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調査研究活動報告

みなとまちづくり研究会
みなとオアシスシンポジウム in 魚津

2004年に誕生したみなとオアシスは、地域住民の交流や観光振興を通じて地域を活性化する拠点として、
全国津々浦々に展開してきました。その重要性が広く認識され、国土交通省港湾局は、2017年2月にみなとオ
アシスを港湾局長登録にする制度変更を行い、全国的な視点から施策が推進されることとなりました。

そこで、今年のみなとまちづくり研究会では、今後のみなとオアシスの活動を考える契機とするため、み
なとオアシスシンポジウムin魚津として第1部の講演と第2部のパネルディスカッションが開催されました。

主催者挨拶　一般社団法人ウォーターフロント協会　会長　金澤　寛
第1部：講　演　地域づくりの視点から見た「みなと」のポテンシャル

　　　　雨宮　洋司　みなとガイド学習塾　塾長
第2部：パネルディスカッション「地域振興、地方創生に貢献するみなとオアシスとは」

コーディネーター　横内　憲久　日本大学名誉教授
　　　パネリスト　雨宮　洋司　みなとガイド学習塾　塾長
　　　　　　　　　魚住　　聡　国土交通省港湾局 産業港湾課　課長
　　　　　　　　　大澤　千晶　（株）新川インフォメーションセンター CATV事業本部 制作部課長
　　　　　　　　　大西　育子　女性みなと街づくり苫小牧　代表
　　　　　　　　　谷本　訓男　NPO法人港まちづくり八幡浜　理事長
　　　　　　　　　水白　　均　（株）魚津シーサイドプラザ　代表取締役社長

第1部では雨宮洋司氏による海の視点から見たみなとまちの活性化方策として船、魚、観光資源についての
魚津市への提案が出されました。

第2部では雨宮氏を含めた6名のパネリストによる各活動の報告があり、それについて意見交換がされまし
た。コーディネーターとして、横
内憲久氏を迎え、地元の振興、地
方貢献についての熱のこもった討
論が行われました。

まとめとして、みなとオアシス、
みなとまちづくりマイスター、行
政などの関係者が一体となって取
り組むこと、メディアを有効に活
用することなどが確認されました。 主催者挨拶をする金澤会長 講演中の雨宮⽒
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第1部：講　演　「地域づくりの視点から見た「みなと」のポテンシャル」
講　師　雨宮　洋司　みなとガイド学習塾　塾長

東京商船大学商船学部航海学科卒業。川崎汽船株式会社航海士を経て、運輸省航海訓練
所教官。1990年、富山商船高等専門学校教授、2000年、富山大学教育学部教授、2002年、
同教育学部（現人間発達科学部）附属小学校長。伏木富山港新湊地区において “みなとま
ちづくり” に取り組む。ウォーターフロント協会認定 “みなとまちづくりマイスター”。

講演資料
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第2部：パネルディスカッション「地域振興、地方創生に貢献するみなとオアシスは」

コーディネーター
横内　憲久　日本大学名誉教授

日本大学大学院建設工学修士課程修了。同建築学科助手、海洋建築工学科専任講師、助
教授、建築学科教授、まちづくり工学科教授を経て、2017年、日本大学定年退職。1975年、「都
市住宅」（鹿島出版会）に “特集 ウォーターフロント” を掲載し、ウォーターフロントという
言葉を初めて使う。著書に「ウォーターフロント開発の手法」、「ウォーターフロントの計画ノー
ト」など。ウォーターフロント協会理事。2016年「みなとオアシス」を拠点とした地域活性
化検討委員会（国土交通省港湾局）委員長として「みなとオアシス」の新制度の立案に尽力。

パネリスト
魚住　　聡　国土交通省港湾局産業港湾課　課長

北海道大学大学院修士課程（土木工学専攻）修了。1989年、運輸省入省。第三港湾建設
局、貨物流通局、運輸政策局、沖縄開発庁、資源エネルギー庁、在メキシコ日本国大使館、
国土交通省港湾局、北海道開発局に勤務。2010年、国土交通省港湾局危機管理室長、2012
年、中国地方整備局港湾空港部長、2014年、北海道開発局空港課長、2016年、大臣官房参
事官（交通プロジェクト）。2017年より現職。訪日クルーズの拡大、みなとオアシスによ
る “みなとまちづくり” など、港の賑わい創出の政策を担当。

大澤　千晶　株式会社新川インフォメーションセンター CATV事業本部　制作部課長
1998年、NHK富山放送局に入局。2000年に現在の会社へ移り、ケーブルテレビの番組・

コンテンツの制作を担当。2005年、担当した番組が総務大臣賞「第31回日本ケーブル大賞
番組コンクールグランプリ」を受賞。放送を通して魚津の発見・再発見を提供し続ける。
2017年より魚津市総合戦略推進委員会委員。

大西　育子　女性みなと街づくり苫小牧　代表
暮らしに関わりの深い女性の立場から、苫小牧の “みなとまちづくり” と発展のために

幅広く活動。苫小牧みなと写生会、みなとの空間花いっぱい活動、苫小牧みなとウォーク、
花壇整備などを定期的に行う。また、苫小牧港開港50周年記念事業や、みなとオアシス
Sea級グルメ大会の企画実行に尽力している。ウォーターフロント協会認定 “みなとまち
づくりマイスター”。
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谷本　訓男　港まちづくり八幡浜　理事長
八幡浜港の振興ビジョンの実現を図るため、市民フォーラムの開催、“みなとまちづくり”

プランの策定や、コンペなど、産・民・官・学の連携による “みなとまちづくり” におい
て先導的な役割を果たし、この活動により八幡浜みなとオアシス「八幡浜みなっと」がオー
プン。みなとまち八幡浜の再生に大きく貢献している。ウォーターフロント協会認定 “み
なとまちづくりマイスター”。

水白　　均　株式会社魚津シーサイドプラザ　代表取締役社長
魚津魚商協同組合理事長、富山県産地魚商協同組合連合会会長を経て、2013年「海の駅

蜃気楼」を運営する（株）魚津シーサイドプラザ代表取締役社長に就任。魚津魚商協同組
合理事長時に○○魚津海の駅蜃気楼会場において、隣接する魚津漁業協同組合の協力を得
て、水揚げ用大型ブロックタンクを200本以上使用して巨大迷路を設営したり、仮設プー
ルでブリの掴み取りを行うなど、漁師の孫の顔もあり。

左から大澤、大西、谷本、水⽩（敬称略） 左から横内、魚住、雨宮（敬称略）

山本正徳　宮古市長 渕上隆信　敦賀市長 田代堯　岬町長



− WATERFRONT  DEVELOPMENT −  43

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「みなとオアシス」制度について

国土交通省港湾局

産業港湾課長 魚住 聡

平成２９年１０月１３日

みなとオアシスシンポジウムｉｎ魚津

【機密性２】

○ 「みなとオアシス」について、全国各地で積極的な登録がなされているところであり、現在
（平成 年 月現在）全国１０１箇所の「みなとオアシス」を登録した。

支
援
内
容

○市町村
○港湾管理者
○ 団体 ほか

設
置
者

○地域住民、観光客、クルーズ旅客等が交流及び休憩できる機能
○地域の観光及び交通に関する情報の提供機能
○その他（災害支援機能、商業機能等）

機
能

○みなとオアシス標章（シンボルマーク）の使用
○国土交通省・地方整備局等のホームページ等に
よる広報
○地図への掲載や標識の設置の支援
○その他みなとの振興に関する各種支援

全国のみなと
オアシス

標章（シンボルマーク） 案内標識設置の事例

「みなとオアシス」の登録状況

･枝越港
･宇和島港
･八幡浜港

･徳島小松島港
･北浦港
･宇多津港

登録数 １０１箇所

･本部港･水納港
･那覇港
･中城湾港

（平成２９年１０月 日現在）

稚内港･
香深港･
鴛泊港･
沓形港・
紋別港･
網走港･

苫小牧港･
室蘭港･
函館港･
江差港･

大島港･
唐津港･
福江港･
別府港･
大分港･

津久見港･
牛深港･
細島港･

鹿児島港･

･大間港
･大湊港
･青森港
･休屋港
･八戸港
･久慈港
･宮古港
･船川港
･秋田港
･本荘港
･酒田港
･加茂港
･鼠ヶ関港
･仙台塩釜港
･小名浜港

瀬戸田港･
尾道糸崎港･

尾道
三原

忠海港･
竹原港･
小用港･
広島港･
宇品
坂

由宇港･
三田尻中関港・

下関港･

鳥取港･
西郷港･
別府港･
宇野港･
境 港･
浜田港･

･茨城港 大洗
･川崎港
･木更津港
･横浜港
･館山港

魚津港･
伏木富山港･

小木港･
飯田港･
輪島港･

宇出津港･
穴水港･
七尾港･
敦賀港･
和田港･

･奈半利港
･手結港
･久礼港
･あしずり港
･宿毛湾港

岩船港･
新潟港･
新潟
聖籠

両津港･
宮津港･

久美浜港･
神戸港･
（須磨）
（神戸）
姫路港･
相生港･

･深日港･淡輪港
･和歌山下津港
･古座港

･沼津港
･大井川港
･御前崎港
･三河港
･名古屋港
･津松阪港
･鳥羽港
･浜島港･賢島港

【最近の登録状況】（ ～ 箇所目）
・「みなとオアシス横浜」 （平成 年 月 日登録）
・「みなとオアシス久礼」 （平成 年 月 日登録）
・「みなとオアシス須磨」 （平成 年 月 日登録）
・「みなとオアシス志摩」 （平成 年 月 日登録）
・「みなとオアシスほそしま」 （平成 年 月 日登録）
・「みなとオアシス加茂」 （平成 年 月 日登録）
・「みなとオアシスりしりとう・くつがた」 （平成 年 月 日登録）
・「みなとオアシス下関」（平成 年 月 日登録）
・「みなとオアシス川崎」（平成 年 月 日登録） ２

【機密性２】

【第１回】 広島県三原市
開催日 平成 年 月 日 土 ・ 日 日
参加数 箇所（他 箇所が応援出店）
来場者 万 千人

【第２回】 福島県いわき市
開催日 平成 年 月 日 土 ・ 日 日
参加数 箇所（他２箇所が応援出店）
来場者 万 千人

「届けよう希望の光・夢・未来」をスロー
ガンに東日本大震災復興支援イベント
の一つとして開催

震災復興を願った「いわき小名浜み
なとフェスティバル」の中心的なイベント
として開催。

グランプリ たまの温玉めし
みなとオアシス宇野

ジャンボ！いわきカジキメンチ
いわき小名浜みなとオアシス

【第３回】 北海道苫小牧市
開催日 平成 年 月 日 土 ・ 日 日
参加数 箇所（他 箇所が応援出店）
来場者 万人

苫小牧港開港 周年記念事業の
イベントの一つとして開催

【第４回】 大分県大分市
開催日 平成 年 月 日 土 ・ 日 日
参加数 箇所（他 箇所が応援出店）
来場者 万 千人

地域のイベント（食彩 かんたん
港園食堂）と同時開催

グランプリ たまの温玉めし
みなとオアシス宇野

【第５回】 広島県尾道市
開催日 平成 年 月 日 土 ・ 日 日
参加数 箇所（他２箇所が応援出店）
来場者 万 千人

隣接する海浜（サンセットビーチ）の
海開きに合わせて開催。

○平成 年度より、「みなとオアシス全国協議会」の主催により､「みなとオアシス」が位置する地元の食材
や、地産地消される名産品で作られた“ ”の要素を含む「 級グルメ」が全国で好評を得ている。

【第６回】 岩手県宮古市
開催日 平成 年 月 日 土 ・ 日 日
参加数 箇所（他 箇所が応援出店）
来場者 万 千人

グランプリ
真崎焼き（みなとオアシスみやこ）

宮古港開港 周年記念事業の
イベントの一つとして開催。

【第７回】 三重県鳥羽市
開催日 平成 年 月 日 土 ・

月 日 日
参加数 箇所（他 箇所が応援出店）
来場者 万 千人

伊勢志摩国立公園指定７０周年記念
プレイベントとして開催

【第８回】 岡山県宇野市
開催日 平成 年 月 日 土 ・ 日（日）
参加数 箇所（他 箇所が応援出店）
来場者 万 千人

【第９回】 愛知県蒲郡市
開催日 平成 年 月 日 土 ・ 日（日）
参加数 箇所（他 箇所が応援出店）
来場者 ６万８千人

みなとオアシス三原 いわき小名浜みなとオアシス みなとオアシス苫小牧 みなとオアシスかんたん港園

みなとオアシス瀬戸田 みなとオアシスみやこ みなとオアシスとば みなとオアシス宇野

みなとオアシスがまごおり

グランプリ たまの温玉めし
みなとオアシス宇野

平成 年度は
箇所で開催。

グランプリは、
共に「たまの温玉めし」！

グランプリ
サメ春巻き（みなとオアシスとば）

平成 年 月 ～ 日：「第 回みなとオアシス 級グルメ全国大会 魚津」（富山県魚津市）を開催

４

「みなとオアシスＳｅａ級グルメ全国大会」開催状況

【機密性２】

○「みなとオアシス」とは、平成 年 月、中国地方整備局及び四国地方整備局において創
設されたものであり、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性化に資する「みな
と」を核としたまちづくりを促進するため、住民参加による地域振興の取り組みが継続的に
行われる施設として、国土交通省港湾局長が申請に基づき登録するもの。

 

地域住民 観光客

地域住民の交流
観光振興

代表施設

みなとオアシス

クルーズ旅客

トイレ

緑地・広場

駐車場

※みなとオアシスの構成施設は、各みなとオアシスによって様々であり、 必ずしもこれら全ての施設を必要とするわけではあり
ません。

例：
多目的ホール、観光案内施設、市場、
支援物資備蓄施設 等

例：
旅客施設、展望施設、レストラン 等

「みなとオアシス」とは

１

みなとオアシスは、交流・休憩、情報提供、災害時支援、物販、飲食等を提供する施設から
構成されています。規模や構成施設は、各みなとオアシスによって異なっています。

※第１号登録として、平成 年 月に「みなとオアシス瀬戸田」（広島県尾道市）及び「鳥取・賀露（かろ）
みなとオアシス」（鳥取県鳥取市）の 件を同時登録。

【機密性２】

■「みなとオアシス」の機能の追加
地域住民、観光客の交流・休憩機能に加え、クルーズ
旅客の休憩・交流機能、災害支援機能を追加。

■「みなとオアシス」の運営体制の強化
港湾協力団体の積極的な活用。

○港湾協力団体制度とは
官民連携による港湾の管理を促進するため、港湾管理者が適正な民間
団体等を港湾協力団体に指定する制度。平成２８年７月改正港湾法の
施行に伴い創設。

■「みなとオアシス」の広報の強化
みなとオアシスを代表する施設の明示、みなとオアシス標章
の掲示。
■「みなとオアシス」の登録の一元化
地方整備局長等から港湾局長に変更。

○新制度の主な変更点

「みなとオアシス」の制度改正（平成 年 月 日）

３平成２９年２月１日 新制度「みなとオアシス運営要綱」を策定・配布

標章（シンボルマーク）

港湾局長から登録証の交付

（みなとオアシス横浜：平成 年
月 日）

【機密性２】

クルーズ客船岸壁

宿泊施設

バスターミナル

駐車場

交流施設

みなとオアシス

「クルーズふ頭における臨時の免税店届出制度」

臨時店舗の免税店化

「訪日外国人受入環境緊急整備事業」

多言語表記
（ピクトグラム含む）

（無線 ）の設置

「訪日外国人受入環境緊急整備事業」

緑地（トイレ・駐車場等
を含む）の整備

「社会資本整備総合交付金 等」

「社会資本整備総合交付金 等」

浮桟橋等の整備
高速船等発着場

「特定民間都市開発事業
港湾民間拠点施設整備事業 等」

避難場所の整備

「民間事業者による港湾施設の建設
等に係る資金の無利子貸付制度」

旅客施設の整備

「地方創生推進交付金」

マーケット調査、商品開発等
地場産品市場拡大

５

「みなとオアシス」への活用が見込まれる主な支援内容

魚住　聡　　国土交通省港湾局産業港湾課　課長　発表資料
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【機密性２】
社会資本整備総合交付金の活用

○みなとオアシス名称： みなとオアシスあおもり
○計画名称： 青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（地域活性化）（港湾重点）
○港湾名： 青森港 ・地区名： 本港地区
○要素となる事業名： 海浜・水質浄化施設の整備
○全体事業内容： 覆砂面積

交付金事業箇所

構成施設：
青森駅前ビーチ

【事業の目的】
当該水域において海浜整備を行うことに
より、水質向上による水生生物の生息環
境改善や、海浜を利用した親水性の高い
賑わい空間の創出を目指すもの。

：みなとオアシスあおもりの主な構成施設

海浜

【機密性２】

○平成 年４月に「クルーズ埠頭における臨時の免税店届出制度」が創設され、臨時出店の手続きが簡素化されたこと
により、クルーズ船が着岸するふ頭における消費を通じた地域の活性化が期待されている。

○制度創設以降、 回のクルーズ船の寄港に際し、のべ 店舗の臨時免税店の出店実績がある。（平成 年８月末
現在）。

クルーズふ頭への臨時の免税店の出店手続

【制度開始】 平成 年４月１日

クルーズふ頭において、臨時の免税販売が可能となる

① あらかじめ、免税店を出店しようとする港湾施設について、
税務署長の承認を受ける※

※既に消費税免税店を経営する事業者に限る
※港湾管理者からの「港湾施設使用許可」等の書類を添付する

② 前日までに、免税店を出店することを税務署長に届出

伏木富山港 境港

外航クルーズ船

前日までの届出により
免税販売が可能となる

臨時の免税店

事前承認港湾施設
（あらかじめ承認を受けた港湾施設）

平成 年８月末日現在

クルーズふ頭における臨時の免税店届出制度の活用

注）寄港実績は、港湾管理者からの聞き取りから国土交通省作成。横浜港

販売例

ボイジャー・オブ・ザ・シーズ
衣料品

販売例

ボイジャー・オブ・ザ・シーズ
土産物、電化製品

販売例

クァンタム・オブ・ザ・シーズ
食品、化粧品、キッチン用品、
電化製品ほか

港名
臨時免税店の出店のあった

クルーズ船寄港数
延べ店舗数

伏木富山港 回 店舗
境港 回 店舗
大阪港 回 店舗
油津港 回 店舗
金沢港 回 店舗
舞鶴港 回 店舗
神戸港 回 店舗
八代港 回 店舗
横浜港 回 店舗
清水港 回 店舗
長崎港 回 店舗
佐世保港 回 店舗
名古屋港 回 店舗
宇和島港 回 店舗
那覇港 回 店舗
合計 回 店舗

８

臨時の免税店の出店状況

【機密性２】
みなとオアシスの案内標識・看板の設置

案内標識 看 板

みなとオアシスわっかない

みなとオアシス浜田

サイクリングポートみなとオアシス尾道 みなとオアシス“渚の駅”たてやま

みなとオアシスみやこ

○各みなとオアシスにおいて、案内標識や、代表施設等に看板を設置。

みなとオアシス室蘭・看板除幕式の状況
（平成27年9月12日）

除幕式参加者の挨拶

（みなとオアシス運営協議会・石田会長、国土交
通省港湾局・水谷産業港湾課長、室蘭市・日色
港湾部長等が参加）

※ウォーター
フロント協会
の支援事業
を活用して設
置

９
みなとオアシス下関

【機密性２】
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の活用

７

○訪日外国人旅行者数 万人（ 年）、 万人（ 年）の実現に向けて、訪日外国人旅行者
の受入環境の整備を緊急的に進める。みなとオアシスへの活用が見込める事業メニューは以下のとおり。

交通サービスインバウンド対応支援事業

■多言語表記等 ■無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備
【補助対象事業者】
・自治体（港湾管理者含む）
・協議会 等

地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業

■手ぶら観光カウンターの機能向上

【補助対象事業者】
・地方公共団体、公共交通事
業者を含む民間事業者 等
（手ぶら観光共通ロゴマーク掲
出の認定をした、又は認定する見
込みがある者）

■観光案内所の機能向上

【補助対象事業者】
・地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事
業者 等
（日本政府観光局がカテゴリーⅡ以上の認定をした、又
は認定する見込みがある者）

（施設の整備・改良、洋式便所の整備等、無料公衆
無線ＬＡＮ環境の整備、多言語の展示設備、案内標
識・デジタルサイネージ・ＨＰの多言語表記等、案内
放送の多言語化）

【補助対象事業者】
・地方公共団体、公共交通事業者を含む
民間事業者 等

■公衆トイレの洋式化等

【補助対象事業者】
・地方公共団体、公共交通事
業者を含む民間事業者 等

（施設の整備・改良、無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、
案内標識・デジタルサイネージ・ＨＰの多言語表記等、
案内放送の多言語化、スタッフ研修）

■観光拠点情報・交流施設の機能向上
（案内標識・デジタルサイネージ・ＨＰの多言語表記等、案内放送の
多言語化、手荷物集荷場等の整備等）

【補助対象事業者】
・自治体（港湾管理者含む）
・協議会 等※イメージ

みなとオアシス○○

※補助率：

【機密性２】

地整等 マイスター 港名 地整等 マイスター 港名 地整等 マイスター 港名

横澤 輝樹 稚内港 小島 富美子 新潟港 山田 義彦 境港

竹内 珠己 紋別港 石井 洋司 新潟港 三宅 定子 宇野港

杉本 匡規（再） 網走港 雨宮 洋司（再） 伏木富山港 田中 丈裕 水島港･東備港

大西 育子 苫小牧港 田村 伴次 名古屋港 小川 和子 尾道糸崎港

立野 了子 室蘭港 江崎 貴久 鳥羽港 長澤 宏昭 瀬戸田港

白川 皓一 室蘭港 神谷 正巳 衣浦港 小積 君生 忠海港

折谷 久美子 函館港 石原 智央 御前崎港 脇本 茂紀 忠海港

高橋　哲也（新） 沓形港 村上 和子 神戸港 森野 一郎 徳島小松島港

島　康子 大間港 森田　潔 神戸港 小笠原 良 奈半利港

渡部 正人（再） 青森港 松本 英之 大阪港 三浦 薫也 久礼港

若井 敬一郎 青森港 伊庭 節子 舞鶴港 谷本 訓男 八幡浜港

鳥谷部 真実 青森港 渡辺　真二（新） 神戸港 木村 謙児 八幡浜港

町田 直子 八戸港 永木 三茂 北九州港

椛沢 孝子 八戸港 大谷 鮎子 博多港

橋本 久夫 宮古港 奥村 伸幸 別府港

西村　修 酒田港 早瀬 康信 大分港

安部 義孝（再） 小名浜港 川畑 孝則 鹿児島港

鈴木 泰弘 小名浜港

九

州

東

北

中

国

北

陸

中

部

四

国

近

畿

北

海

道

○認定を通じて、みなとまちづくりの成功事例を広く周知。

○認定者の各地への招聘等により、地域間の交流や情報交換をはかる。

○後進の育成にも積極的に関わって頂く。

目 的

「みなとまちづくり」

の一層の推進

○「みなとまちづくり」の取り組みを通じて、“賑わいの創出”や“地域の活性化” などの成果が得られた事

例において、中心的に活動された方を「みなとまちづくりマイスター」として認定し、そのノウハウを全国各

地へ伝承し、みなとまちづくりの推進を図っている。 平成 年度創設

【主催：（一社）ウォーターフロント協会、後援：国土交通省】

「みなとまちづくりマイスター」認定者（全 名：平成 年度）

※平成 年度において、
名（新任： 名、再任：

名）が認定。

（ 名）

（ 名）

（ 名）

（ 名）

（ 名）

（ 名）

（ 名）

（ 名）

みなとまちづくりマイスターの概要

８

港湾局長賞授与式の様子

ウォーターフロント協会からの認定証授与式の様子

◆（一社）ウォーターフロント協会からの支援制度：「みなとまちづくりマイスター派遣支援事業」
→みなとまちづくりマイスターによる講演や指導等を行う場合、派遣にかかる費用を助成する。

支援制度

主催者側

後援者側

※みなとまちづくりマイスター 名のうち、 名がみ
なとオアシス設置者等関係者である。

【機密性２】

○官民連携による港湾の管理等を促進するため、港湾管理者が適正な民間団体等を港湾協力団体に指定する制度。
（港湾法第４章の２）
○港湾協力団体の指定により、港湾において活動する民間団体等（みなとオアシス運営者やクルーズ旅客受入団体等）
と港湾管理者との間に緊密な関係が構築されることとなり、相互の協力体制が構築されることが見込まれ、港湾にお
ける活動の円滑化、活性化を期待する。

「港湾協力団体制度」の創設（平成 年７月）

※平成 年 月 日時点： 団体指定

○港湾管理者：連携して港湾管理を行う民間団体を港湾協力団体に指定。

○港湾協力団体：業務の実施に関し必要な情報等を港湾管理者から受けられ、
また、港湾区域内水域等を占用する際の手続が簡素化される。

＜制度の概要＞①クルーズ船寄港時のおもてなし等を行う団体

【活動内容例】
・クルーズ船寄港時のおもてなしイベントの企画・運営
・クルーズ船の入港情報やイベント情報の発信、・船内見学会の実施等

書道体験

②みなとオアシス運営・活動団体
【活動内容例】
・地域情報、観光情報の発信
・地域の祭、イベント、物販等の開催等

鼓笛パレード ふるさと祭

みなとオアシスれぶん

みなとオアシス瀬戸田

「いか踊り」による見送り

消防隊による見送りミニねぶたによる歓迎

青森港

函館港

広島港

室蘭港

境港

鬼太郎音頭による歓迎

指定数 指定日 管理者名 港名 指定団体名 代表者名
みなと

まちづくり
マイスター

みなと
オアシス

八幡浜市 八幡浜港 八幡浜港みなとまちづくり協議会 谷本　訓男 ○ ○

紋別市 紋別港 みなとオアシスもんべつ運営協議会 竹内　珠己 ○ ○

東京都 東京港 特定非営利活動法人 首都東京みなと創り研究会 高野　一男 － －

青森県 青森港 青森ウォーターフロント活性化協議会 細川　英邦 － ○

稚内のみなとを考える女性ネットワーク 岩本　明子 － ○

稚内地元愛育成協議会 久手　剛 － ○

礼文町 香深港 礼文地域再生プロジェクト協議会 村井　政春 － ○

利尻富士町 鴛泊港 鴛泊港活性化推進協議会 工藤　明夫 － ○

境港管理組合 境港 特定非営利活動法人 元気みなと 佐名木　知信 － ○

三原港 特定非営利活動法人 みはらまちづくり兎っ兎 小川　和子 ○ ○

瀬戸田港 特定非営利活動法人 せとだ港房 長澤　宏昭 ○ ○

江差町 江差港 一般財団法人 開陽丸青少年センター 照井　誉之介 － ○

室蘭市 室蘭港 みなとオアシス室蘭運営協議会 立野　了子 ○ ○

伏木富山港 公益財団法人　伏木富山港・海王丸財団 柳野　隆之 － ○

魚津港 株式会社　魚津シーサイドプラザ 水白　均 － ○

富山県

稚内市 稚内港

広島県
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大澤　千晶　　株式会社新川インフォメーションセンターCATV事業本部　制作部課長　発表資料
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大西　育子　女性みなと街づくり苫小牧　代表　発表資料
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谷本　訓男　　港まちづくり八幡浜　理事長　発表資料
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水白　均　（株）魚津シーサイドプラザ　代表取締役社長　発表資料


