではないという点である。スクーバは有用な潜水様式であるが、すべての
潜水作業に適しているわけではない。潜水作業にスクーバを用いる際のリスクは以下のようなものがある。
1. 給気はダイバーが携行したボンベに限られており、バックアップがない
2. ダイバーの呼吸の状態や残りの給気量を船上でモニターすることができない
3. 減圧の決定に必要なダイバーの最大潜水深度を船上でモニターすることができない
4. ダイバーの浮上速度と必要な減圧停止をモニターすることができない
5. ダイバーは有線通信機を装備しておらず、無線通信機は通じない場合がある
6. ダイバーは水中TVカメラを装備していないので、潜水監督は異常の発見が遅れる
賢明な潜水工事会社はダイバーにリスクのある作業をスクーバで行うよう指示することはない。一方問題の
多い潜水工事会社は、ダイバーが安全に作業できないところまで価格を下げて仕事を請ける場合がある。彼ら
はスクーバと送気式潜水との費用を比較してスクーバを選ぶ。スクーバの使用を正当化するための理由として、
送気式潜水の方が危険性であるという場合があるが、今日沿岸域や内陸部で行われる潜水作業でも、スクー
バが万能でないことが認められている。例えば、英国とカナダでは、漁業潜水や科学潜水を除いてスクーバに
よる作業は規則によって禁じられている。

●動力装置のロックアウト
（閉鎖）不備
30件の死亡事例のうちの5件（17％）
は、
「動力装置のロックアウト不備」に起因していた。
「動力装置」
とは、ポ
ンプ、プロペラ、インペラー、ゲート、バルブ、またはそれ自体が動いたり、ダイバーに怪我や死をもたらす可
能性のある水中機器を指す。1988年に発生した海底油田プラットフォーム火災事故は、荷油ポンプの点検中に
もかかわらず他のものが知らずに運転スイッチを操作してしまったことが原因であった。ミスは単純なものであっ
たが、結果は死者167名に及ぶ未曾有の大災害となった。この教訓から、動力装置のロックアウトを確実に行
うために、ほとんどの石油プラットフォームや発電プラントでは動力装置の運転開始時に第三者によるチェックを
必要とする
「作業開始許可システム」が採用されている。
それでもなお、動力装置によるダイバーの死亡事故は絶えない。多くの産業施設は運転時に水を必要とする
ため、取水口と排水口が設けられている。これらに共通する問題は、水棲生物の繁殖であり、それらは取水
口と排水口の流れを阻害する。産業施設の一部には、ダイバーを必要とせずに何年も稼働する場合がある。
そのような施設ではダイバーが必要となった場合、ダイバーを安全に作業させる方法に関する知識がない。こ
れらの施設の一部には作業開始許可システムさえ設置されておらず、設置されていても、ダイバーに言及する
ことはない。
船の船底部で海洋生物が繁殖すると、燃料消費が増加し、速度が低下する。海洋生物は、海水取水口
の流れを邪魔する場合もある。船舶を乾ドックに入渠せずに対処する唯一の方法は、ダイバーによって海洋生
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物を除去することである。また、船はしばしばダイバーがプロペラからロープやその他の破片を取り除くことを必要
とする。この種の作業は毎日起こることではないので、ダイバーを保護するシステムが整っていないことがよくある。

●蓄積エネルギー
蓄積エネルギーによるダイバーの死亡災害は、2014-15年に3件（10％）
であった。より正確には、蓄積された
エネルギーの急速な放出が3人のダイバーを死亡させた。さまざまな素材を伸ばしたり、曲げたり、変形させた
りすると、変形してから数年経っても元の形状に戻る。この元の形状への復帰は、しばしば非常に突発的であ
り暴力的である。これが水中で起こると、状況によっては、ダイバーをひどく傷つけたり殺したりするのに十分な
エネルギーが放出さる場合がある。ほとんどのダイバーは、ケーブル、ロープ、またはチェーンに蓄積されたエ
ネルギーが負荷を受けていることに気付いている。それでも、毎年死亡または負傷するダイバーは後を絶たな
い。2011年のヨーロッパでの海上救助プロジェクトで、張り詰めた状態にあったチェーンが切れ、甲板上にいた
ダイバーを直撃し、死亡させた。また、私には、外れた2インチのナイロンロープに当たって、両足を骨折した
友人がいる。
私たちダイバーの多くは、同様な事故を一度ならず経験したり、目撃しているはずだ。
しかし、多くのダイバー、監督者、管理者が気付いていないのは、パイプライン、ライザー、ドック杭、プラッ
トフォームの構造部材にも蓄積エネルギーが含まれている可能性があることである。深く打ち込まれ、溶接され
る前に片側に引っ張られた鋼杭は、通常、その蓄積されたエネルギーを保持し、数十年後でも切断時に跳ね
返る。
図「A」に示す鋼製杭は、コンクリートキャップに取り付けられた際に横（右）方向に引っ張られた。数年後補
修のためにこの杭を切断すると、蓄積エネルギーによって、左方向に激しく跳ねることになる。
図「B」は、海底パイプライン、ジャケットの脚、ライザーを示す。ライザーをクランプに取り付けるとき、ライ
ザーは本来の位置より右側に反って取り付けられ
た。このクランプが切断されると、蓄積エネルギー
により、ライザーは元の形状に激しく跳ね返る。ラ
イザーの高さが高いほど、動きは大きく強力なもの
となる。
この他ロープ、ワイヤ、およびチェーンに大きな
エネルギーがかかった状態にあることが予見でき
る場合には、そのエネルギーが緩和されるまで近
づかない、離れていなければならない。強く張っ
た状態のロープまたはワイヤは常に横にむち打ち、
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切断または別れたときに元に戻ることに注意する。また、チェーンは常にまっすぐ後方へ飛ぶ。
鋼製杭やライザーに関連するエネルギー蓄積事故を回避する方法は以下の通りである。
1）可能な限り動きが最小になる場所で部材を切断または解放し、2）切断を開始する前に、ロープ、チェーン、
吊り上げスリングおよびレバーホイストで部材の動きを制限する。
切断中にクレーンで杭を保持している場合、クレーンに上向きの歪みがあると、杭は急速に上昇し、その後
ダイバーに向かって落下する。杭を切断するときにクレーンワイヤの状態に注意し、過度な上向きの力が作用
することを回避する。

●圧力差（ΔP）
ゲートや水門などで区切られた水域で、ゲートのこちら側と向こう側とで水位レベルが異なる場合、ダイバー
の近くには常に圧力差によるリスクが存在する。何らかの理由でゲートが少しでも開けば、水位圧力の差によっ
て、ダイバーはゲートに引き込まれてしまうことになる。これは突発的に起こり、非常に急激に進展する。ダイバ
ーが危険を感じた時には、すでに手遅れである。これまでに記録されたほぼすべての圧力差による事故が致
命的であったことが、この事故がどれほど深刻であるかを示している。
圧力差による事故は、報告される死亡の7％を占めており、少なくとも毎年1人のダイバーが、この種の事故
で死亡する。2016年には、5件の死亡事故が圧力差によるものと考えられている。圧力差による脅威があるか
どうかを判断するには、潜水作業エリアとそれに隣接する場所の水位が異なるかどうかを確認することである。
ダム・ゲートの場合、放水側を確認する。ゲート部に多くの流れを示す漏出がある場合、ゲートをリセットし、再
度確認する。
ダイバーが圧力差による流れが発生する可能性
のあるエリアで作業する場合は、リボンのついた長
い支柱を携帯させる。リボンは、僅かな量でも流
れがあることを示す。流れの中で安全に作業でき
ることが確信できない場合には、作業は中止すべ
きである。作業の再開は、水位の低い側を水で
満たし、圧力差による脅威を取り除いた後に初め
て可能となる。

●水素爆発
2014-15年に報告された死亡事例の7％は水中切断時の水素爆発によるものであった。水分子は2個の水素
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原子と1個の酸素原子から成るが、その分離には過大な熱と電流が必要となる。作業ダイバーにとって残念な
ことは、水中切断に用いる機材は、この両方を有していることである。水中切断棒の燃焼温度は5,000℃にも
達するため、切断棒の先端付近では水が水素と酸素原子に分離する。これに加えて、切断棒に点火するた
めのDC電流も、水分子内の水素原子と酸素原子の分離を引き起こす。
の水素ガスには、1本のダイナマイトと同じ位
水素は非常に爆発しやすい。1立方フィート
（0.3m 、30リットル）
3

の爆発力がある。水は密度が高いため、ほんの僅かな爆発による衝撃さえ、ダイバーにとっては致命的になる
場合もある。1/4立方フィートの水素ガス爆発でさえ、ダイバーを死傷させるのに十分である。
何が水素爆発を引き起こすのであろうか？図を参照してほしい。図Cで、ダイバーは切断を行っているが、水
素と酸素の泡は水面まで上昇するので、爆発のリスクはほとんどない。一方、図Dでは、ダイバーの頭上には
天井部分があるため、水素と酸素の泡がそこに留まる。このときダイバーは、蓄積した水素ガスの危険にさらさ
れている。このとき、天井部に水素ガスが滞留しないように、切断が完了するまで、空気ホースで天井部をパ
ージする。
図Eでは、ダイバーはパイプを切断しており、水素がパイプ内に滞留している。このときダイバーは、非常に
危険な状況にある。図Fのダイバーは、パイプに穴を開けて、切断の際に生じた水素がその穴から逃げるよう
にした。そのため、水素ガス爆発の危険
はほとんどない。タンクのような密閉構造
に通気するときは、ドリルまたはカッターを
使用する。ドリルやカッターはあまり火花
を生じないので、爆発性ガスに着火する
可能性は小さい。
DC電流によって生成された水素ガス
は、切断中にトーチを冷たく保ち、各ロ
ッドを点火する時だけ高温にすることで

C

D

E

F

簡単に削減できる。切断時にアンペア数
が非常に高く設定されている場合がある
が、通常110〜130アンペアで切断ロッド
に点火することができる。その程度で点
火ができない場合は、アースに問題があ
るか、切断機故障の可能性がある。リ
スクを低下させるために、装置を点検し、
アンペア数を下げる必要がある。
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●リスクアセスメント
2014年と2015年にダイバーズ協会に報告されたダイバー死亡事故の5つの主な原因について検討した。これ
までに示したようなリスクを取り除き、事故を回避することができる魔法の戦略は、
「リスクアセスメント」である。
適切なリスクアセスメントを実施することによって、作業開始前に潜在する危険を特定することができる。適切な
リスクアセスメントの第1段階での重要なポイントは次のとおりである。
・プロジェクトの作業範囲を特定し、個々の作業工程を明確にする
・人員にすべての固有および外部のリスクを特定する
・重篤度の高いリスクを優先的に対処する
・それぞれのリスク低減アクションを特定する
・リスク評価結果に従って作業計画を作成する
通常、第1段階のリスク評価は、現場監督が関与して経営陣によって実施される。第2段階では個々の労働者
が関与する。これは、ジョブハザード分析（JHA）
と呼ばれており、以下の点に対処しなければならない：
・個々の作業工程、作業内容を明確にする
・すべての固有の危険を特定する
・各作業段階でのすべての外部の危険性を特定する
・リスクごとにその低減処置を確認する
・リスク低減処置実施に対して責任がある人員を特定する
個々の仕事が問題なく遂行されるために、我々は各作業がJHAで指示された正確な方法で確実に遂行されな
ければならない。作業範囲または現場条件に重大な変更がある場合、作業を停止し、リスク評価とJHAプロ
セスを再度実施しなければならない。ほとんどのプロジェクトでは、変更管理と呼ばれるプロセスを実施する必
要がある。
作業によるダイバーの死亡事故数は、リスクアセスメントの確実な施行と、積極的な調整によって大きな変化
がもたらされる。すなわち死傷者数の劇的な減少である。
新人から古参のダイバーまで、この業界に属するすべてのものは、内陸であろうと沖合であろうと、実施され
る全ての潜水作業プロジェクトでリスクアセスメントの使用を主張していかなければならない。それが潜水作業
の危険を回避するための最良の方法である。それは、我々ダイバー自身のためだけでなく、私たちの家族のた
め、そして何より
「避けられない出来事」のために作業で命を失ったダイバー達に報いるためである。

出
文

展：UnderWater Magazine:“Avoiding the Hazards in Commercial Diving”
責：㈱潜水技術センター 望月 徹
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濁水中の赤外線カメラによる視界の確保と今後の展望
日本海洋株式会社 営業部

佐藤 友亮

我が国では、高度経済成長期以降に整備したインフラがこれから一斉に老朽化すると見込まれます。
よって、
インフラ長寿命化計画（行動計画）
に基づく計画的な維持管理、更新に関する取り組みが検討・実施されてい
ます。水中部のインフラに関しては港湾設備（岸壁）やダムの堤体、橋梁の橋脚部などが維持管理の対象で
す。一方、少子高齢化が深刻な問題となっており、我が国ではすでに2007年に「超高齢社会」
（総人口の21%
以上が65歳以上の高齢者）へ突入している状態です。
これにより、働き手が減少しているため、
これを上回る
生産性の向上によってさらなる成長力を高めることが、
これから極めて重要となります。
今回、弊社は新たに水中作業にて生産
性向上に寄与するDarkwater Vision社
製赤外線カメラを取り扱い始めました。本シ
ステムは
“UVAS”
（Underwater Vision
AugmentationSystem） 技術により、人
間の目には見えない光を感知し、その特定
波長領域のみを増幅する UVAS Torch
を利 用し、濁りや暗い水中の景 色を明 瞭
化させます（図１）。
これにより本システムを
使用することで港湾、配管内、
ダムなど暗く
濁った水中で作業をするダイバーやROV
の視野を拡張させ、従来の光学カメラに比

図１：赤外線カメラ原理

べ格段に作業効率を向上させることが可能
となります。
使用方法は通常の光学カメラと同様に非常に簡便となっており、図２のように潜水士に赤外線カメラおよび
赤外線ライトを装着させ、
スイッチを押下し起動させることで直ぐに利用できます。潜水士は専用のゴーグル型
カメラのレンズを覗き込んで使用するので両手が自由になり、濁水中での機動性向上による作業効率化が期
待できます。

図２：赤外線カメラ装着例
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実際の撮影画像を図３にて紹介し
ます。左側は水槽に黒色インクを垂下
した例で、上は通常の光学カメラで撮
影したもの、下はその水槽を赤外線カ
メラで撮影したものです。上下で比較
すると、赤外線で撮影しているためイ
ンクの濁りを透過し、奥に写っている
自動車が鮮明に見えることがわかりま
す。右側は茶色および赤色の染料を
水道水に混ぜた液体中で撮影した例
です。上はスマートフォンのカメラでライ
トを点けて撮影したもの、下は赤外線

図３：光学カメラと赤外線カメラの濁水中撮影比較

カメラで撮影したものです。昨今のス
マートフォンはデジタルカメラレベルの性能を誇っているものも多いのですが、当然のことながら濁りには弱く、水
槽壁面に記載のアルファベットが非常に判読しづらいのが見て取れます。一方、下の赤外線カメラで撮影した
画像では、
メーカのロゴまで判読可能です。
従来、潜水士が自ら伸ばした手が見えなくなるほどの濁水中では潜水士の作業は制限され、
また視野が確
保できない恐怖による事故発生リスクが常に付きまとっている状態でした。本システムを使用することで、
白黒映
像ではありますが、濁水中での視野が確保でき、夏場においては、
ダムの点検や潜水士自らの動きで舞い上が
る砂で濁る水底での作業効率の向上が期待できます。
このように濁りの多い時期、場所でも安心して作業する
ことができ、
またこれまでは濁りが収束するまで潜水士は水中で待機を余儀なくされていた場所でも、本システム
によりその待機時間をゼロにすることができます。
また、
オプションとして船上部ユニットや赤外線カメラが装着可能なマスクも多岐（図４）
にわたり当社で取り
扱いをしており、現場に応じたシステムで使用することが可能です。

図４：各種オプション
（左から船上用映像録画ユニット、ガーディアン、AGA MKⅡシリーズ、
カービーモーガンダイビングヘルメット）

また、昨今ではROVも多数の小型低廉なモデル
（図５）
も多くなり、
導入している企業も多くなりました。弊社では赤外線カメラ搭載の特
殊環境に適応したROVモデルを本年リリースします。潜水士が立ち
入れない箇所での運用が期待されます。
弊社は本年も潜水作業の生産性向上のため、
あらゆる課題に全
力で取り組んでまいりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
図５：BlueRobotics社製ROV

BlueROV2
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潜水事故報告について

令和元年11月30日現在で、４件の事故報告がありました。

1. 挟まれ事故
被災者

発生年月
R1.5.3

水深等

年齢

経験

傷病名

休業日数

水深

潜水方式

作業内容

58歳

12年

打撲傷

22日

陸上

-

上部工

◎発生状況
・被災者(潜水送気員)は支保工材に玉掛けをするため支保工に乗り、支保工の上部を片手で掴み、クロー
ラクレーンから吊り下げられていた玉掛け器具を体を乗り出して掴もうとしたところ、支保工材が被災
者側に倒れ、被災者の腹部が支保工材に挟まれ負傷した。
◎事故要因
・支保工(Ｈ鋼)の上に乗って玉掛け用スリングロープを引き込むため、上向きで身を乗り出して作業を行っ
た。
・支保工(設置組立)の作業手順書はあるが、玉掛方法の詳細まで記載していなかった。
◎事故再発防止対策
・支保工(Ｈ鋼)の上に乗って玉掛け作業を行わない。玉掛け用具を手の届く位置まで下ろしてから回し込
む。
・外力が加わっても倒れないように、支保工材を固定する。
・作業手順書に玉掛方法の手順を追記して周知徹底する。

2. 転覆事故
発生年月
R1.7.2

被災者

水深等

年齢

経験

傷病名

休業日数

水深

潜水方式

作業内容

55歳

26年

-

0日

-

-

捨石及び均し

◎発生状況
・係留索解除用に船外機船に繋いだ補助ロープが、突発的なうねりにより起重機船が動揺したため海面に
引き込まれた。そのため船外機船が横転し転覆した。(作業員２名、船長１名が海中に落水。怪我なし、
体調異常なし。)
◎事故要因
・係留索解除用に船外機船に繋いだ補助ロープが、突発的なうねりにより起重機船が動揺したため海面に
引き込まれた。そのため船外機船が横転し転覆した。同時に作業員２名、船長１名が海中に落水した。
海上保安部の事情聴取の結果、不可抗力のため事件性なし、再発防止に努める判断となった。
40

2020. 1 SENSUI No.85

◎事故防止対策
（１）
管理的要因
・突発的なうねりに備え起重機船に見張り員を配置し海象状況を確認しながら作業を行う。
・見張り員がうねりを確認した場合は係船作業を一時中断する。
・作業開始前に波の状況を確認し作業員に周知する。
（２）
物的要因
・突発的なうねりにも安全に対応するランクを上げ鋼製の作業船を使用する。
・定アンカーワイヤーの補助ロープのアイ部に別途介助ロープを取付け、アイ部を直接持たないよ
うにする。
・適度な余裕を持たせロープを巻き出す。
（３）
人的要因
・突発的なうねりに備え起重機船に見張り員を配置し海象状況を確認しながら作業を行う。
・大きなうねりが来襲した際は通り過ぎるまで待機する。
・突発的なうねりが発生することについて作業員に再教育を行う。

3. 減圧症
発生年月
R1.7.25

被災者

水深等

年齢

経験

傷病名

休業日数

水深

潜水方式

作業内容

30歳

6年

減圧症

2

-21m

フーカー

捨石荒均し

◎発生状況
・午前中はクレーン付き台船上で潜水補助業務をしていた。午後、潜水士は水深-21mにおいて、クレーン
船のオレンジバケットで荒均しの石つかみ箇所と投入箇所をクレーンオペレーターに指示する作業に従
事していた。作業完了後に浮上して帰港し、所属会社に帰社したところ、潜水士は気分が悪いので病院
に行って診察を受けた。
◎事故要因
・直接的な要因は不明であるが、以下のものが事故の発生要因と思慮する。
・被災者は、ダイエットとして朝食抜きでの習慣となっていた。
・被災者は、７／２２(a.m １回、p.m １回)から７／２５(a.m １回、p.m １回）
までの４日間の連日、潜水
業務時間(146分)＝潜水作業時間(100分)＋浮上時間(46分)と、無理な潜水作業計画を立てていると思わ
れる。
・減圧表は、3% ～ 5%程度のリスクがあるので、過信せずにあくまでも指針的な扱いをすべきである。
・日々の健康チェック(血圧測定、脈拍測定、体温測定等)をして、記録として残しておくべきと思われる。
◎事故再発防止対策
(1) 潜水作業前の体調管理
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・安全当番は、朝礼時に潜水士の朝食摂取の有無を確認する。摂取していなかった場合は、栄養調整食品
を食べさせてから作業に従事させる。午後は、現場担当(配置)者が昼食摂取の有無を確認し、同様の措
置をとる。
(2) 潜水時間・浮上時間厳守
・水深-20m以上での潜水作業が、連続３日目以降は、
「標準空気減圧表」
の潜水時間における浮上停止時間
のランクを１ランク長めの時間を採用し浮上する。
(3) 安全教育の強化
・浮上後間もない潜水士には、軽作業以外の重量物を持たない、飛び跳ねたり、走り回ったりしない、高
い所に上がらない等の負担のかかることはしない・させないこととする。
また、潜水士以外の送気員・連絡員及び船員に周知し、
「潜水作業計画・記録」
にルールとして明記する。
・事故の原因を共有するとともに、事故再発防止対策を周知徹底する。

４．挟まれ事故
発生年月
R1.10.03

被災者

水深等

年齢

経験

傷病名

休業日数

水深

潜水方式

作業内容

59歳

35年

骨折

180

-21m

フーカー

根固ブロック据付

◎発生状況
・起重機船にて根固ブロック据付作業時、ケーソン上合図者により、１個目のブロックを水中に着底させ
た後、負傷者が潜降した。着底状況を水中で確認したところ、ブロックが既設ブロックに半分乗った状
態だった。そこで、水中で位置調整を行おうとしたとき、うねりで起重機船が動揺しブロックが浮き上
がり、水流でケーソンとブロックの間に吸い込まれ、左足をケーソンとブロックの間にはさみ負傷した。
◎事故要因
・潜水士
（被災者）
が根固ブロックに接近したまま巻上・巻下の合図を行ってしまった。
・潜水士が潜降前にケーソン上からの合図で、根固ブロックを概ね所定位置に着底させたつもりが、隣接
するブロックに半分乗っかる形だった。
・作業中止基準に水中視程の基準を設けておらず退避ルールが曖昧であった。
◎事故再発防止対策
・クレーンの巻上・巻下合図は、最低５m以上
（根固ブロック長辺長以上）
離隔を確保してから行うよう徹底
する。
・潜水士が潜降し目視確認の結果、ブロックが不安定な状態で着底している場合は、潜水士は退避し、ケー
ソン上合図者の合図により再度ブロックを安定した状態で着底するよう据え直す。
・ブロック据付作業時の作業中止基準を設定する。水中視程2.5m未満の場合は退避し視程回復まで待機。
退避離隔は、ブロック位置確認時2.5m以上、ブロック吊上・吊下時は5.0m以上とする。
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【会員専用】

高気圧障害発生時のホットライン開設について

潜水作業に伴い、高気圧障害が発生した場合には、近隣の受け入れ可能な病院への速やかな搬送が望
まれます。しかしながら、近年、潜水病を診察する医療機関・専門医が減少しており、潜水作業に伴う
減圧症等の高気圧障害が発生した場合、適切な治療を受けることができないことが危惧されています。
日本潜水協会では、こうした事態に対応するため、協会顧問である川嶌整形外科病院理事長の川嶌先
生、亀田総合病院救命救急科部長・高気圧酸素治療室室長の鈴木先生に緊急時のご支援をいただいてお
り、九州地区では、川嶌整形外科病院への搬送、その他の地区では、鈴木先生に搬送先病院と連携して
治療の支援をいただいています。
しかしながら、鈴木先生との連絡は、これまで亀田総合病院救命救急センターを通じて行うため、現場・
救急車・搬送先病院と連絡を取るうえで、迅速な連絡が取りづらい環境となっていました。
そこで、この度、鈴木先生と直接連絡が取れる会員専用のホットラインを設置し、迅速な対応ができ
る体制を整えましたのでお知らせします。
〔日本潜水協会顧問〕
（１）
川嶌 眞人 先生 川嶌整形外科病院理事長、日本高気圧環境・潜水医学会代表理事
大分県中津市大字宮夫17（℡：0 9 7 9 - 2 4 - 0 4 6 4 ）
（２）
鈴木 信哉 先生 亀田総合病院救命救急科部長、高気圧酸素治療室室長
千葉県鴨川市東町929
＜会員の皆様へ＞
新設したホットラインの電話番号は、当協会ホームページの
「会員向け情報」のページに
掲載しております。なお、
「会員向け情報」のページに入るためには、
『認証コード』
が必要で
す。
『認証コード』
は、当協会までお問い合わせください。

『港湾工事における潜水作業リスクマネジメントマニュアル』
の発刊について
潜水作業は、港湾工事の中で最も危険性の高い作業の一つであり、一
旦労働災害が発生すると重大な災害につながることが多い作業です。本
書は、港湾工事における潜水作業を対象とした具体的な労働安全衛生リ
スクマネジメントシステムについて示したものです。特に港湾工事にお
ける潜水作業において
「港湾工事安全作業標準書
（ＯＨＳＭＳ）
対応型」等
と併用することも想定しています。潜水作業の関係者が本書を活用する
ことで、一層の作業安全性向上を目的として発刊したものです。価格及
び購入方法は、当協会ホームページをご覧ください。
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政府主催
「海の日」
行事
「海と日本プロジェクト」
への出展

本年度も政府主催の海の日のイベントに岩手県立種市高等学校海洋開発科及び一般社団法人 全日本
潜水連盟と共同で出展しました。４年連続の参加で企画もマンネリ化してきましたが、おさかな風船が
空中に漂う中、多くの方に来訪いただきました。
今回は、阿達国土交通大臣政務官
（2019年7月時）
がヘリオックスガスの吸引を体験されたり、STU48
の皆さんが見学に訪れヘルメット潜水の道具を興味深く見ていました。ヘルメットを被りたいとの希望
がありましたが、残念ながらＮＧで実現しませんでした。

（1）
出展の概要
出 展 名 ： 海を拓く潜水士
出 展 者 ： 一般社団法人 日本潜水協会、
岩手県立種市高等学校海洋開発科
一般社団法人 全日本潜水連盟
日

時 ： 令和元年７月15日
（海の日）10：00 ～ 17：00

場

所 ： 東京港晴海旅客船ターミナルビル内

来訪者数 ： 約1,500人
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（2）
当日の状況

ヘリオックスの吸引を体験する阿達大臣政務官

ヘルメット潜水具を見学するＳＴＵ４８の皆さん
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（３）
来訪者の声
【アンケートの記入から】
ブースを訪れた皆様からは、次のようなご意見をいただきました。
・声が変わらなくて寂しかったです。
（10代/女性）
・潜水器材の種類の豊富さを知ることができた。
（20代/男性）
・とてもわかりやすく満足でした。
（20代/男性）
・ヘリウムガスはとても楽しかったです。
（20代/男性）
・潜水士の装備に触れることができて良い体験でした。
（30代/男性女性）
・ヘリウムガスを吸って声を変える体験は、子どもたちにもわかりやすくておもしろかったです。
（30
代/女性）
・浮遊している魚たちがかわいらしく素敵でした。潜水服も宇宙服のようでおもしろかったです。
潮の匂いがしました。
（30代/女性）
・ヘリウムガスがおもしろかった。
（30代/女性）
・道具の展示がわかりやすかった。
（30代/男性）
・体験が多くて楽しい。
（30代/女性）
・潜水を教えてくれる学校があるのを初めて知り、興味を持ちました。子どもが将来、海に関わる
仕事がしたいので進路の一つに考えます。
（40代/女性）
・小学生向けに種市高校の卒業生が
「どんな仕事についているか」
がもっとわかりやすく出ていると
よいかなと思いました。学校生活についてもあると、進路的に考える人には良いかと思います。
（40
代/女性）
・子どもたちが興味を持ち、楽しんでいました。装備がこんなに重いとは思わず、実物を見て驚き
ました。
（40代/女性）
・映像
（水中作業）
がもっと大きく目立ってもよい。
（40代/女性）
・潜水服の展示などなかなか見れないので良かったです。
（40代/女性）
・ヘリウムガスがおもしろかった。
（40代/男性）
・知らないことばかりでした。
（40代/男性）
・大変勉強になりました。
（40代/男性）
・楽しめる内容でした。
（40代/男性）
・潜水の仕事が具体的に知れて良かったです。
（40代/女性）
・プレゼントが頂けてうれしかったです。
（40代/女性）
・出展者との話がよかったです。
（40代/男性）
・写真撮影コーナー等、とてもおもしろかったです。
（40代/女性）
・ドナルドボイスがうまくいかなかったです。
（40代/男性）
・写真撮れておもしろい。ヘリウムガス楽しい。
（40代/女性）
・実際に使われている品が見れてよかった。
（40代/男性）
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・お金がかかりそう。
（40代/男性）
・ヘリウムガス吸引が興味ありました。
（40代/女性）
・大人やシニア層のために少し大きな文字での展示パネルがあっても良い(親切)かと思います。
（50
代/女性）
・高校からの繋がりがわかって勉強になりました。
（50代/女性）
・こういうイベントでのPRは有効だと思います。
（50代/男性）
・普段、見たことのない機材がたくさんあり、興味深かったです。
（50代/女性）
・潜水ヘルメットの写真がおもしろい。
（50代/男性）
・毎回、素晴らしい展示内容に感動しています。
（50代/男性）
・なかなか工夫して面白いです。
（50代/女性）
・
「あまちゃん」
を見ていたので懐かしい。
（50代/男性）
・潜水士養成の高校があることを初めて知った。
（50代/男性）
・がんばれ岩手！がんばれ東北！（50代/男性）
・展示物に対して質問したら大変わかりやすく説明して頂き、ありがとうございました。
（60代/男性）
・潜水の歴史に興味
（60代/男性）
・潜水士の仕事の内容がわかった。
（70代/男性）
・良く説明していただきました。
（70代/女性）
・若い人、がんばってください。
（70代/男性）
・水中写真に興味あり。
（80代/男性男性）
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第22回 全国水産・海洋高等学校
ダイビング技能コンテスト全国大会
一般社団法人日本潜水協会 関東支部

第２２回全国水産・海洋高等学校ダイビング技能コンテスト全国大会が令和元年８月１８日
（日）
から２０日
（火）
にか
けて、
茨城県立海洋高等学校潜水実習プールを会場に開催されました。
さて、
本コンテストは第１回大会から第９回大会までここ茨城県立海洋高校を主管校として開催され、
以後、
秋田県
立男鹿海洋高校、
新潟県立海洋高校の三会場で開催されてきました。
日本潜水協会では、
平成２６年の第１７回大会から後援団体として参画してきております。
今回協会から鉄会長はじ
め高橋技術安全委員長、
三浦関東駐在部長の３名が開会式から出席しました。
競技は、
８月１８日開会式に先立ち行われた筆記コンテスト、本大会として、
８月１９日５０ｍフリッパー、
スクーバ器材
セッティング技能、
ダイビングレスキュー、
中性浮力コントロールテクニック、
８月２０日オクトパスブリージング、
２００ｍフリッ
パーリレーで行われました。特にフリッパーリレーでは各選手とも出身校の名誉をかけ白熱した大会となりました。
また、
過去の大会に出場し、
現在は協会会員会社に就職して女性潜水士として活躍しておられる先輩ダイバー２名
も駆けつけて母校に声援を送っておりました。
当協会では、水産海洋系の学校と交流を含め、潜水士の後継者育成と技術伝承の推進のため、今後もこの大会
を応援していくとともに、
多くの若い方が潜水業界に入られることを期待しています。

【出場校】
北海道小樽水産高等学校
青森県立八戸水産高等学校
宮城県水産高等学校
秋田県立男鹿海洋高等学校
茨城県立海洋高等学校
東京都立大島海洋国際高等学校
静岡県立焼津水産高等学校
愛知県立三谷水産高等学校

スクーバ器材セッテング技能競技

中性浮力コントロール
テクニック競技

新潟県立海洋高等学校
以上９校２５チーム
（男子１６
・女子９）
【競技結果】
総合の部

優

勝：新潟海洋

準優勝：三谷水産
第三位：茨城海洋

「日本潜水協会会長賞」
鉃会長授与
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岩手県立種市高等学校海洋開発科より

協会会員の皆様方にはご寄付等をはじめ、様々なご支援、ご指導に感謝しております。また、求人に
ついてもたくさん頂きながら、ご期待には十分に応えられていないことなど、申し訳なく感じておりま
す。今後も良い方向に進めるよう努力して参りますので、宜しくお願いいたします。
【平成30年度卒業生の就職状況】

卒業生

35名

潜水関連企業への就職

14名

その他の就職
（漁師、製造等）

4名

海上自衛隊

1名

進学

6名

土木建設企業への就職

8名

未就職

1名

陸上自衛隊

1名

【学生寮の状況】

2年生：5名
1年生：6名

男子4名
（岩手2名・青森1名・茨城1名）
女子1名
（岩手1名）
男子3名
（岩手1名・宮城1名・兵庫1名）
女子3名
（岩手2名・青森1名）

【令和元年度卒業生の動向】
※予定者数も含む

卒業予定者数

28名

潜水関連企業への就職

9名

金属加工・溶接工

3名

海上自衛隊

1名

その他の就職
（漁師、製造等）

4名

土木建設企業への就職

6名

進学

5名

【第7代種市丸新造】
※30年ぶりに実習船種市丸が新しくなりました。

〇バージョンアップした点
1

船の幅を1m広げたことにより、安定感
が増しました。

2

エンジンの出力を上げたことにより、
風に負けずに進めるようになりました。

3

潜水における呼吸ガスのバックアップ
システムを三重に設けました。

4

マルチビームソナーとROVにより潜水
海域を細かく掌握することができるよ
うになりました。

5

船尾アンカーを設けて2点係留が可能と
なりました。

写真 ： 竣工式にて撮影
（5月10日）
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協会の動き
（平成３１年１月～３月）

●平成30年度 理事会
第3回 平成31年3月27日
（水）

●講習会及び研修等
特定潜水士特別研修
平成31年1月12日
（土）
・13（日）於：東京都
港湾工事安全衛生講習会

●平成30年度 運営委員会
第3回 平成31年3月14日
（木）

平成31年2月14日
（木）於：新潟市

※他団体合同

安全管理講習会
平成31年2月22日
（金）於：札幌市

※他団体合同

●地方整備局等意見交換会
四国地方整備局 平成31年2月 4 日
（月）於：高松市
沖縄総合事務局 平成31年2月 8 日
（金）於：那覇市
中部地方整備局 平成31年2月19日
（火）於：名古屋市
近畿地方整備局 平成31年2月22日
（金）於：神戸市
中国地方整備局 平成31年2月27日
（水）於：広島市

●平成30年度 技術・安全委員会
第1回 平成31年3月26日
（火）於：東京都

（平成３１年４月～令和元年１２月）

●第４７回定時総会
令和元年5月28日
（火）於：東京都

●令和元年度理事会
第1回 令和元年5月 8 日
（水）於：東京都
第2回 令和元年5月28日
（火）於：東京都

●高気圧障害発生時の救急対応に関する検討会
第3回 平成31年2月6日
（水）於：東京都

●港湾潜水技士資格認定試験
（台風の接近により9月実施予定を延期）
講習会 平成31年1月26日
（土）於：宜野湾市
試

第3回 令和元年5月28日
（火）於：東京都
※会長他役員選出

●令和元年度運営委員会
第1回 令和元年 9 月17日
（火）
第2回 令和元年11月12日
（火）

験 平成31年1月27日
（日）於：宜野湾市

●特別港湾潜水技士資格認定試験
（午前：講習会、
午後：試験）

●港湾潜水技士資格認定委員会
委員会
第1回 令和元年 5 月13日
（月）

平成31年1月27日
（日）於：仙台市、
新潟市、
岡山市

第2回 令和元年 9 月 3 日
（火）

平成31年2月24日
（日）於：札幌市、
東京都、
福岡市

第3回 令和元年10月10日
（水）
第4回 令和元年12月 3 日
（火）

●港湾潜水技士資格更新講習会
平成31年1月20日
（日）
於：東京都・札幌市（サテライト会場）

専門部会
第1回 令和元年 7 月 2日
（火）

平成31年2月24日
（日）於：八戸市

第2回 令和元年 8 月23日
（金）

平成31年3月23日
（土）於：金沢市

第3回 令和元年 9 月12日
（木）
第４回 令和元年10月 7 日
（月）
第5回 令和元年11月28日
（木）
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●広報・編集委員会
委員会

令和元年 9 月15日
（日）於：札幌市
令和元年10月20日
（日）於：東京都

第1回 令和元年6月 6 日
（木）

令和元年11月10日
（日）於：福岡市

第2回 令和元年9月17日
（火）

令和元年11月17日
（日）於：東京都

海の日イベント実行委員会

令和元年12月15日
（日）於：那覇市

第1回 令和元年6月26日
（水）

令和元年12月22日
（日）於：東京都

第2回 令和元年7月 9 日
（火）

●講習会及び研修等
●支部総会

特定潜水士特別研修

北海道支部

令和元年7月10日
（水）於：札幌市

東北支部

令和元年7月24日
（水）於：仙台市

北陸支部

令和元年6月 5 日
（水）於：新潟市

関東支部

令和元年7月19日
（金）於：横浜市

中部支部

令和元年7月 4 日
（木）於：名古屋市

近畿中国四国支部 令和元年7月 5 日
（金）於：神戸市
九州支部

令和元年6月 4 日
（火）於：福岡市

沖縄支部

令和元年6月24日
（月）於：那覇市

令和元年 8 月24日
（土）
・25日
（日）於：東京都
港湾潜水技士実技講習会
令和元年10月10日
（木）
・11日
（金）於：静岡市
（水中溶接・溶断）
【講師派遣】
髙橋技術･安全委員長

令和元年10月18日
（金）

於：会員会社安全講習会（石垣市）
橋本技術顧問

令和元年11月18日
（月）

於：神戸海洋産業セミナー
（神戸市）
髙木東北支部長

●港湾潜水技士資格認定試験
講習会
験

於：会社安全講習会（仙台市）

令和元年9月28日
（土）
於：東京都、
大阪市、
福岡市

試

令和元年12月20日
（金）

令和元年9月29日
（日）
於:東京都・市川市、
大阪市、
福岡市

●特別港湾潜水技士資格認定試験
（午前：講習会、
午後：試験）
令和元年10月27日
（日）
於：札幌市、
仙台市、
新潟市、
福岡市
令和元年11月17日
（日）
於：東京都、
名古屋市、
神戸市、
那覇市

●港湾潜水技士資格更新講習会

●国土交通省港湾局長要望等
国土交通省港湾局長

令和元年11月12日
（火）

於：東京都

●地方整備局等意見交換会
九州地方整備局 令和元年 6 月4日
（火）於：福岡市
北陸地方整備局 令和元年12月5日
（木）於：新潟市
北海道開発局

令和元年12月6日
（金）於：札幌市

関東地方整備局

令和元年12月10日
（火）
於：横浜市

東北地方整備局

令和元年12月11日
（水）
於：仙台市

●イベント出展

平成31年4月21日
（日）於：東京都

海の日イベント
（海と日本プロジェクト）

令和元年5月19日
（日）於：東京都

令和元年 7月15日
（月）於：東京都

令和元年6月16日
（日）於：東京都
令和元年7月21日
（日）於：東京都

●駐在部長会議

令和元年7月28日
（日）於：神戸市

第1回 令和元年5月29日
（水）

令和元年8月18日
（日）於：東京都

第2回 令和元年12月17日
（火）
・18日
（水）
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国土交通省港湾局長への要望
令和元年11月12日
（火）
、国土交通省港湾局長へ当協会から要望を行いました。
要望事項及び回答要旨は以下のとおりです。
◇ 要望日時 : 令和元年11月12日
（火）15：10 ～ 16：00
◇場

所 : 国土交通省
（３号館10階会議室）

港湾局長要望出席者
◇国土交通省港湾局
【技術企画課】

【総務課】

技術企画課長

遠藤 仁彦

調整官

菊池 一夫

課長補佐

青島 豊一

港湾工事安全推進官

野呂 茂樹			

専門官

三浦 健			

直轄事業係長

加藤 幸輝

施工基準係長

佐藤 絢介

公共調達係長

竹尾 嘉浩

◇一般社団法人 日本潜水協会
会 長

鉃 芳松

理事
（北海道支部長）

堀松 宏朗

副会長

吉永 清人

理事
（東北支部長）

髙木 潤

副会長
（関東支部長）

田原 安

理事
（北陸支部長）

高橋 和彦

専務理事

幸田 勇二

理事
（中部支部長）

吉戸 史臣

理事
（資格認定委員長）

森川 雅行

理事（近畿中国四国支部長） 國富 將嗣

理事
（技術・安全委員長） 髙橋 宏

理事
（九州支部長）

井川 民治

理事

山口 清一

理事
（沖縄支部長）

平良 恒男

理事

田邊 俊郎
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要

望

回 答 要 旨

1. 港湾潜水作業にかかる事業量の確保について
要望書
• 会員企業の大多数は経営規模が比較的に小さ

港湾のインフラ整備については、我が

な専門工事業者であり、公共事業の下請け受

国経済の国際競争力の強化、民間投資や

注により事業活動を営んでおります。潜水業

観光交流の促進、国民の雇用の確保など

の健全な経営維持のため、今後の港湾潜水作

生活の質の向上の他、安全安心な地域づ

業量の十分な確保をお願い致します。そのた

くりに必要不可欠なものと認識していま

め、令和２年度予算においても港湾事業、海

す。したがって港湾関係予算の安定的な

岸事業及び海上空港に関する十分な事業費の

確保に向けて引き続き全力をあげて努力

確保をお願い申し上げます。

して参りたい。
平成元年度の予算については、政府の

• 事業者が、今後の設備投資や雇用などについ

財政が非常に厳しい中、通常予算に加え

ての経営判断ができるよう、今後の潜水作業

て
「防災・減災、国土強靭化のための三か

の事業量の長期的な見通しを明らかにしてい

年緊急対策」のための予算が臨時・特別の

ただきますようお願い申し上げます。

措置として上乗せされた結果、全体で対
前年比1.19倍の予算を確保することができ
ました。令和2年度の通常予算については、
概算要求の段階では対前年比シーリング
目いっぱいの1.19倍を要求しています。満
額確保に向けまして引き続き努力して参
りたい。また、
「防災・減災、国土強靭化の
ための三か年緊急対策」
についても所要の
予算額の確保に向けて努力をして参りた
い。
設備投資や雇用の判断を左右する中長
期的な事業計画について、各地方整備局
との意見交換の場などにおいて、プロジェ
クト毎の事業期間、全体事業費などを提
示させていただいています。今後も引き
続き対応して参りたい。

2.

潜水工事の建設業法に定める専門工事への追加認定について

2. 改正高気圧作業安全衛生規則の施行に関す

回答要旨

• 港湾工事に携わる潜水事業者は、下請契約に

建設業法の専門工事業種として新たに

よって工事に参画するのが一般的です。その

認定されるためには、ある程度の市場規

際、下請契約を締結するためには建設業法に

模が求められています。したがって難し
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要

望

回 答 要 旨

基づく専門工事業者としての認可が必要とな

い問題ですが、潜水業界さんの気持ちは

ります。

重々分かっているつもりですので、引き

しかしながら潜水業は、潜水工事が業種と

続き担当部局との調整を行って参りたい。

して認知されていないため、
「とび、土工、コ
ンクリート工事」
で認可を受けざるを得ないの
が現状です。実態にあわせて潜水工事が建設
業法に規定された専門工事業種として追加認
定されますようご支援をお願い申し上げます。

3.

港湾潜水技士資格の活用について

回答要旨

• 港湾潜水技士につきましては、
「港湾工事等潜

地方整備局の発注工事における潜水作

水作業従事者配置要領
（平成29年3月23日、港

業従事者の資格及び有効期限の確認につ

湾局長発、各地方整備局特定部局長あて、国

いては、
「 潜水作業従事者配置要領」に定

港技第75号）
」
により、潜水作業従事者の資格

めた条件を満たしている作業者を配置し、

としてご活用いただき感謝申し上げます。

資格認定番号、有効期限等の実施体制を

港湾潜水技士資格を保有する潜水士は、

施工計画書へ記載いただき、それを監督

高い施工技術と潜水技術を併せ持ち、安全

職員が確認しています。また、同要領に

かつ効率的な港湾工事に必要とされる十分な

ついては、工事及び業務の共通仕様書に

資質を保持しておりますので、地方整備局等

も反映しており、各地方整備局に対し技

の発注工事におきましては潜水作業従事者の

術者担当者会議等により確認の徹底を指

資格確認を徹底していただくなど、その活用

示しており、引き続き資格の確認を徹底

について引き続きよろしくお願い申し上げま

するよう努めて参ります。

す。

特別港湾潜水技士の活用についてです
が、水中部施工状況確認業務においては、

• 現在、港湾工事等の水中部施工状況の確認業

その業務の内容から港湾工事等の知識を

務につきましては、契約条件にもとづき所定

もった潜水士が求められており、国土交

の研修を受けた潜水士が担務することになっ

通大臣資格として認定されるなどの環境

ております。当協会では、今後、こうした業

が整えば、特別港湾潜水技士資格の具体

務に従事する潜水士の地位と技術の向上を図

的な活用について、潜水協会と意見交換

る目的で、
「特別港湾潜水技士」の資格を創設

をしながら検討して参りたい。

し、昨年度から認定試験を実施しているとこ
ろです。今後、各地方整備局等が実施する水
中部施工状況の確認業務につきましては、
「特
別港湾潜水技士」の資格活用をご検討いただ
きますようお願い申し上げます。
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国土交通省港湾局長への要望

要

4.

望

潜水士の担い手育成への支援について

回 答 要 旨
回答要旨

• 潜水業界の健全な発展に向けて、潜水士の担

潜水士は港湾整備の実施に必要不可

い手の確保・育成が不可欠ですが、近年の少

欠な人材であると認識しており、潜水協

子化や若者の建設業離れなどの影響により、

会による担い手育成活動については感謝

その確保がますます困難になっております。

しています。また、種市高校作成の南部

潜水士の担い手確保ができなければ、今後

もぐり育成PRポスターが
「土木広報大賞

の港湾工事等への影響も避けられないことか

2019」
において企画部門の優秀部門賞を獲

ら、当協会としましても担い手育成の活動に

得したという話も聞いています。潜水士

積極的に取り組んでいるところです。一昨年

の担い手育成に大きく寄与するものと期

3月23日には、岩手県立種市高等学校を支援

待をしています。今後も潜水協会と意見

することにより潜水士の担い手確保・育成を

交換をしながら担い手育成の取り組みに

図りつつ、海洋土木技術の持続的な発展に寄

我々も協力をして参りたい。

与することを目的として、東北地方整備局に
もご参加いただき、関係者による包括的な連
携協定の締結を行うことができ、大変感謝申
し上げます。
今後は、全国の潜水士養成課程のある高
等学校に対しても、同様の取り組みや、就職
説明会の開催など緊密な連携を図って参りた
いと考えております。
ご当局におかれましても、潜水士の担い手
育成に対しましてご支援をいただきますよう
お願い申し上げます。

5.

高気圧障害発生時の救急対応検討への支援について
回答要旨

• 港湾工事等の潜水作業におきましては、安全

高圧治療施設のない地域など空白地帯

確保に対して高い意識を持って臨むことが重

が増えている中、再圧治療室を如何に確

要であると認識しております。潜水作業にお

保していくのかという問題は、命と直結

いて減圧症、空気塞栓症等の高気圧障害の発

する問題なので非常に重要な課題である

症を根絶することは困難であるため、医療機

と考えています。今すぐこうしたら解決

関において再圧治療が行われることを想定し

になるというような解決策が我々として

て施工計画等を策定する必要があります。

もっているわけではないですが、協会内

しかしながら、近年、こうした治療が可能
な高気圧酸素治療施設が設置され、専門医と

の検討会に参加させていただき一緒に知
恵を絞っていきたいと思っています。
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要

望

回 答 要 旨

専門技師が配置されている医療機関が減少す
る傾向にあります。このため当協会では、こ
うした状況下においても、適切な救急対応が
可能となるよう検討を行っていることころで
す。
ご当局におかれましては、引き続きご指
導とご協力を頂きますようお願い申し上げま
す。

6.

潜水技術の実証並びに潜水士の教育訓練の場の確保について

6.潜水作業を含む工事、業務の担当技術者の

回答要旨

• 平成27年4月の高気圧作業安全衛生規則の改

潜水士の担い手育成に向けた取り組み

正施行により、混合ガス潜水、水中酸素減圧

として、潜水協会のご尽力により岩手県

などの新しい技術による潜水作業が求められ

種市高等学校における東北地方整備局等

るようになっておりますが、こうしたこれま

との包括連携協定が締結されました。潜

で経験のない技術を現場の潜水作業に適用

水実証フィールド事業のような若手の潜

する場合には、その装備・機材、作業体制等

水士の教育訓練の場については、非常に

を実証しながら進める必要があります。また、

重要な取り組みなので今後も引き続き協

担い手育成の観点からは、若手潜水士の教育

会と協力して取り組んで参りたい。

訓練の充実が重要ですが、そのためには教育
訓練活動を行うことのできる場が必要です。
当協会では、こうした場の確保に向けて、
潜水実証フィールド事業を全国で展開するこ
ととしておりますが、ご当局におかれまして
も、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

7.

56

適正な働き方改革の適用について

回答要旨

• 現在、政府全体の取り組みとして、働き方改

働き方改革の一環としては、港湾工事

革が進められており、関連する法律につきま

における週休二日実現のための休日確保

しても期限を定めて適用されることになって

評価型の試行工事などの取り組みを進め

おります。こうした、改革につきましては、

ています。また、工提示型、荒天リスク

さまざまな活動の基本である勤労者の環境向

精算型などの試行工事や設計変更による

上に対しまして極めて重要なものであると認

工期の延伸などにより、下請け企業にし

識致しており、潜水業界も積極的に対応すべ

わ寄せがいかないようにするため、必要

きであると考えております。

とする工期の確保に努めて参りたい。働
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国土交通省港湾局長への要望

要

望

回 答 要 旨

しかしながら、工事工期内の実作業日数の

き方改革の取り組みについては、今後も

減少などにより、下請として工事に参加する

引き続き協会と意見交換行いながら協力

潜水業への改革のしわ寄せを危惧致しており

をして参りたい。

ます。この改革が私たち現場の下請け業者な
らびに勤労者に対し、その趣旨に照らして正
しく適用されますよう、ご当局におかれまし
ても発注者としてご配慮いただくとともに、
港湾工事におけるご当局の取り組みにつきま
して情報を提供いただきますようお願い申し
上げます。

8.

ICT活用による潜水作業の安全性、生産性の向上について

• 国土交通省ではICTの活用などにより、建設

「港湾におけるICT導入検討委員会」が

産業における生産性の向上を目指した施策が

設置をされており、潜水作業についても

進められており、港湾工事の分野においても

議論となっているため、潜水協会からも

浚渫工などでのICT活用の取り組みが進めら

今般新たな委員として委嘱させていただ

れています。

きました。新たな技術の導入についても、

港湾工事の一翼を担う潜水工事の分野に
おいても、水中音響カメラによる潜水作業

協会と意見交換を行いながら対応して参
りたい。

のモニタリングや潜水士の作業を支援する
ROV技術の開発などにより、潜水作業にお
ける安全性、生産性の向上が図れるのではな
いかと期待されております。
当協会では、こうした新たな技術の導入に
向けて港湾技術研究所などの研究機関と情報
交換をしております。ご当局におかれまして
は、こうした当協会の活動に対しまして、ご
理解とご協力をいただきますようお願い申し
上げます。
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令和元年度港湾潜水技士
（1〜3級）
認定試験について

1. 実施概要
令和元年度の港湾潜水技士
（1〜3級）
認定試験を令和元年9月29日
（日）
、10時から17時に実施しました。
①試験スケジュール
各試験科目については、以下の時間割により試験を実施しました。
級
1級
2級
3級

10:00〜12:00
学科試験
（筆記）
同
上
同
上

13:00〜15:00
15:00〜17:00
机上実技試験
（筆記）
口述試験
水中実技試験・陸上実技試験・口述試験
同
上

②試験会場
試験地
東 京
市 川
大 阪
福 岡

級
1級
2・3級
1級
2・3級
1級
2・3級

試験科目
全ての試験科目
全ての試験科目
全ての試験科目
全ての試験科目
全ての試験科目
全ての試験科目

試 験 会 場
5東洋海事ビル
國富㈱市川営業所
AAホール 本館
國富㈱大阪営業所
國富㈱福岡営業所

③講習会の実施について
試験前日の平成30年9月28日
（土）
に、講習会を実施しました。

2. 受験者数および合格者数
令和元年度の港湾潜水技士
（１～３級）
認定試験の出願者数、受験者数、合格者数は、以下のとおりです。
あらたに104人の方が資格認定されております。
①出願者数
東京・市川
大 阪
福 岡
合 計

1級

39

②受験者数
東京・市川
大 阪
福 岡
合 計

16
10
13

2級

1級

15
9
13
37

36
8
22

3級

66
2級

34
8
22
64

4
0
4

合 計

8
3級

3
0
4
7

56
18
39

113
合 計

52
１７
39
１０8

③合格者数
東京・市川
大 阪
福 岡

合 計

58
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1級

13
9
11

33

2級

34
8
22

64

3級

3
0
4

7

合 計

50
17
37

104

④合格率
【合格者数／受験者数】
1級
86.7％
100.0%
84.6％
89.2％

東京・市川
大 阪
福 岡
合 計

2級
100.0%
100.0%
100.0％
100.0％

3級
100.0%
―
100.0％
100.0％

合 計
96.2%
100.0％
94.9％
96.3％

3 港湾潜水技士資格保有者数の推移
令和元年度港湾潜水技士資格認定試験において、令和元年10月31日現在の資格保有者数は、合格者数の暫
定値に基づけば、延べ4,135人となっています。
最近、各級合計の資格保有者全体数の伸びは、若干鈍化する傾向があります。

表 港湾潜水技士資格保有者数の推移
年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

R1

1級

1,168 1,213 1,276 1,314 1,360 1,408 1,466 1,520 1,546 1,595 1,652 1,689 1,731 1,765 1,798

2級

1,252 1,277 1,328 1,364 1,385 1,401 1,397 1,411 1,436 1,500 1,567 1,607 1,652 1,677 1,708

3級

567

565

574

577

576

578

581

578

586

585

590

598

624

626

629

総計 2,987 3,055 3,178 3,255 3,321 3,387 3,444 3,509 3,568 3,680 3,809 3,894 4,007 4,068 4,135
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令和元年度特別港湾潜水技士認定試験について

1. 実施概要
令和元年度の特別港湾潜水技士認定試験を令和元年10月27日、令和元年11月17日の2日間8 ヶ所において、以
下のとおり実施しました。
①試験スケジュール
各試験科目については、以下の時間割により試験を実施しました。
特別港湾潜水技士

9:30 ～ 12:00
技術講習会

13:00 ～ 15:00
学科試験
（筆記）

資格認定試験

13:30 ～ 17:00
口述試験

②試験日・試験会場
分類

試験日
令和元年

試験場所

試 験 会 場

札幌市
新潟市
仙台市
福岡市
東京都

北農健保会館
新潟ユニゾンプラザ
ハーネル仙台
アーバンネット博多ビル

10月27日
試験

５東洋海事ビル
オルバースビル
神戸貿易センタービル
東横 INN 那覇旭橋駅前

名古屋市
神戸市
那覇市

11月17日

備 考

③講習会の実施について
試験当日の午前中に、講習会を実施しました。

2. 受験者数および合格者数
令和元年度の特別港湾潜水技士認定試験の出願者数、受験者数、合格者数は、以下のとおりです。あらたに
24人の方が資格認定されております。
①特別港湾潜水技士出願者数
試験日

令和元年10月27日

令和元年11月17日

試験合計
60
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試験地
札幌市
新潟市

仙台市
福岡市

東京都
名古屋市
神戸市
那覇市

出願者数

10
4
2

3
1
14
5
2
5
2
24

受験資格審査合格者数

10
4
2

3
1
14
5
2
5
2
24

表彰

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

令和元年度表彰受賞者
国土交通大臣表彰
支部名

氏

名

東

北

髙木

潤

関

東

北

陸

住

所

所

属

会

社

受賞月日

青森県青森市

（有）海洋技研

R1.7.19

室田 隆寿

神奈川県横浜市

（株）むろた伍大

R1.7.23

曽田 弘志

石川県金沢市

（株）日本海潜水サービス

R1.7.18

近畿中国四国

浅井 一郎

大阪府堺市

アザイ技術コンサルタント（株）

R1.7.23

近畿中国四国

平中 秀幸

広島県呉市

國富（株）

R1.7.17

近畿中国四国

髙橋 英仁

愛媛県今治市

（株）四国海事

R1.7.16

東北地方整備局長表彰
支部名

氏

名

住

所

所

属

会

社

受賞月日

東

北

青山武美智

福島県いわき市

（株）青山海事

R1.7.19

東

北

玉舘 和広

岩手県洋野町

（有）
オーシャンシステムリサーチ

R1.7.19

東

北

荒津内徳美

青森県階上町

（有）共和海事工業所

R1.7.19

東

北

佐藤 紀子

福島県いわき市

（株）イワキ潜建

R1.7.23

関東地方整備局長表彰
支部名

氏

名

住

所

所

属

会

社

受賞月日

関

東

江尻 徹

神奈川県横浜市

江尻潜水工業㈱

R1.7.23

関

東

小原 洋一

千葉県南房総市

コハラ工業㈱

R1.7.23

北陸地方整備局長表彰
支部名

氏

北

牧野 裕文

陸

名

住

所

所

神奈川県横須賀市

属

会

社

新潟潜水興業（株）

受賞月日
R1.7.18

中部地方整備局長表彰
支部名

氏

中

山内 玉男

部

名

住

所

愛知県名古屋市

所

属

会

社

（株）橋本潜水興業

受賞月日
R1.7.24

近畿地方整備局長表彰
支部名
近畿中国四国

氏

名

國富 將嗣

住

所

広島県呉市

所

属

会

社

國富（株）

受賞月日
R1.7.16

2020. 1 SENSUI No.85

61

表彰

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

属

会

公益財団法人日本港湾協会表彰
支部名

氏

名

住

所

所

東

北

薫森 光一

籾山工業（株）

常務取締役

秋田県秋田市

北

陸

附田 敬生

谷内工業（株）新潟支店

次長

新潟県新潟市

北

陸

中村 培夫

（有）
海洋マリンサービス

代表取締役

富山県富山市

北

陸

佐京 泰子

代表取締役

新潟県佐渡市

北

陸

曽田 弘志

常務取締役

石川県金沢市

エス・エス・ケー（株）
（株）
日本海潜水サービス

社

受賞月日

一般社団法人日本潜水協会会長表彰
（5月28日表彰）
支部名

会

員

名

東

北

（有）階上潜水工業

東

北

東

北

（株）海航

北

陸

（株）日本海潜水サービス

北

陸

中

部

宮城建設（株）

近畿中国四国
近畿中国四国
支

部

名

代表者名
代表取締役

重文字義信

住

青森県階上町

代表取締役社長

竹田和正

岩手県久慈市

代表取締役

菅野幸一

岩手県大船渡市

代表取締役社長

大島幸代

石川県金沢市

高新建設（株）

代表取締役

高田敏幸

新潟県糸魚川市

高砂建設（株）

代表取締役

梅田次男

三重県四日市市

代表取締役社長

田邊憲一

高知県高知市

代表取締役社長

前田浩志

高知県高知市

（株）田辺海洋建設
前田海事（有）
氏

名

東

北

金澤 勝行

東

北

織谷

東

北

東
中

所属会社等

住

所

（有）共和海事工業所

青森県八戸市

（株）朝日海洋開発

宮城県大崎市

舘石 常男

（有）丸久舘石潜水工業

青森県八戸市

北

南

（有）丸久舘石潜水工業

青森県八戸市

部

古田 浩幸

攻
幸男

森本工業（株）

愛知県名古屋市

近畿中国四国

佐川

功

國富（株）

広島県呉市

近畿中国四国

桒垣 隆嗣

國富（株）

広島県呉市

近畿中国四国

布藤 二郎

（株）四国海事

愛媛県今治市

近畿中国四国

西畑 和彦

（株）日本海洋サービス

大阪府堺市

近畿中国四国

酒井 浩一

（株）日本海洋サービス

大阪府堺市

近畿中国四国

山本

（株）日本海洋サービス

大阪府堺市

（株）貴潜水

沖縄県読谷村

（株）平戸潜建

沖縄県与那原町

憲

沖

縄

大城 政貴

沖

縄

平戸

稔

感謝状贈呈者
1. 高橋喜一元理事
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所
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平成２１年以来、
多年にわたって協会理事として協会の発展に貢献された。

事
事務
務局
局だより
だより
北海道支部

・ 9月19日
（木）にはウトロ漁港で安全パトロー
ルを実施しました。残念ながら知床連山の雄大

2019→2020も札幌大通公園の電華が綺麗で

な景色をお届けできず、雨中のパトロールとな

す。令和スタートの北海道では2020TOKYO五

りました。斜里町のウトロ地区は、サケ・カラ

輪マラソン競歩コースが急遽サッポロへと決

フトマス水揚日本一の海域と世界自然遺産知床

まった驚きの展開がありました。大通公園を発

を背景に、定置網漁業の流通拠点、操業漁船の

避難拠点として第4種ウトロ漁港が整備中で、
その周辺には、知床観光の最大の拠点が形成さ
れ、年間100万人を超える観光客を迎えるオホー
着するレースコースとのことですが、是非ワン

ツク海側の玄関口として栄えています。この地

チームでオリンピックパラリンピックを成功さ

域では、漁業と観光の連携をメインテーマに地

せましょう。‼

域・社会経済の活性化を目指した「ウトロ地域

主な事業の経過ですが・水中部施工状況確認

マリンビジョン」が推進されています。翌日は

業務は4月16日に調査担当者会議を開催し2019

参加会員有志による親睦ゴルフが企画され、プ

年度の実施体制を整え、8件を受注契約、全調

ロ級の華麗なフォームを競い懇親を深めまし

査回数219回の遂行に向けて実施中です。・港湾

た。

潜水技士資格更新講習会は、札幌で9月15日
（日）
に開催しました。
・ 7月27日（土）特定地域振興重要港湾岩内港の
新港東埠頭岸壁において「岩内港大規模地震・津
波総合防災訓練」
が行われました。
・ 11月12日
（火）北海道開発局研修センターにお
いて
「太平洋側港湾における大規模地震・津波を
想定した図上訓練」が行われました。十勝沖で
の地震・津波を想定して、太平洋側港湾BCP連
携港
（函館港、室蘭港、苫小牧港、十勝港、釧
北海道支部では主に、緊急支援物資輸送訓練
（北陸地方整備局により配備された大型浚渫兼

路港、根室港）において、緊急物資輸送船の受
け入れ体制の確立訓練に取り組みました。

油回収船「白山」から支援物資輸送トラックへの
積み替え）に参加しました。

（☃：金田）
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●
『 特別港湾潜水技士認定試験の実施 』

東北支部

昨年度に引き続き港湾工事における水中部の

会員の皆様には常日頃より東北支部の活動に

施工状況の調査に従事する潜水士の技術及び地

ご支援ご協力いただき大変ありがとうございま

位の向上を図り、港湾工事の適正化と品質向上

す。東北支部は2年が経過し3年目となる今年は

に寄与することを目的とした特別港湾潜水技士

さらに充実した支部活動が実施できるよう努力

認定試験を実施しました。

して参りますのでよろしくお願いいたします。

・令和元年

仙台市
ハーネル仙台

令和元年の主な支部活動について報告します。

●『会員状況』
（R1.12.1現在）

10月27日

3名

●
『 港湾工事安全研修会への参加 』

・第１種（普通）
会員 ： 26社

10月25日
（金）ホテルモントレ仙台において

・第２種（特別）
会員 ： 34名

（一社）日本埋立浚渫協会東北支部、
（ 一社）日

・第３種（賛助）
会員 ： 15社

本海上起重技術協会東北支部共催の
「港湾工事
安全研修会」に日本潜水協会東北支部として参

●『令和元年度

東北支部総会の開催』

加しました。当日は、国土交通省東北地方整備

7月24日（水）仙台市（仙台ガーデンパレス）に

局港湾空港部工事安全推進室長四家亮一氏から

おいて東北支部総会を開催しました。総会は、

「港湾工事における安全対策について」
、第二

本部より鉄会長、幸田専務理事、小林部長をお

管区海上保安本部交通部航行安全課長大久保慎

招きし総勢45名の出席で無事総会議事を承認頂

氏から
「港内における航行安全対策について」安

きました。

全に対する講義、講話がありました。また
（一

その後の講演会では東北地方整備局港湾空港

社）日本埋立浚渫協会から
「港湾工事の危険個所

企画官玉石宗生氏より「東北の港湾を取り巻く

と防止対策」
「埋浚パトロール優良事例報告」に
、

最近の情勢」と題しご講演を頂き延べ49名の出

ついて報告があり、事故を防止するためには繰

席者にて聴講致しました。

り返し繰り返し安全に対しての努力が重要であ

また、意見交換会は「総会出席者の他、来賓

ることを再認識することができ非常に有意義な

として、
（一社）日本海上起重技術協会東北支部、

研修となりました。支部からは8社、11名の参

（一財）港湾空港総合技術センター東北支部、

加者がありましたが、安全意識の向上のために

国土交通省東北地方整備局」よりご出席を賜り

も次回はさらに参加者が増えることを期待して

64名の参加で意見交換をいたしました。

います。

●
『令和元年度 国土交通省東北地方整備局
との意見交換会』
12月11日
（水）東北地方整備局との意見交換会
を実施いたしました。要望事項は5項目、①港
湾潜水作業にかかる事業量の確保、②元請・下
請け関係の適正化、③
「潜水工事」を建設業法に
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定める専門工事への追加認定、④「港湾潜水技
士」の資格認定者の活用、⑤ICT活用による潜

関東支部

水作業の安全性、生産性の向上について、⑥潜

平素より会員の皆様には、当支部の業務運営

水士の担い手育成の支援について以上の項目に

にひとかたならぬご協力を賜り、この紙面をお

対し、それぞれ前向きな説明をいただき、今後

借りして、厚く御礼申し上げます。

の支部活動に向け有意義な意見交換会でした。

今年は、千葉県を中心に甚大な被害をもたら

その後の懇親会におきましても、業務ご多忙

した台風 15号や台風19号等、気象災害が激甚

中にもかかわらず多くの幹部の皆様に参加いた

化している年でありました。被災された方々は

だき忌憚のない意見交換ができましたこと関係

一番寒い時期を迎え、どんなに大変な生活をさ

者の方々に対し深く感謝申し上げます。

れていることかとお察し申し上げます。

●
『 港湾潜水技士認定資格更新講習会の実施 』
会員の皆様からの希望により昨年度に引き続

【都立大島海洋国際高等学校への就職セミ
ナー】

き港湾潜水技士認定資格更新講習会を実施しま

6月21日（金）に潜水士の就職活動として、都

す。詳細は（一社）日本潜水協会ＨＰにて確認を

立大島海洋国際高等学校へ高橋技術・安全委員

お願いします。

長と就職セミナーに同行しました。説明内容

・令和2年

は「潜水士の仕事」について説明を行い、参加

2月9日
（日）
久慈市
宮城建設
（株）
大会議室

者は2,3年生対象で午前と午後の2回行い、参加
者は女性
（5人）含めて合計15名でした。一人で
も多くの方が潜水士を目指すことを願うばかり

●『令和２年度

東北支部総会 』
（お知らせ）

です。

令和２年度の東北支部総会は下記のとおり予
定しています。
開催日 ： 令和２年７月６日
（月）
場

所 ： 仙台ガーデンパレス
（仙台市）

昨年は２年目となり初年度より落ち着いて業
務を行えると思っていましたが、初年以上に慌
ただしくあっという間に過ぎ去ってしまいまし
た。これからも会員皆様の期待にお応え出来る
よう頑張っていきますのでどうぞよろしくお願

【海の日イベント】

いいたします。

7月15日（月）東京港晴海旅客船ターミナルビ
（東北支部

東山）

ル内で、3年連続で本部と一緒に政府主催「海
の日イベント」へ参加しました。来年はオリン
ピック開催と重なるので開催はどうなるので
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しょうか？

催されました。協会からは鉄会長はじめ高橋技
術安全委員長、三浦の3名が大会に参加しまし
た。
（詳細は事務局報告に記載）

【第29回関東支部総会】
7月19日
（金）横浜市（ナビオス横浜）において、
令和元年度の関東支部総会を開催しました。総

【港湾潜水技士認定試験】

勢47名の出席を頂き無事終了しました。その後

9月29日
（日）に東京都港区と千葉県市川市に

の講演会では関東地方整備局港湾整備・補償課

おいて実施しました。1級受験者に残念ながら

長蟻川辰美氏よりご講演を頂き聴講しました。

不合格者がいましたが、2・3級は全員合格しま

次回第30回総会は、令和2年7月15日（水）を予定

した。合格された方おめでとうございました。

しています。

また、昨年に引き続き２級の受験者が36名と多
数でしたので、講習会は２クラスでの実施とな
りました。

【第22回ダイビング技能コンテスト全国大

2級水中実技試験

会 IN 茨城】
8月18日（日）～ 8月20日（火）にかけて茨城県
立海洋高等学校の潜水プールにおいて盛大に開
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（関東支部

三浦）
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北陸支部

体で行いました。

令和2年の新春を迎え明けましておめでとう
ございます。今年度もよろしくお願い致しま
す。
「 事務局だより」として、平成31年から令和
元年の支部概要・支部活動報告及び今後の予定
等について記載させていただきます。

『北陸支部の概要』
（１）支部の会員状況
（R1.12.1現在）
第1種
（普通）会員11社、第2種
（特別）会

聴講する会員企業の参加者

員18名、第3種
（賛助）
会員11社
（２）支部管内（新潟県～福井県 計4県）における
港湾潜水技士の推移
支部管内における港湾潜水技士有資格
者の状況は下記のとおりです。
□昭和56年度
（初年度）～令和元年度迄の
状況 （令和元年12月1日現在）
1級104人、2級49人、3級5人
合計158名
（名簿上）

来賓として北陸地方整備局港湾空港部事業計
画官大下善幸様をお招きし挨拶後、工事の安全
対策について2つの事例紹介、3題の講義内容で
開催いたしました。
それぞれの講義を受講し安全衛生活動等の重
要性を再認識したところです。
なお、当日の参加者は全員で152名、うち潜
水協会の関係者の参加は18名でした。

※支部管内の港湾潜水技士は名簿上158名、
うち支部会員の港湾潜水技士（1 ～ 3級有資
格者）は57名となっております。
（３）公共事業支援業務（水中部施工状況確認業
務）の特定潜水士の現状について、平成31
年度の北陸支部管内における特定潜水士
は24名でスタートしましたが、今後の体
制を検討し、2名の増員を図りました。

『港湾潜水技士資格更新講習について』
平成31年3月期
平成28年4月1日以降の新規制度での実績（平
成30年度）
平成28年度4月より開始した、国土交通省の
民間登録資格制度に基づく資格としての認可に
伴い、新しい有資格者の「港湾潜水技士資格更

『平成30年度港湾工事安全衛生講習会の開催』
平成31年2月期

新講習」の受講が必須となり、現在支部管内で
の
「港湾潜水技士」68名が受講されています。

平成30年度の講習会は平成31年2月14日
（木）

□平成28年度受講実績 37名

13:00 ～ 17:00、新潟市内
「新潟グランドホテル」

□平成29年度受講実績 27名

にて開催いたしました。主催は（一社）日本埋立

□平成30年度受講実績 4名

浚渫協会北陸支部、
（ 一社）日本海上起重技術協

令和元年度は、会員の皆さんの希望をお聞きし

会北陸支部、
（一社）日本潜水協会新潟支部の3団

た結果、支部管内での開催は見送りとしました。
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本制度は、資格の有効期限（5年）が設定され、

総会議事について承認頂きました。その後の講

有効期限内に受講しないと一時的に資格が
「失

演会では本部技術安全委員会委員長の高橋宏様

効」となり作業等に支障が生ずることになりま

より
「潜水士の担い手」と題しましてご講演を頂

すのでご注意願います。
（ 詳細は協会HPにて閲

き、52名の出席者にて聴講しました。

覧願います。）今後も支部として会員の皆様と相
談しながら更新講習会の開催計画を検討してい
きたいと思います。

『北陸支部会員に対する表彰等』
令和元年5 ～ 7月期
表彰制度の一環で北陸支部から、5月には、
（公
社）日本港湾協会港湾功労者表彰 4名、
（一社）日
本潜水協会会長表彰「優良会員等」2名、7月に
高橋技術安全委員長による講演

は国土交通省海事関係功労者表彰として、国
土交通大臣表彰1名、北陸地方整備局局長表彰1

また、懇談会は
「総会出席者の他、来賓とし

名が受賞されました。

て、
（一社）日本埋立浚渫協会北陸支部、
（一社）日

□（公社）日本港湾協会港湾功労者表彰：①附田

本海上起重技術協会北陸支部、全国浚渫業協会

敬生：谷内工業㈱新潟支店、②中村培夫：㈲海

日本海支部、
（一財）港湾空港総合技術センター

洋マリンサービス、③佐京泰子：エス･エス･

北陸支部、国土交通省北陸地方整備局、新潟県、

ケー㈱、④曽田弘志：㈱日本海潜水サービス

新潟市」よりご出席を賜り52名の参加で意見交

□（一社）日本潜水協会会長表彰（役員功労）
：①
大島幸代：㈱日本海潜水サービス、②高田敏
幸 ：高新建設㈱
□海事関係功労者表彰：国土交通大臣表彰 曽田
弘志：㈱日本海潜水サービス、北陸地方整備
局長表彰 牧野裕文：新潟潜水興業㈱
以上、誠におめでとうございました。

『令和元度北陸支部総会の開催』
令和元年6月期
6月5日
（水）新潟市
（新潟東映ホテル）におい

換をいたしました。
なお、支部役員の体制につきましては、支部
総会において下記のとおり決定しました。
役員名

氏

名

選任種別

摘

要

支部長

高橋 和彦

留 任

本部理事

副支部長

曽田 弘志

留 任

本部理事

役員幹事

中村 培夫

留 任

役員幹事

曽根 一成

留 任

会計監事

佐京 健治

留 任

参

岩本 博史

留 任

与

支部より委嘱

て、令和元年度の北陸支部総会を開催しまし
た。本支部総会は平成から令和に改元した記念
すべき第1回、支部名の改名では2回目の開催と
なりました。総会は、本部から鉄会長、幸田専
務理事を含め、総勢32名の出席をいただき無事
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『国土交通省地方整備局との意見交換会』
令和元年12月期
北陸地方整備局との意見交換会
（12月5日新潟
市）
で実施いたしました。

事 務 局 だより
北陸地方整備局への要望事項は、①港湾潜水
作業にかかる事業量の確保について、②「潜水

中部支部

工事」を建設業法に定める専門工事への追加認

技能講習会
（水中溶接・溶断）
を開催しました

定について、③元請・下請関係の適正化につい

中部支部では10月11日12日の二日間、静岡県

て、④港湾潜水技士資格認定者の活用にかかる

の清水港において港湾潜水技士を対象とした

促進について、⑤港湾工事におけるICTの導入

「水中溶接・溶断

状況についての、5項目を提出いたしました。

ら若手潜水士14名が参加し技術の習得に励みま

※参加者：本部・支部関係者9名、北陸地方整備

した。

局次長外関係者13名。

技能講習」を開催し、全国か

支部では、用意しなければならない資材・機

以上、御当局様からの要望に対する回答は

材等の知識に乏しく、水中溶接・溶断の経験豊

解りやすく説明をいただき、今後の協会・支部

富な清水地区の会員潜水士のアドバイスを受

活動向上等につながる有意義な意見交換会でし

け、分担を細かく決めていきました。

た。また、意見交換会後の懇談会につきまして
も局幹部の方々の出席を頂き、意義深い意見交

大型の台風19号が、東海から関東直撃のコー

換が出来ました。関係者方々に対しまして厚く

スをとる可能性が有りましたが、ギリギリ大丈

お礼を申し上げます。

夫との判断で開催に踏み切りました。
実技に先立っての座学講習では、水中溶接・

『令和元年度 港湾工事安全衛生講習会』
（お
知らせ）
開催日時：令和2年2月13日
（木）13:00 ～ 17:00
場

溶断の基礎知識と事故防止のため危険予知（Ｋ
Ｙ）活動として班別討議を行い、作業の安全を
全員で確認しました。

所：新潟グランドホテル３階（新潟市）

共催団体は（一社）日本埋立浚渫協会北陸支

1日目午後からは、水中溶接訓練を4班から1

部、
（ 一社）日本海上起重技術協会北陸支部、
（一

名づつ4名が、水中溶接ホルダーを手にフーカー

社）日本潜水協会北陸支部、後援団体として国

方式で海に入り、残りのメンバーは連絡員、送

土交通省 北陸地方整備局様よりお願いしてお

気員の任務を受け持ちます。また、会場の一角

ります。

には、潜水作業前に陸上での溶接作業の練習が

※詳細な案内は改めて協会HP及び支部からご

できるようにしました。

案内いたします。

『令和2年度年度 北陸支部総会』
（お知らせ）
標記、令和2年度の北陸支部総会について下記
のとおり予定しております。
開催日時：令和2年6月3日
（水）
場

所：新潟東映ホテル
（新潟市）
（北陸支部

蜂須賀）

班別討議
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初日には港湾整備を担務される中部地方整備
局清水港湾事務所や静岡県、港湾振興を担務さ
れる静岡市の職員の方々にご視察頂き、水中に
おける潜水作業の困難性や、若手潜水士育成の
必要性についてご理解して頂けたのではないか
と思っているところです。
2日目は台風が強まることが想定され、東北、
関東、北陸、東海、近畿の各地区から自動車、
公共交通機関を利用して参集した受講者の、帰
路の安全を確保するため、講習会の終了時間を
予定時刻より早めることとしました。
一方で、貴重な実技時間を出来るだけ確保し
たいということから、朝の開始時間を１時間早

水中溶接の様子

会で言葉を交わし知りあえた若手潜水士の交流
と将来にわたる繋がりをこれからも大切にして
いってもらいたいと思いました。

め、予定していた１時間の昼食時間中も実地訓

工事が集中するこの時期、貴重な戦力である

練を続け、昼食は交互にとるなどのやりくりを

若手潜水士を参加させて頂いた所属会社の皆

して実技を続行することにしました。

様、講習会開催にあたり地元清水でご助力頂い

閉講式では、吉戸支部長から一人づつ全員に

た皆様に感謝申し上げます。

修了証書と講習受講の記念として、日本潜水協
会のロゴが入ったキャップ型帽子が手渡されま
した。

最後になりましたが、本講習会実施にあたり、
港湾整備の最前線で作業する若手港湾潜水技士
に対する実技講習の実施にご理解を賜り、お世

この講習会で体得した水中溶接、溶断の技術

話になりました中部地方整備局様、清水港湾事

について、今後職場におけるOJTなど職業教育

務所様、ご援助頂きました一般社団法人日本埋

により技術の一層の向上を図りながら、講習

立浚渫協会様、資材のご提供を頂いた酸素アー
ク工業株式会社様に心からのお礼を申し上げま
す。

集合写真
陸上での溶接訓練
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近畿中国四国支部
学生を対象とした説明会・現場見学会（境港）
中国地方整備局境港湾・空港整備事務所にお
いて、4月18日に松江高等専門学校、同22日に
鳥取大学の学生を対象にした説明会・現場見学
会が開催されました。
今回の説明会・現場見学会は、将来の土木技

4月22日鳥取大学生

術者の人材育成が港湾工事に携わる業界全体の
重要な課題となっていることから、発注者と工
事会社（潜水作業を含む施工業者）とが連携し、

「潜水士の魅力」の紹介では皆さん熱心に聴講

専門知識の向上、学生自身の将来ビジョン構築

されリスク管理や就職について質問もいただき

の一助にと企画されたものです。

ました。

両日とも、境港
「夢みなとタワー」において、発

18、22日合わせて61名の学生の皆さんの参加

注者、現場施工技術者、及び潜水技術者による

となり、なかには
「潜水士を目指したい」という

事業紹介や港の仕事の魅力、やりがい等を紹介

者もいたことから、当協会としても非常に実り

し、その後、境港竹内南地区岸壁
（-10ｍ）現場

ある説明会・現場見学会となりました。

での大型起重機船によるケーソン据付状況を見
学しました。

当日ご講義いただいた國富支部長、徳田副支
部長ありがとうございました。また、現地でご

当協会近畿中国四国支部からは、國富支部長、
徳田副支部長が出席し、
「 潜水士の魅力」と題し

協力いただいた若月海事小笠原様に御礼申し上
げます。

て説明を行いました。

4月18日松江高専学生

境港竹内南地区岸壁
（-10ｍ）
ケーソン据付
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三建創立100周年記念行事開催される
令和元年、国土交通省近畿・中国・四国地方整

九州支部

備局港湾空港部は、旧運輸省第三港湾建設局
（三

常日頃より会員の皆様には、九州支部の活動

建）の前身である内務省神戸土木出張所が設置

に多大なご協力を賜り、紙面をお借りし厚くお

されて以来、100周年を迎えました。

礼申し上げます。

これを記念して、8月2日神戸市内において、

九州地区では今年も台風や梅雨前線による記

記念講演会及び祝う会が催され、日本潜水協会

録的な大雨での河川氾濫、浸水被害、土砂災害

本部から鉄会長、吉永副会長、近畿中国四国支

等に見舞われた年でしたが、支部の運営・活動

部からは國富支部長、岡田幹事、荒川参与、事

にご協力いただきました会員の皆様に改めてお

務局2名が出席しました。

礼申し上げます。

第三港湾建設局は神戸市に本局を置き、近畿
中国四国（山口県を除く）地域の港湾整備事業を

九州支部の概要と活動状況をご紹介いたしま
す。

実施してきました。
港湾工事において潜水作業はなくてはならな
いものです。先人の技術・努力があってこそ現
在の港があるということにあらためて意を強く
した記念行事となりました。

【九州支部の概要】
会員状況
・第1種
（普通会員） 22社
「23社→22社」

1社減

・第2種
（特別会員） 33名
ご出席いただいた皆様ありがとうございまし

・第3種
（賛助会員） 12名

た。
支部の活動状況
「支部総会及と意見交換会」
令和元年6月4日に本部と東北、中部、近畿・
中国・四国支部と支部会員の出席のもと開催し
ました。総会終了後は総会出席者全員と九州地
方整備局副局長・港湾空港部長をはじめ関係幹
部とのの意見交換会を実施しました。意見交換
会では港湾潜水士の待遇改善をお願いし実情を
認識していただきました。
（近畿中国四国支部

松井・堀内）

「高気圧医療体制の構築」
○緊急時の連絡・搬送訓練
○専門医川嶌整形外科病院

川嶌理事長による

講話の受講
令和元年9月9日、潜水探査工の従事者を対
象に、
「 減圧症及び減圧性骨壊死の予防と治
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療」について、川嶌整形外科病院川嶌理事長
による講話を受けました。

「下関人工島の現場見学会」
令和元年9月24日下関工科高等学校建設工学

○港湾潜水士専門の健康診断の実施と再圧治療
体験
港湾潜水士6名は工事着手前に専門の健康
診断と再圧治療体験を行いました。
【参加者】
潜水協会九州支部
（株）若港

4名
4名

海洋開発（株）

11名

村上海事（株）

1名

（山口新聞記事より）

「川嶌理事長による講話」

「再圧治療室体験」

（港湾空港タイムス記事より）
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科土木コースの生徒を招き「建設業の担い手確

「港湾潜水技士資格更新講習会」

保・育成への取り組みの一環」として見学会を下

令和元年11月10日
（福岡市）に平成31年度の資

関の人工島「長州出島」で実施しました。
（参加生

格更新講習会を参加者 1級14名、2級0名、計14

徒

名で高気圧安全衛生規則の改正を中心に実施し

2年生9名、先生2名）この見学会は、潜水協

会九州支部と九州地方整備局下関港湾事務所が

ました。

中心となり、会員企業の株式会社若港の協賛
で実施しました。今回、港湾工事の必要性・重

「福岡水産高校訪問」

要性や、港湾工事における潜水士の役割等を通

令和元年10月9日に福岡県立水産高等学校に

して、港湾工事に興味を持ってもらえば幸いで

令和2年度の現場見学会の案内に訪問しまし

す。また、ご協力いただいた下関港湾事務所の

た。学校の事を詳しく聞くと、この水産高校は

皆様には厚くお礼申し上げます。

港湾潜水士を多数輩出しており、授業内容も潜
水による足場組立や水中溶接を想定した陸上で

「港湾潜水技士認定試験

福岡試験会場」

平成31年度の認定試験として9月28・29日に福

の溶接等行っており港湾潜水士３級の経験年数
の短縮の認定が可能と感じました。

岡市の試験会場(國富（株））において受験者1級
13名2級22名3級4名計39名で実施しました。

実技試験では、九州地方整備局稲田副局長、
神谷港湾空港部長に試験状況を視察して頂き受
験者に激励の言葉を頂きました。
「特別港湾潜水技士認定試験の実施」
令和元年10月27日（福岡市）に特別港湾潜水技
士の認定試験を受験者は、1名で実施しました。
この試験は昨年度から新たに始まった試験で
す。
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（九州支部

吉村）

沖縄支部
昨年発生した超大型台風15号、19号は各地で
甚大な被害をもたらす結果となり、未だに生活、

また４班編成で潜水作業に関する練習問題に
潜水士以外の作業員も取り組み、あらためて潜
水作業の役割・重要性・リスク等について認識で
きたと参加者から大好評でした。

経済基盤、公共施設等では復旧に追われ、一日
も早い回復のために支援を続けたいと思いま
す。
また、昨年10月31日の首里城火災は、戦後の
沖縄県民の心の支えが一瞬で灰燼に帰しまし
た。

潜水士の皆さんはとにかく体が大きい

全国において首里城再建のための暖かい支援
金活動が展開され、沖縄県民一同感謝の気持ち
を抱き、原点から頑張る所存であります。この
場を借りてあらためまして皆様へ御礼申し上げ
ます。

【令和元年度支部総会】
6月24日（月）那覇市内において令和元年度沖

回答発表での珍回答に髙橋講師も苦笑？

縄支部総会を開催し、本部から鉄会長、幸田専
務理事、本部職員を含め多数会員の出席をいた
だき、
すべての議案承認をしていただきました。
今後、益々の支部活動充実に尽力してまいり
ます。

【特別港湾潜水技士認定試験の開催】
昨年度から実施している
「特別港湾潜水技士」
の後期試験を11月17日
（日）
実施しました。
阿部二郎試験委員による丁寧かつ分かりやす
い講習会により、
２名全員試験合格できました。

【安全講習会の開催】
当支部会員会社からの講師派遣依頼により令
和元年10月18日（金）
、石垣市内にて安全・教育
訓練の一環で「潜水に関する安全講習」と題して
本部から髙橋宏技術・安全委員長に講話してい
ただきました。国直轄事業の元請会社、下請会
社、港湾潜水技士、送気員、連絡員、船長、重
機オペレーター等22名が参加し、高圧則改正概
要、潜水作業計画、潜水器材、潜水事故事例及

沖縄の水中プロダイバーも机上で勉強＆試験

び課題等について、各職務上の関連性について
細やかにご説明していただき、参加者は熱心に
メモを取り活発な質問が交わされました。
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【 港湾潜水技士資格更新講習会の開催 】
12月15日
（日）に令和元年度港湾潜水技士資格
更新講習会を開催しました。

日本潜水協会もこの最大なプロジェクト事業
に水中部施工状況確認業務で参画できましたこ
とは今後の大きな励みになります。

新たな登録制度でもあることから、多くの参
加がありました。
可能なかぎり傘下の事業者等に対し幅広く呼
びかけ平成33年の経過措置期限までの更新受講
を促進したいと考えております。

現滑走路
（下側）
と新滑走路
（上側）
「ⓒDigitalGlobe 内閣府 沖縄総合事務局提供」

本部浦部参与による講習会

【 委託事業 】
本年度は度重なる台風接近により各港の直轄
現場施工が大幅に遅延し水中部施工状況確認業
務も計画どおりの調査確認が行えず、特定潜水
士も連日タイトなスケジュール調整に追われて
います。
内閣府沖縄総合事務局開発建設部が当初予定
工期7年を5年10カ月の事業工期に短縮し鋭意
進めていた「那覇空港滑走路増設事業」が、東京
オリンピック開催でもあります本年3月26日供
用開始予定です。
那覇空港は、アジアと日本をつなぐゲート
ウェイとしての拠点空港であるとともに、沖縄
県のリィーディング産業である観光・リゾート
産業や生活物資輸送、農産物出荷等を通じて県
民生活や経済活動を支える重要な社会基盤であ
り、沖縄県経済界の長年の願いが実現します。
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南側進入灯方向から新滑走路を望む
「内閣府 沖縄総合事務局提供」

（沖縄支部

秋山）

お知らせ
事務
局 だより
●

新役員ご紹介

●

第47回定時総会
（令和元年５月28日開催）
において、任期満了に伴う役員改選が行われ、高橋喜一理事
が退任されたことによる理事1名の補充と協会の体制の強化のため理事２名を増やし理事25名体制から27
名体制に変更することとなりました。結果は、以下のとおりです。
退 任 ： 高橋喜一理事

※その他の理事は留任

新 任 ： 佐藤紀子理事
（株式会社イワキ潜建代表取締役）
吉本靖俊理事
（株式会社西村組執行役員副社長）
幸田勇二理事
（日本潜水協会）
なお、同日理事会が開催され、鉃会長、吉永副会長、田原副会長が再任され、幸田理事が専務理事に
選任されました。 ※田原副会長は専務兼任解除

●

安全スローガン募集中

●

当協会では、安全衛生活動計画の一環として安全意識の啓発のため
「安全スローガン」
を募集中です。
募集期間は、令和2年2月14日
（金）
までです。詳しくは、当協会ホームページをご覧ください。
（潜水協会ホームページ http://www.sensui.or.jp/）

昨年の 8 月 22 日に清水会長ほか一般社団法人日本埋立浚渫協会の皆さんが岩手県立種市高等学校を訪問されま
した。本号には、ヘルメット潜水を体験された福田専務理事よりご寄稿いただきました。潜水を回避すべく理由を
あれこれ考えられたが良い理由が思いつかなかったと笑いながらおしゃっておりました。今回は、潜水体験だけで
はなく働き方改革と担い手の確保・育成の課題や対策について、短い紙面のなかで分かりやすくご説明いただきあ
りがとうございました。
昨年の 2 月から 5 月にかけて会員の皆様を対象に「業務に従事する潜水士の歯科保健医療状況について」のアン
ケート調査が実施されました。この調査は、東京歯科大学歯科社会保障学の上条英之教授が厚生労働省の調査研究
事業の一環として「職業潜水士の方々の労働環境と潜水業務中に感じる歯・口の状況を調査すること」を目的とし
て実施されました。調査は、160 の１種会員と 215 人の個人会員を対象として実施され、３８３人の方の協力が得
られました。会員の皆様ご協力ありがとうございました。中間報告の調査結果の一部をご紹介します。
◇潜水業務中に生じる口腔内症状において、一番多かったのが「顎の痛み」64 人（16.7％）
、
続いて「歯の痛みを感じたもの」63 人（16.4％）
、3 番目が「入れ歯などの補綴物の脱離」47 人（12.3％）
。
◇潜水業務中に口腔内症状が原因で潜水を中断した経験がある者が、14 人（3.7％）
。
◇口腔内の問題で仕事に支障をきたしたことがある者が、52 人（13.6％）
。
今回の調査結果から考えられることとして、潜水作業中に歯の痛みを感じた経験がある者は、16.4％でしたが、
潜水中の歯の痛みが潜水の安全を脅かす可能性も指摘されていることから、潜水士の方が歯・口の症状について、
定期的な歯科検診の受診を行うなど特別な配慮が必要と考えられるとのことでした。
（事務局

川村）
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