
事業報告 

１．総会・理事会 

 

（１）第 28回定時総会 

・日 時：平成 30年 6月 7日（木） 13：30～14：30 

・場 所：ＴＫＰガーデンシティ品川 グリーンウィンド 東京都港区高輪 

・議決事項 

第 1号議案 平成 29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 64回理事会 

・日 時：平成 30年 5月 9日(木) 13：30～15：00 

・場 所：ＷＴＣコンファレンスセンター38Fフルール 東京都港区浜松町 

・議決事項 

第 1号議案 平成 29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 

第 4号議案 顧問の選任に関する件 

第 5号議案 会員の入会に関する件 

第 6号議案 ウォーターフロント振興支援事業実施要領改訂に関する件 

第 7号議案 みなとまちづくりマイスター派遣支援事業実施要領改訂に関する件 

 

（３）第 65回理事会 

・日 時：平成 30年 6月 7日(木) 14：35 ～ 14：45 

・場 所：ＴＫＰガーデンシティ品川 アネモネ  東京都港区高輪  

・議決事項 

第 1号議案 会長、副会長及び専務理事の選任に関する件 

 

（４）第 66回理事会 

・日 時：平成 31年 2月 21日(木) 13：30～14：30 

・場 所：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ田町 カンファレンスルームＤ  

・議決事項 

第 1号議案 平成 31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 

 



２．ウォーターフロント開発・振興支援事業 

 

（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 29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 30年 6月 7日（木）16：10～17：20 

・場 所：ＴＫＰガーデンシティ品川 グリーンウィンド  東京都港区高輪 

 

＜平成 29年度支援事業＞ 

 ①第 10回みなとオアシス Sea級グルメ全国大会 in魚津 

   魚津みなと振興会 

 ②みなとよこはま・SAKEプロジェクト 

       一般社団法人横浜港振興協会 

 ③第 10回天保山まつり大阪開港 150年祭 

 一般社団法人港まちづくり協議会大阪 

 

２）平成 30年度支援事業の選定と助成 

振興支援事業選定委員会を平成 30年 3月 2日に開催し、選定された 4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 

魚住  聡  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 名誉教授 

 

＜平成 30年度支援事業＞ 

 ①稚内港 開港 70周年記念 WAKKANAIみなとコンサート 

（INみなとオアシスわっかない）       申請者 稚内市 

②紋別港 第 11回みなとオアシス Sea級グルメ全国大会 inもんべつ 

申請者 紋別市 

③宮古港 第 1回みなとオアシス Sea級グルメ東北大会 

申請者 宮古市 

④八幡浜港「港弁」販売所新設による港弁普及事業 

申請者 NPO法人 港まちづくり八幡浜 



３）みなとまちづくりマイスター活動支援事業 

木村謙児（八幡浜港） みなとオアシスマリンパーク新居浜にて開催の

講演会に伴う旅費を助成した。 

 

（２）「みなとオアシス全国協議会」の運営 

１）第 10回理事会 

・日 時： 平成 30年 8月 24日（金）13:30～14:00 

・場 所： ホテル オホーツクパレス 3階はまなす   北海道紋別市 

・議案審議 第 1号議案 平成 29年度事業報告について 

  第 2号議案 平成 30年度事業計画について 

  第 3号議案 会則の改定について 

  第 4号議案 会員の入会について 

  第 5号議案 次期総会開催地について 

            2019 年度総会並びに Sea 級グルメ全国大会を

新潟県佐渡市で開催することを決定した。 

２）第 10回総会  

・日 時： 平成 30年 8月 24日（金）14:20～14:45 

・場 所： ホテル オホーツクパレス 2階パレスホール  北海道紋別市 

・議案審議 第 1号議案 平成 29年度事業報告について 

 第 2号議案 平成 30年度事業計画について 

 第 3号議案 会則の改定について 

・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 

 

第 24回みなとまちづくり研究会 

・日 時： 平成 30年 8月 24日（金）15:00～17:30 

・場 所： ホテル オホーツクパレス 2階パレスホール  北海道紋別市 

 第 1部：紋別の海・みなと 

  講演 オホーツク海 知られざる探検と北前船の交易  

竹内 珠己  みなとオアシスもんべつ 運営協議会 代表 

 第 2部：パネルディスカッション 

「女性の視点から見た地域振興・地方創生に貢献するみなとまちづくり」 

コーディネーター 

眞田 仁 国土交通省北海道開発局 港湾空港部長 

パネリスト 

立野 了子  みなとまちづくり女性ネットワーク室蘭 代表 

折谷 久美子 みなとまちづくり女性ネットワーク函館 代表 

岩本 明子  稚内のみなとを考える女性ネットワーク 代表 

交流会 

現地視察 8月 25日（土） 港湾視察 ガリンコ号Ⅱ 



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 30 年 3 月 2 日に開催し、平成 30 年度の助成対

象 20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 30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 第 11回みなとオアシス Sea級グルメ全国大会 inもん

べつ ポスターチラシ作成等 

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 

みなとオアシス加茂 パンフレット・幟旗の作成 

みなとオアシス鼠ヶ関 パンフレット・幟旗・看板の作成 

東北みなとオアシス(16オアシス） 東北みなとオアシスネットワーク会議名前入りボー

ルペン作成 

みなとオアシス“ペリー久里浜” パンフレット作成 

みなとオアシス穴水 「雪中ジャンボかきまつり」ポスターチラシ作成 

みなとオアシス小木 イカ釣り体験・イカについての PR 競技 

みなとオアシス沼津 広報啓発用クリアフォルダーの作成 

みなとオアシスちた新舞子 イベントでの PR 活動（中部みなとオアシス観光物産展） 

みなとオアシス志摩 看板設置 

中部みなとオアシス（８オアシス） 中部 8 オアシス PR 用アームバックの作成 

中国みなとオアシス（17 オアシス） 幟旗・シール・プレート・パンフレットの作成 

みなとオアシス宇野 デジタルサイネージによる PR のための画像作成 

みなとオアシス三原 １day ミニマルシェ 

小松島みなとオアシス クルーズ船と市民の音楽イベント 

みなとオアシスかんたん港園 海辺のガーデニングフェスタ チラシ製作・看板設置 

みなとオアシス NAGASAKI パンフレット・幟旗の作成 

みなとオアシス対馬厳原 のぼり・パンフレット作成 

みなとオアシス対馬比田勝 のぼり・パンフレット作成 

  



４）情報提供 

・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。 

・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）。 

・全みなとオアシスに、みなとオアシスステッカー、港の大研究、港のひみつ

を配布。 

・みなとオアシスハンドブック増補版の作成。 

 

（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 11回みなとオアシス Sea級グルメ全国大会 inもんべつ 

・日 程： 平成 30年 8月 25日（土）～26日（日） 

・場 所： みなとオアシスもんべつ 北海道紋別市 

   16オアシスが出店。オープン参加 2。 

   来場者数 10,000人（主催者発表） 

 

（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 30年 5月 22日（木）14：00～14：40 

・場 所： 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 

・議案審議 第 1号議案 平成 29年度事業報告及び決算報告に関する件 

      第 2号議案 平成 30年度事業計画及び収支予算に関する件 

      第 3号議案 会員入会に関する件 

・報告事項 次期総会開催地について 

  平成 31 年度総会を三重県四日市市 うみてらす１４で開催する。 

・感謝状贈呈 13名 

・施設見学 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸、ねぶたの家ワ・ラッセ 

・交流会   

 

２）企画委員会  

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

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

第 3回 平成 31年 3月 8日（金）14:30～16:30 於 当協会 

 

３）助成事業  

助成事業審査委員会を平成 31年 1月 17日に開催し、平成 31 年度の助成館 14

館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。 

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



４）スキルアップ交流会 

平成 30年 12月 5日（水）～12月 6日（木）実施した。 

  1日目 大和ミュージアムにて研修、施設見学、海上自衛隊呉史料館（て

つのくじら館）見学、夕呉クルーズ（呉湾艦船めぐり）、意見交

換会 

  2日目 入船山記念館見学、海上自衛隊呉地方総監部第一庁舎見学 

 

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 30年 10月 31日 

・要望先：国土交通省港湾局  

下司 弘之  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 

       会員拡大への支援 

 

第 2回：平成 30年 11月 13日 

・要望先：国土交通省港湾局  

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 

 

（１）「みなとまちづくりマイスター」の認定 

１）平成 30年度『みなとまちづくりマイスター』の認定 

平成 30年「海の日」付けで次の 11名を認定した。 

 竹内 珠己（紋別港） みなとまちづくり女性ネットワークオホーツク 代表 

 白川 皓一（室蘭港） NPO法人羅針盤 顧問 

 立野 了子（室蘭港） みなとまちづくり女性ネットワーク室蘭 代表 

 若井 敬一郎（青森港） 青森商工会議所 会頭 

 鈴木 泰弘（小名浜港） 小名浜まちづくり市民会議 副会長 

＊ 竹内 聖一（館山港） NPO法人たてやま・海辺の鑑定団 理事長 

 小島 富美子（新潟港） NPO法人 にいがた湊あねさま倶楽部 代表 

 田中 丈裕（東備・水島港） NPO法人里海づくり研究会議 理事・事務局長 

 長澤 宏昭（瀬戸田港） NPO法人せとだ港房 理事長 

 三浦 薫也（久礼港） 土佐久礼みなと夢の市実行委員会 会長 

 大谷 鮎子（博多港） NPO法人九州キラキラみなとネットワーク 理事長 

（＊新規認定者） 

 

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 30 年 7 月

6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） 

 魚住  聡  国土交通省 港湾局 産業港湾課長 

 佐藤 成美  五洋建設株式会社 横浜営業支店 顧問 

 原  重一  観光開発プロデューサー 

 宮本 卓次郎 日本大学 理工学部 客員教授 

 廻  洋子  敬愛大学 国際学部教授 

 横内 憲久  日本大学 名誉教授（委員長） 

 

２）『みなとまちづくりマイスター』港湾局長賞授与式 

 平成 30 年 8 月 9 日に予定していた｢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は台風の影響のため中止となった。本年度のみなとま

ちづくりマイスターの方々には認定証を郵送した。 

 新たに認定された竹内聖一氏には 9月 18日、国土交通省港湾局にて、下司

弘之港湾局長より授与された。 

  



（２）みなとまちづくり研究会 

第 23回研究会 

・日時： 平成 30年 6月 7日（木）14:50～16:10 

・場所： ＴＫＰガーデンシティ品川 グリーンウィンド  東京都港区高

輪 

・演題： 「泳ぎ続けるマグロ女子の挑戦」 

・講師： 島 康子 津軽海峡マグロ女子会 青森県側とりまとめ役 

（みなとまちづくりマイスター） 

第 24回研究会（再掲） 

・日 時： 平成 30年 8月 24日（金）15:00～17:30 

・場 所： ホテル オホーツクパレス 2階パレスホール  北海道紋別市 

 

（３）ウォーターフロント研究会 

平成 30年度は 1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

№36」で報告した。 

 

  第 3回 平成 30年 11月 27日（火） 14：00～16：00 

      ホテル アジュール竹芝 16階 曙の間 東京都港区 

    新しい「みなとまちづくり」のありかた 

     －みなとまちの地域資源を活用した空間形成・地域活性化― 

    上島 顕司 国土技術政策総合研究所 沿岸域システム研究室長 

 

（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№36」を平成 31年 1月に発行し、会員

及びみなとオアシス全国協議会会員、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毎月 1 回配信。平成 31 年 3 月までに第 344 号を配

信。 

○みなとの博物館情報 

毎月 1回配信。平成 31年 3月までに VOL.103 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調査研究事業 

１）海外のウォーターフロント開発事例に関する情報収集 

「カナダのクルーズ、ウォーターフロント開発」を、機関誌「ウォーターフロ

ント開発 No.36」に掲載した。 

本稿は、国土交通省大臣官房参事官（運輸安全防災）付 安全防災対策官 長山

達哉氏（前 在カナダ日本国大使館勤務）に寄稿いただいた。 

 

（２）受託調査事業 

次の 5件の調査業務を受託した。 

①件 名：みなとまちづくりによる地域活性化方策検討業務 

 発注者：国土交通省北海道開発局 

②件 名：みなとオアシスの活用を通じた地域活性化に向けた検討業務 

 発注者：国土交通省港湾局 

③件 名：みなとオアシスを活用した地域振興方策の検討業務  

発注者：国土交通省関東地方整備局 

④件 名：平成 30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件 名：中国地方における港湾機能の利便性向上及び高度化に資するみなと

オアシスの活性化方策検討業務 

 発注者：国土交通省中国地方整備局 

 

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21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25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 30 年 9 月 26 日に（株）アケボノにて実

施した。 

 

２）管理運営委員会 

・日 時：平成 31年 3月 14日（火）13：30～14：30（予定） 

・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 

中島  晋 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 

佐藤 絢介 国土交通省 港湾局 技術企画課 建設企画室 施工基準係長 

蟻川 辰美 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 

石崎  博 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町 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。 

 


