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                            令 和 元 年 ５ 月 ９ 日 

北 陸 地 方 整 備 局 
 
 

                         

石井国土交通大臣 ５月１１日の新潟県内視察 
 

石井国土交通大臣が、５月１１日（土）に、新潟県を視察します。 

行程及びカメラ撮り等については以下のとおりです。 
 

 
【５月１１日（土）】 

①１１：４５～１２：００ きらりうむ佐渡（約１５分間） 

（中庭・ウェルカムシアターで、カメラ撮りのみ可） 

きらりうむ佐渡は、佐渡金銀山のガイダンス施設です。佐渡金銀山の概要や見学コースを

紹介している展示等を視察します。 

※視察場所・集合場所は別紙３を参照。 

 

②１２：１０～１２：３０ 佐渡
さ ど

金銀山
きんぎんざん

（約２０分間） 

（取材受入不可） 

佐渡金銀山は、世界遺産暫定登録一覧表に登録されており、構成資産である「相川金銀山遺

跡跡」等を視察します。 

※視察場所は別紙２を参照。 

 

③１２：４０～１２：５０ 大間港
おおまこう

跡
あと

（約１０分間） 

（取材受入不可） 

大間港跡では、明治から昭和の時代まで佐渡金銀山で産出される鉱石の搬出等に使われまし

た。歴史的な土木構造物の保存を目的に、平成27年に日本の土木遺産に認定されています。 

※視察場所は別紙２を参照。 

 

④１３：４５～１４：００ 佐渡
さ ど

海上
かいじょう

保安
ほ あ ん

署
しょ

（約１５分間） 
（取材受入不可） 
佐渡海上保安署では、業務説明の後、庁舎を視察します。 

※視察場所は別紙２を参照。 
 

⑤１４：０５～１４：１５ 両津港
りょうつこう

（約１０分間） 

（佐渡汽船 両津港ターミナル４階で、カメラ撮りのみ可） 

両津港では、佐渡島の主要な玄関口として、島内外の人流・物流の交通結節点であり、整備や振

興の状況を視察します。 

 
【同時配布先】 

国土交通記者会、国土交通省建設専門誌記者会、 

国土交通省交通運輸記者会、新潟県政記者クラブ、 

新県政記者クラブ、専門誌 
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※視察場所・集合場所は別紙４を参照。 
 

○取材について 

 

 取材をご希望の方は、５月１０日（金）１６時までに、別添の 取材登録書 によりＦＡＸで登

録が必要です。当日は、現地担当者の指示に従って下さい。 

 取材時には、警備の都合上、必ず腕章又は身分証明書を着用いただくようお願いします。着用

がない場合は、取材をご遠慮いただく場合があります。取材場所への移動は各自でお願いします。 

 気象状況、交通事情、公務等の都合により、時間変更又は取り止めとなることがありますので、

予めご了承下さい。 

 各視察箇所の詳細については別紙をご参照下さい。また、駐車場につきましては、一般の駐車

場などを事前にご確認の上、お越し下さい。 
 ぶら下がり会見は行程の都合等のため、行いません。また、取材対象箇所については、カメラ

撮りのみ可とさせていただきます。 
 

 

【現地視察及び取材登録に関する問い合わせ先】 
 
・北陸地方整備局 港湾空港部 港政課 鈴木   直通電話 025-280-8760 FAX 025-370-6614 
※土曜日・日曜日の連絡先 
・北陸地方整備局 港湾空港部 港政課 鈴木   電話  070-4145-7608 
 
【各事業の問い合わせ先】  国土交通省代表 03-5253-8111 
 
（きらりうむ佐渡・佐渡金銀山について） 
・観光庁 観光資源課 地域資源活用推進室 室長 山田 （内線 27-802） 
 直通電話 03-5253-8111 FAX 03-5253-8930 
・観光庁 観光資源課 地域資源活用推進室 係長 河北 （内線 27-891）   
直通電話 03-5253-8111 FAX 03-5253-8925 

 
（大間港跡について） 
・港湾局 計画課 計画企画官 清水 （内線 46302）  直通電話 03-5253-8667 FAX 03-5253-1650 
 
（佐渡海上保安署について） 
・海上保安庁 総務部 政務課 警務管理官 西口 （内線 742105）  直通電話 03-3580-2083 FAX 03-3581-4708 
 
（両津港について） 
・港湾局 計画課 計画企画官 清水 （内線 46302）  直通電話 03-5253-8667 FAX 03-5253-1650 



（別添）

取材を希望される方は、事前にＦＡＸでご登録をお願いします。
ＦＡＸ送信期限：令和元年５月１０日（金）１６：００まで
ＦＡＸ送信先：国土交通省　北陸地方整備局　港湾空港部　港政課　鈴木
ＦＡＸ番号：０２５－３７０－６６１４

◆報道機関名

◆取材者

１）代表者

２）

３）

◆連絡先（代表者の連絡先）　→取材当日に連絡可能な携帯電話等

◆取材先（ご希望の取材先に○印を記入して下さい。）

　①　きらりうむ佐渡

　⑤　両津港

◆取材先へ乗り入れる車両

メーカー　　　　　　　　　車種　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　　　　　色　　　　　社名(  有り  ・  無し  )

メーカー　　　　　　　　　車種　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　　　　　色　　　　　社名(  有り  ・  無し  )

メーカー　　　　　　　　　車種　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　　　　　色　　　　　社名(  有り  ・  無し  )

　【備考】
　　上記の「◆連絡先（代表者の連絡先）」には、取材当日に連絡可能な携帯電話等の連絡先を
　記入して下さい。　（取材当日、視察の変更等が生じた場合に、連絡します。）
　　駐車場につきましては、一般の駐車場などを事前にご確認の上、お越し下さい。

５
月
１１
日

（土）

 【取材当日の連絡・問い合わせ先】
　 ・①、➄北陸地方整備局　港湾空港部　港政課　鈴木
　　　　　　　        　　携帯電話　070-4145-7608

【取材申込みＦＡＸ送付先】
・北陸地方整備局　港湾空港部　港政課
　　　　　　　　　　　　鈴木
　　　　FAX番号　025-370-6614
　　　　※問い合わせ電話（港政課直通）
　　　　　　　　　　 025-280-8760

（注）「②佐渡金銀山」「③大間港跡」「④佐渡海上保安署」は取材対象外となります

取 材 登 録 書



視察行程図【５月１１日】

① きらりうむ佐渡
② 佐渡金銀山
③ 大間港跡
④ 佐渡海上保安署
➄ 両津港

③

②

➄
④

①

別紙１



視察行程図【５月１１日】
視察場所①：きらりうむ佐渡（カメラ撮り可）

②：佐渡金銀山（取材不可）
③：大間港跡（取材不可）

別紙２

視察場所②：佐渡金銀山

視察場所③：大間港跡

視察行程図【５月１１日】
視察場所④：佐渡海上保安署（取材不可）

➄：両津港（カメラ撮り可）

国土地理院地図

視察場所④：佐渡海上保安署

国土地理院地図

視察場所①：きらりうむ佐渡

視察場所➄：両津港



視察行程図【５月１１日】
取材場所（視察場所①）：きらりうむ佐渡

別紙３

国土地理院地図

国土地理院地図を加工

プレス受付

●

受付場所：きらりうむ佐渡 1階エントランスホール
（住所：〒952-1562 新潟県佐渡市相川三町目浜町18番地1）

駐車場：公共交通機関又は近隣の駐車場（施設駐車場含む）をご利用ください。
受付時間：11:25～
視察時間：11:45～12:00
注意事項：撮影に際しては現地の施設管理者の指示に従ってください。

●

プレス受付
場所

カメラ撮影可能エリア



視察行程図【５月１１日】
取材場所（視察場所➄）：佐渡汽船 両津港ターミナル

別紙４

集合場所：佐渡汽船 両津港ターミナル４階
（住所：〒952-0014 新潟県佐渡市両津湊３５３番地）

駐車場：公共交通機関又は近隣の駐車場（有料駐車場含む）をご利用ください。
受付時間：13:55～
視察時間：14:05～14:15

プレス受付

国土地理院地図

国土地理院地図を加工

●

カメラ撮影可能エリア
（４階）

Ｅ
Ｖ

階段

● プレス受付
場所

カメラ撮影可能エリア
（４階）

佐渡汽船 両津港ターミナル４階平面図

４Ｆ
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