
 事業報告 

１．総会・理事会 

 

（１）第 27回定時総会 

・日 時：平成 29年 6月 6日（火） 15：00～16：00 

・場 所：ホテル アジュール竹芝  東京都港区海岸 

・議決事項 

第 1号議案 平成 28年度事業報告及び決算報告に関する件 

第 2号議案 定款変更に関する件 

第 3号議案 役員の選任に関する件 

報告事項 

 

（２）第 62回理事会 

・日 時：平成 29年 4月 27日(木) 13：30～14：30 

・場 所：ホテル アジュール竹芝  東京都港区海岸  

・議決事項 

第 1号議案 平成 28年度事業報告及び決算報告に関する件 

第 2号議案 定款変更に関する件 

第 3号議案 役員の選任に関する件 

 

（３）第 63回理事会 

・日 時：平成 30年 2月 22日(木)15：00～16：00 

・場 所：TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター  東京都中央区京橋  

・議決事項 

第 1号議案 平成 30年度事業計画及び収支予算に関する件 

第 2号議案 会員の入会に関する件 

第 3号議案 定時総会開催に関する件 

第 4号議案 平成 29年度収支予算書変更に関する件 

 

２．ウォーターフロント開発・振興支援事業（公益目的事業） 

 

（１）ウォーターフロント振興支援（助成）事業の実施 

１）支援事業成果報告会の実施 

平成 28年度支援事業の報告会を開催し、3事業の報告、意見交換がおこ

なわれ、ウォーターフロント振興支援事業選定委員長が講評した。 

・日 時：平成 29年 6月 6日（火）16：15～17：45 

・場 所：ホテルアジュール竹芝 14F 天平の間  東京都港区海岸 

＜平成 28年度支援事業＞ 

 ①「みなと」の魅力発信～宣伝、広報事業      紋別市 



 

 ②  境港おさかなロード大漁祭          境港市 

 ③  第 2 0 回たまの・港フェスティバル       玉野市 

 

２）平成 29年度支援事業の選定と助成 

ウォーターフロント振興支援事業選定委員会を平成 29年 6月 21日に開催

し、選定された 3事業に助成した。 

 

＜振興支援事業選定委員会 委員＞          （五十音順、敬称略） 

 佐藤 成美  五洋建設株式会社 横浜営業支店 顧問（委員長） 

 佐藤 浩孝  株式会社 NIPPO  執行役員 

 原  重一  観光開発プロデューサー 

水谷  誠  国土交通省 港湾局 産業港湾課長  

 廻  洋子  敬愛大学 国際学部教授 

 横内 憲久  日本大学 理工学部 非常勤講師 

 

＜平成 29年度支援事業＞ 

 ①横浜港 みなとよこはま・SAKE プロジェクト 

申請者 一般社団法人横浜港振興協会 

 ②大阪港 大阪開港 150年記念祭（第 10回天保山まつり） 

申請者 一般社団法人港まちづくり協議会大阪 

 ③魚津港 第 10回みなとオアシス Sea級グルメ全国大会 in魚津 

申請者 魚津みなと振興会 

 

 

（２）「みなとオアシス全国協議会」の運営 

１）第 9回理事会 

・日 時： 平成 29年 10月 13日（金）13:30～14:00 

・場 所： ホテルグランミラージュ 飛翔の間  富山県魚津市 

・議案審議 第 1号議案 平成 28年度事業報告について 

    第 2号議案 平成 29年度事業計画について 

    第 3号議案 会員の入会について 

    第 4号議案 次期総会開催地について 

          平成 30 年度総会並びにみなとオアシス Sea 級

グルメ全国大会を北海道紋別市で開催すること

を決定した。 

    第 5号議案 役員の改選について 

  



 

２）第 9回総会  

・日 時： 平成 29年 10月 13日（金）14:10～14:45 

・場 所： ホテルグランミラージュ 天翔の間  富山県魚津市 

・議案審議 第 1号議案 平成 28年度事業報告について 

      第 2号議案 平成 29年度事業計画について 

      第 3号議案 役員の改選について 

・報告事項 ・会員の入会状況について 

      ・次期総会開催地について 

 

みなとオアシスシンポジウム in 魚津 

・日 時： 平成 29年 10月 13日（金）15:00～17:30 

・場 所： ホテルグランミラージュ 天翔の間 

・第 1部：魚津の海・みなと 

  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：全国のみなとオアシス 

  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 ㈱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 ㈱魚津シーサイドプラザ 代表取締役社長 

・交流会 

・現地視察 10月 14日（土） 特別天然記念物魚津埋没林博物館 

 

３）みなとオアシス広報活動等助成事業 

助成事業審査委員会を平成 29年 8月 30日に開催し、平成 29 年度の助成対

象 15オアシスと助成金額を決定した。 

 本事業は、「21世紀みなとづくり推進実行委員会」の助成を受けて実施した。 

 

＜助成事業審査委員会 委員＞           （五十音順、敬称略） 

池田  薫 公益社団法人日本港湾協会 専務理事（委員長） 

魚住  聡 国土交通省 港湾局 産業港湾課長 

梅山 和成 JFEスチール株式会社 顧問 

横内 憲久 日本大学 名誉教授 

  



 

＜平成 29年度みなとオアシス広報活動等助成事業＞ 

申請者 活動名 

みなとオアシスもんべつ みなとオアシス活動 PRパンフレット製作事業 

みなとオアシス苫小牧 
第 7回苫小牧漁港ホッキまつり 

(みなとオアシス苫小牧 PR活動) 

みなとオアシスマリンゲート塩釜 みなとオアシス絵画コンクール 

いわき小名浜みなとオアシス いわき小名浜みなとオアシス案内標識設置事業 

みなとオアシス‟渚の駅”たてやま PR 用印刷物の製作（パンフレット) 

みなとオアシス魚津 第 10回みなとオアシス Sea級グルメ全国大会 in魚津 

みなとオアシス佐渡両津 みなとオアシス佐渡両津看板設置 

中部みなとオアシス連絡協議会 
中部みなとオアシス観光物産展 in名古屋港 

（台風のため代替事業 第 10回みなとオアシス会議現地見学会） 

みなとオアシス御前崎 みなとオアシス御前崎パンフレット作製事業 

みなとオアシス大阪港・天保山 みなとオアシス回遊性プロジェクト 

みなとオアシスごぼう みなとオアシスごぼう看板設置事業 

みなとオアシス広島 みなとオアシス広島 似島地区の周知事業 

鳥取・賀露みなとオアシス 鳥取・賀露みなとオアシス案内マップ 

みなとオアシス別府港 みなとオアシス別府港 みなとのマルシェ 

みなとオアシスほそしま 「みなとオアシスほそしま」周知啓発事業 

 

 

４）情報提供 

・みなとオアシスハンドブックを増刷し、国、港湾管理者、自治体、関係団

体等に配布した。 

・みなとオアシス全国協議会ホームページに各オアシスのイベント情報、Sea

級グルメ全国大会情報を掲載した。 

  http://www.waterfront.or.jp/oasisu/index.html 

・メールマガジン｢ＷＦニュース」にオアシスの情報を掲載した（毎月 1回配

信）。 

 

（３）「みなとオアシス Sea級グルメ」及び「港弁」の振興支援 

１）みなとオアシス Sea級グルメ全国大会の開催 

第 10回みなとオアシス Sea級グルメ全国大会 in魚津 

・日 程： 平成 29年 10月 14日（土）～15日（日） 

・場 所： みなとオアシス魚津 富山県魚津市 

   21オアシスが出店。オープン参加 2オアシス、応援参加 1オアシス。 

   来場者数 38,000人（主催者発表） 

10回大会を記念して、出店回数の多い７つのオアシスに貢献賞を贈呈した。 

  



 

（４）「みなとの博物館ネットワーク・フォーラム」の運営 

１）総 会 

・日 時： 平成 29年 5月 25日（木）14：00～14：40 

・場 所： 神戸海洋博物館 ホール  兵庫県神戸市 

・議案審議 第 1号議案 平成 28年度事業報告及び決算報告に関する件 

      第 2号議案 平成 29年度事業計画及び収支予算に関する件 

      第 3号議案 会員の入会に関する件 

・報告事項 次期総会開催地について 

      平成 30 年度総会を青森県青森市 青函連絡船メモリアルシッ

プ八甲田丸で開催する。 

・施設見学 神戸海洋博物館、カワサキワールド、神戸ポートタワー 

・視察研修 「ロイヤル・プリンセス」による神戸港クルージング 

・交流会  The Ocean View Chinoise Gaen 

 

２）企画委員会  

 第 1回 平成 29年 6月 23日（金）14:30～16:30     於 当協会 

 第 2回 平成 29年 11月 2日（木）14:30～16:30     於 当協会 

 第 3回 平成 30年 3月 9日（金）14:30～16:30      於 当協会 

 

３）助成事業  

平成 29年度の助成事業を 11館で実施した。 

本事業は、「21世紀みなとづくり推進実行委員会」の助成を受けて実施

した。 

助成事業審査委員会を平成 30 年 1 月 17 日に開催し、平成 30 年度の助成

館 7館と助成金額を決定した。 

 

４）スキルアップ交流会 

平成 29年 12月 13日（水）～12月 14日（木）実施した。 

  1 日目 横浜みなと博物館にて研修、バックヤード見学、帆船日本丸見

学、 

意見交換会 

  2 日目 京浜フェリーボート「ゆめはま」で横浜港の視察見学、日本郵

船歴史博物館見学 

 

５）情報提供 

①会報 No.13 発行 

②メールマガジン「みなとの博物館情報」を毎月 1回配信 

③「今月の逸品 ver.２」をホームページとメールマガジンに掲載。 

④会員証の発行 

  



 

（５）国への要望 

国土交通省に対し要望活動を行った。 

第 1回：平成 29年 10月 18日 

 ・要望先：国土交通省港湾局  

菊地 身智雄 港湾局長 

魚住  聡  産業港湾課長 

中﨑  剛  海洋・環境課長 

 ・要望内容：みなとまちづくりの活動への指導及び支援 

       「みなとオアシス」の活動への指導及び支援 

       ウォーターフロントに係る調査研究活動等への指導及び支援 

       みなとの博物館ネットワーク・フォーラムの活動への指導及び支援 

       みなとの博物館の認知度向上への指導及び支援 

 

第 2回：平成 29年 11月 13日 

 ・要望先：国土交通省港湾局  

浅輪 宇充 大臣官房技術参事官 

稲田 雅裕 技術企画課長 

 ・要望内容：「汚濁防止膜再利用カーテン引張強度評価制度」の活用につい

ての指導及び支援 

 

３．ウォーターフロント啓発普及事業（公益目的事業） 

 

（１）「みなとまちづくりマイスター」の認定 

１）平成 29年度『みなとまちづくりマイスター』の認定 

平成 29年「海の日」付けで次の 6名を認定した。 

 

＊ 高橋 哲也（沓形港） 利尻町活性化協議会 会長 
 杉本 匡規（網走港） みなとオアシス網走運営協議会 代表 
 渡部 正人（青森港） 特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ 理事長 
 安部 義孝（小名浜港） アクアマリンふくしま 館長 
 雨宮 洋司（伏木富山港） 「みなとガイド学習塾」 塾長 

＊ 渡辺 真二（神戸港） メリケンパーク協議会 会長 

（＊新規認定者） 

 

新たに認定された『みなとまちづくりマイスター』は、8月 2 日、国土交通

省港湾局長賞を授与された。 

認定に先立ち、『みなとまちづくりマイスター』選定委員会を平成 29 年 6

月 21日に開催し、各候補の審査を行った。 

  



 

＜選定委員会 委員＞               （五十音順、敬称略） 

 佐藤 成美  五洋建設株式会社 横浜営業支店 顧問 

 佐藤 浩孝  株式会社 NIPPO  執行役員 

 原  重一  観光開発プロデューサー 

水谷  誠  国土交通省 港湾局 産業港湾課長 

 廻  洋子  敬愛大学 国際学部教授 

 横内 憲久  日本大学 理工学部 非常勤講師（委員長） 

 

２）『みなとまちづくりマイスター』認定証授与式及び意見交換会 

 ｢みなとまちづくりマイスター」認定証授与式終了後、意見交換会を行った。 

 

・日 時 ：平成 29年 8月 2日（水） 15：30～19：00 

・場 所 ：TKPガーデンシティ品川 ネクサスウィンド 東京都品川区 

・テーマ ：「みなとの活性化のための活動について」～これまでの活動、今後の抱

負～ 

安部 義孝  アクアマリンふくしま 館長（小名浜港） 

雨宮 洋司  みなとガイド学習塾 塾長（伏木富山港） 

高橋 哲也  利尻町活性化協議会 会長 （沓形港） 

渡辺 真二  メリケンパーク協議会 会長（神戸港） 

 

（２）みなとまちづくり研究会 

第 22回研究会を｢みなとオアシスシンポジウム in 魚津｣として開催した。 

・日 時： 平成 29年 10月 13日（金）15:00～17:30 

・場 所： ホテルグランミラージュ 天翔の間  富山県魚津市 

 

（３）ウォーターフロント研究会 

平成 29年度は 2回開催し、講演内容について機関誌「ウォーターフロント

開発 

№35」及びメールマガジン「WFニュース」で報告した。 

 

  第 1回 平成 29年 7月 13日（木） 13：30～15：30 

      TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター 東京都千代田区 

   「港湾の中長期政策（中間とりまとめ素案）」 

     石橋 洋信 関東地方整備局 港湾空港部長（前 港湾局計画課企画室長） 

 

  第 2回 平成 29年 11月 20日（月） 13：30～16：00 

      ホテルアジュール竹芝 13階 飛鳥の間  東京都港区 

   「国土交通省におけるクルーズ振興の取組について」 

石原 洋   国土交通省 港湾局産業港湾課クルーズ振興室長 

「クルーズを取り巻く最近の状況」 

山本 三夫 （一財）みなと総合研究財団 クルーズ総合研究所長 



 

（４）機関誌「ウォーターフロント開発」等の発行 

機関誌「ウォーターフロント開発№35」を平成 30年 1月に発行し、会員及

び国土交通省、関係団体等に配布した。 

 

（５）メールマガジン 

○ＷＦニュース 

メールニュースとして月 1回配信。平成 30年 3月までに第 332号を配信。 

○みなとの博物館情報 

毎月 1回配信。平成 30年 3月までに VOL.91 を配信。 

 

４．ウォーターフロント調査研究事業 

 

（１）ウォーターフロント研究開発事業（公益目的事業） 

１）ウォーターフロント開発状況海外調査 

一般財団法人みなと総合研究財団と建設コンサルタンツ協会を中心とした

調査に、金澤寛会長が副団長として参加した。 

目 的：港湾や海辺の開発、街づくり・再開発の事情調査 

日 程：平成 29年 6月 10日～6月 20日の 11日間 

訪問地：スウェーデン、デンマーク、ドイツ、チェコ、クロアチア 

調査報告を協会機関誌「ウォーターフロント開発№35」に掲載した。 

 

２）海外のウォーターフロント開発事例に関する情報収集 

世界最大のクルーズ市場であるカリブ海クルーズの体験記を、機関誌

「ウォーターフロント開発№35」に掲載した。 

本稿は、一般財団法人みなと総合研究財団主催のカリブ海クルーズセミ

ナー（平成 29年 11月 23日～11月 29日）に参加した五洋建設株式会社 土

木 2020事業部長 前田泰芳氏に寄稿いただいた。 

 

（２）ウォーターフロント開発調査事業（収益目的事業） 

次の 3件の調査業務を受託した。 

①件 名：地域振興に資する港湾整備等方策検討業務 

 発注者：国土交通省近畿地方整備局 

②件 名：北陸管内みなとオアシスの利活用方策検討業務 

 発注者：国土交通省北陸地方整備局 

③件 名：平成２９年度博多港ウォーターフロント空間形成検討業務  

発注者：九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所 

  



 

５．汚濁防止膜再利用カーテン引張強度評価制度の運用事業 

 

港湾工事等において用いられている汚濁防止膜の再利用を促進するため、平成

27年度に創設した「汚濁防止膜再利用カーテン引張強度評価制度」の普及に努め

た。 

制度の周知を図るため、5月17日に港湾局技術企画課 第1回施工基準施工プロ

セス担当者会議にて説明した。今年度は38件の評価証明書を発行した。 

 

１）協会監査 

評価制度実施要領の規定に基づき平成 29年 9月 21日に前田工繊（株）春

日工場、9月 22日に前田工繊（株）本社にて実施した。 

 

２）管理運営委員会 

・日 時：平成 30年 3月 20日（火）13：00～14：00 

・場 所：WTCコンファレンスセンター 38階フルール 東京都港区浜松町 

＜管理運営委員会 委員＞ 

新井 洋一 NPO法人リサイクルソリューション 会長（委員長） 

出口 一郎 大阪大学 名誉教授 

平石 哲也 京都大学防災研究所 教授 

長尾  毅 神戸大学都市安全研究センター 教授 

宮田 正史 国土交通省 国土技術政策総合研究所 港湾施設研究室長 

仙田 孝一 一般社団法人日本埋立浚渫協会 第二調査研究部長 

和田 匡央 一般財団法人港湾空港総合技術センター 研究主幹 

鴫原  茂 国土交通省 港湾局 技術企画課 課長補佐 

加藤 幸輝 国土交通省 港湾局 技術企画課 建設企画室 施工基準係長 

小笠原政之 国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部 港湾整備・補償課長 

白岩 一晶 東京都港湾局 港湾整備部 技術管理課長 

 

３）汚濁防止膜 実海域実験 

使用期間が 2年を超えるカーテンの強度評価に向けて、実海域の実験を継続実

施した。 

・実施場所：国土交通省関東地方整備局 横浜港湾空港技術調査事務所 人工

干潟前  

          横浜市神奈川区橋本長 2丁目地先 

・実施期間：平成 28年 12月～平成 31年 1月 

・設置概要：汚濁防止膜 1スパン（長さ 200ｍ、カーテン丈長 2ｍ）及び、係

留索を実証試験区域に設置し、毎月サンプル採取、強度試験を行った。 

 


