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平成２９年６月１０日 初寄港した飛鳥Ⅱ(雲雀野中央埠頭） 

石巻港ってどんなところ？ 
～クイズに答えて石巻港を知ろう～ 
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昭和３５年着工前の釜地区 

川村孫兵衛の像 

概要 

藩主伊達政宗公の    
命令じゃ！ 
北上川を作るぞ！ 
 
「いしみなと」をもっと 
発展させてみせる！！ 

１ 石巻港について 

● 石巻港のはじまり 
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１ 石巻港について 

● 港の役割 

 港は船を安全に停泊させる施設ですが，運ばれてくる人や物により，港の役割が違いま
す。 

（１）主に人を乗せた船が停泊する港 
  港周辺に飲食店や観光地など商業施設が集まるため，活気にあふれています。 

（２）主に貨物を乗せた船が停泊する港 
  木材や石炭，飼料といった貨物に合わせた積み降ろしの機械を港に準備し，国 
 内外へたくさんの貨物を運搬することで，人の雇用につながり，また安定した製品 
 を製造できます。 

● 石巻港で行われていること 

クルーズ船の受入れ 木材・石炭・飼料等の搬入 
スクラップ等の搬出 



１ 石巻港について 
●石巻港の各ふ頭 

中島・大手・日和ふ頭 

潮見ふ頭 

南浜ふ頭 

雲雀野北ふ頭 雲雀野中央ふ頭 

石巻港湾合同庁舎（現在地） 

スクラップの積み込み作業 

中島ふ頭 

南浜ふ頭 

木材の降ろし作業 

雲雀野中央ふ頭 

クルーズ船「飛鳥Ⅱ」入港 
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２ 石巻港で働く船、車、人 ＜働く船たち＞ 

港内の安全や船の運航にかかわる船 人や貨物を運ぶ船 

●海の安全を見張る 

巡視船 

不審な船の見張りや，事故 

の救助活動などをする 

海上保安庁の船 

●海のパトカー 

警備艇 

事故予防のパトロール，

人命救助，犯罪捜査な

どをする警察の船 

●大型船の接岸を手伝う 

タグボート 

タイヤのついた船体で，大

型船を押したり引いたりし

て離接岸を手伝います。馬

力が強く小回りがきく船で

す 

●港内を見まわる 

監督船 

港内工事の監督，巡視

や，点検などに使われ

る石巻港湾事務所の船 

●海底のドロをさらう 

浚渫船 

海底に積もったドロを

すくい取り，船が運航

できる水深を保ちます 

◄ 木材チップ専用船 

紙の原料となる木材チッ

プを運ぶ船 

●クレーンを乗せた力持ち 

起重機船 

クレーンを使って，重いも

のや大きなものを持ち上げ

る船 

木材専用船 ► 

住宅建材などとなる木材

を運ぶ船 

▼ クラブバケット 

 

◄ 船倉の様子 

 

◄ クルーズ客船 

宿泊設備を持ち，豪

華な船内設備・食事

等を提供。ショーや

イベントなどもあり

長期間の船旅を楽し

む船 

他にも 
いろんな船が 
いるよ！ 
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２ 石巻港で働く船、車、人 ＜働く車たち＞ 

クレーン 

フォークリフト 

ログローダ 

他にも 
いろんな車が 
活躍しているよ！ 

ショベルカー 

クレーン 
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２ 石巻港で働く船、車、人 ＜働く人たち＞ 

どんな仕事があるか調べてみよう 

●港湾管理者 

 港湾管理者は，港の施設を効率よく運営する

ために入港船の調整や貨物の保管場所の使用許

可など，港全体の管理・運営を行っています。

●税関 

 税関では貿易が正しく行われるよう

輸出入貨物を審査したり，関税を徴収

したり，密輸などがおこなわれないよう

水際でチェックしています。 

●港長 

 法律に基づいて港内における船舶の交通安全

と港内の整とんを図っています。  

 危険物を乗せて停泊，荷役，港内での移動，

船舶の修繕なども港長の許可を受ける必要があ

ります。

●出入国管理局 

 入国管理局では外国から来た船の

乗組員や乗客の出入国審査を行って

います。

●検疫（けんえき） 

 外国から来た船によって，伝染症

が国内に侵入するのを防ぐことを検

疫といいます。検疫が済むまでは港

に入港することも，人が乗下船する

こともできません。

●水先人 

 水先人は港の中の様子を一番よく知って

いる人です。このため世界の海を航海する

船も港の中では水先人が船長に代わって，

船を安全に岸壁に導くこともあります。

 世界の国々や日本各地からたくさんの貨物が運び込まれ，また，様々な人々が行き交う港では，これらの流れが安

全で円滑に行われるように，おおぜいの人たちが様々な仕事をしています。 

●港湾運送業者 

 船が接岸してからは，船からの貨物の積み降

ろし，荷さばき等の作業があります。

 船のから貨物の積み降ろしは，荷役業者の手

で船倉からクレーンなどを使って岸壁に下ろさ

れ，そこから野積場，上屋などに運ばれます。

●綱取り離し業 

 船が港に接岸する際には太いロープが船

の前後から張られて船を岸壁にしっかりと

つなぎ止めます。陸側で，その太いロープ

を受け取って係船柱等につないだり，離岸

する際に取り離す作業を行います。

●タグボート 

 大型船が狭い航路を一定の速度で航行し

たり，回頭したり，岸壁へ離接岸する場合，

タグボートが着いて，船体を押したり引い

たりして操船を助けます。

他にも 
様々な仕事で活躍している
人たちがたくさんいるよ！ 
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移入

102 

8 

輸入

218 

貨物の輸出入・移出入 

■動植物性飼肥 
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３ 石巻港に運ばれてくる荷物   

■ ■ ■ 

■ ■ 

■ ■ ■ 

■原木 

■砂利砂 
■石炭 

■とうもろこし 

■木材チップ 

■その他（石灰石・木製品など） 

内側：国内（総量１０９万ｔ） 
    ■移入■移出 
 材木：北海道  砂利：千葉県 
 砂：青森県 など 
 
外側：海外（総量２２６万ｔ） 
    ■輸入■輸出 
 チップ：ﾍﾞﾄﾅﾑ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 
 とうもろこし：ｱﾒﾘｶ  
 石炭：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 
 原木：ｶﾅﾀﾞ 
 木製品：ﾛｼｱ  など 

総量 
約３４０万 

内側：国内（総量１０９万ｔ） 
    ■移入■移出 
 材木：北海道  砂利：千葉県 
 砂：青森県 など 
 
外側：海外（総量２２６万ｔ） 
    ■輸入■輸出 
 チップ：ﾍﾞﾄﾅﾑ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 
 とうもろこし：ｱﾒﾘｶ  
 石炭：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 
 原木：ｶﾅﾀﾞ 
 木製品：ﾛｼｱ  など 

23% 

12% 

11% 11% 
8% 

7% 

28% 

平成２８年石巻港区取扱貨物内訳 

総量 
約３４０万ｔ 

何が作られているかな？ 

単位（万トン） 
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４ 石巻港で行われるイベント   

「ぱしふぃっくびぃなす」 #1 

「飛鳥Ⅱ」 

「にっぽん丸」 #3 

 #3 

画像元  #1:http://www.venus-cruise.co.jp/ #2:https://www.mhi.co.jp/products/detail/cruise_ship_asuka2.html. 
#3:https://www.mol.co.jp/funatabi/cruise/index.html  

#2 

5/23 ぱしふぃっくびぃなす 
    （大手ふ頭） 

6/10 飛鳥Ⅱ（雲雀野中央ふ頭） 
6/11 にっぽん丸（大手ふ頭） 

9/17 にっぽん丸（大手ふ頭） 
 

10/26 飛鳥Ⅱ（雲雀野中央ふ頭） 
 

入港スケジュール 

打上花火によるお見送り風景 

歓迎式典 

歓迎式典 

お見送り風景 

乗客数 524名 

総トン数 22,472ｔ 

全長 166.6ｍ 

全幅 24.0ｍ 

乗客数 940名 

総トン数 50,142ｔ 

全長 240.96ｍ 

全幅 29.6ｍ 

平成２９年度の客船入港予定 
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４ 石巻港で行われるイベント   

出典：https://www.mhi.co.jp/products/detail/cruise_ship_asuka2.html 
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４ 石巻港で行われるイベント   

出典：https://www.mhi.co.jp/products/detail/cruise_ship_asuka2.html 
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４ 石巻港で行われるイベント   
平成３０年度の客船入港予定 

#1 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｾｽ諸元 ※1 

乗客定員 乗組員数 総トン数 巡航速度 全長 全幅 船籍 建造年 
(改装年) 

2,706人 1,100人 115,875トン 22ノット 
(km/h) 

290m 37.5m 英国 2004年 
(2014年) 

7/28 
(土) 

9/5 
(水) 

9/18 
(火) 

入港スケジュール 

画像元  #1:http://www.princesscruises.jp/ships/diamond-princess/ 
引用元 ※1:http://www.princesscruises.jp/ships/diamond-princess/ 
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チャレンジクイズ 

出典：https://www.mhi.co.jp/products/detail/cruise_ship_asuka2.html 
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出典：https://www.mhi.co.jp/products/detail/cruise_ship_asuka2.html 

おまけクイズ 

② ① 



ご参加ありがとうございました。 
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