
みなとまちづくりの事例紹介 
 

(１)全国の「みなとまちづくり」の概要 
 
「交通政策審議会答申」（平成 14年 11月）の中で、地域が個性ある発展を将来にわたり着実に進めるために
は、「みなと」の資産を住民・市民の視点から再評価するとともに、観光産業や水産業などの地域産業、海に開か

れた特性など「みなと」の資産を最大限活用して、市民の合意の下で美しく活力ある「みなと」空間を形成し、

「みなとまちづくり」を推進することが提案された。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうして位置づけられた「みなとまちづくり」の先進事例をつくるため、平成 15～16 年度に各地の「みなと
まちづくり」の取り組みを国として支援している。これらの概要は右表のとおりである。 
これらの事例のうち、徳山港（駅南地区）の参考となる事例として、①八幡浜港（愛媛県）、②大分港（大分県）、

③七尾港（石川県）を取り上げ、それぞれの概要を次頁以降に示す（ただし③七尾港は右表の内容ではなく、そ

れ以前に取り組んだフィッシャーマンズワーフの整備の方が参考になるため、その概要を整理する）。 
 

 
主な「みなとまちづくり」の取り組み概要 
対象港 取り組みの概要 

室蘭港 
（北海道） 

既存ＮＰＯ（羅針盤）が中心にシーサイドフェア（港見学会、船体をスクリーンとした映画上映、倉庫コンサート、緑地で
のフリーマーケット、レンタサイクル、スタンプラリー等）を開催している。 

稚内港 
（北海道） 

「稚内のみなとを考える女性ネットワーク」が中心に、みなとの資産である北防波堤ドームを活用したコンサートを開催し
ている。さらに、市民主体で「ドーム do cafe」や「彩北わっキャナイト（スノーキャンドル）」を実施している。 

釧路港 
（北海道） 

市民参加の懇談会によって、親水施設（全天候型緑地、広場等）を活用したコンサートやスポーツイベント（３on３バス
ケット、スケートボード等）を開催している。 

八戸港 
（青森県） 

官民連携による協議会が、関係団体と連絡・調整等を行い、海の観光総合案内所（物産店、朝市、食事スペース等）
や、海に関する資料館を試行的に開設するとともに、みなとのガイドマップを作成・配布している。 

仙台塩竃港
（宮城県） 

塩釜港ライトアップとライブコンサートを実行委員会で実施し、さらに「しおがま夢マップ」を商工会議所が主体で作成
し、港の歴史シンポジウムを NPO（みなとしおがま）主体で開催している。 

酒田港 
（山形県） 

港内と周辺に点在する観光資源を結びつけるため、市民と行政で構成する委員会によって検討を行い、「みなと」から
の来訪者を対象とする酒田湊観光絵図を作成し配布している。 

小名浜港 
（福島県） 

新たに整備された親水施設等と市街地の間に位置する倉庫群を活用するため、小名浜まちづくり市民会議等の参画
を得て市民アンケートを行い、倉庫の利活用計画を議論し、倉庫地区のライトアップ事業「光の森」を実施している。 

木更津港 
（千葉県） 

ＴＭＯや観光協会等で構成される協議会によって、港まつり（花火大会）参加者へのアンケート調査を行い、みなとをめ
ぐるウォークラリーを実施するとともに、港の案内マップ「津の町案内帖」を作成・配布している。 

館山港 
（千葉県） 

ＮＰＯ（たてやま・海辺のまちづくり塾）を中心とする協議会で、シーサイドセラピー（里見癒しの足湯）の社会実験等を
実施している。 

神津島港 
（東京都） 

伊豆諸島に位置する神津島の活力再生にむけて、関係機関で構成する協議会によって、漁業体験、シュノーケリング・
磯遊び体験、黒曜石（特産品）の加工体験、海上交通アクセス調査（観光客等による海上視察）等に取り組んでいる。 

真鶴港 
（神奈川県）

漁協等の関係団体と行政で構成する協議会によって、町の活性化をめざして、駅伝大会、アンケート調査、ワークショッ
プを踏まえた真鶴港リーフレットの作成等に取り組んでいる。 

七尾港 
（石川県） 

七尾湾のダイビングスポットとしての可能性を活かし、魅力的なツアー提供をめざして、関係主体が参画する七尾湾研
究会を設置し、モニターツアーも含む現地調査、研究会等を開催し、ルールづくりなどについて検討している。 

敦賀港 
（福井県） 

ＴＭＯ「港都つるが」株式会社や敦賀まちづくり市民会議が中心となり、港湾緑地である金ヶ崎緑地のライトアッププラ
ンを策定した。 

宇治山田港
（三重県） 

市民組織等が連携して設置したＮＰＯ伊勢「海の駅・川の駅」運営会議が中心になって、明治の終わり頃まで続いたとさ
れる伊勢神宮の船参宮（伊勢歴史の道）の復活や、海上タクシー等の試験運行に取り組んだ。 

舞鶴港 
（京都府） 

既存ＮＰＯを中心に、舞鶴港のＰＲビデオを作成するとともに、旅客船「飛鳥」の寄港に合わせた「みなとのとびらフェス
タ」のプランを策定し実施した。さらに、みなと巡りツアー実験を実施し、緑地利用促進方策について検討している。 

長浜港 
（滋賀県） 

官民が参加する「快適な長浜港をつくる会」を中心に、適正な港の利用ルールの制定による快適な港空間の形成をめ
ざして、マナーアップキャンペーンの実施、利用ルールの策定、普及・啓発に取り組んでいる。 

湯浅広港 
（和歌山県）

ＴＭＯ（商工会）を中心に、住民団体等の協力を得て、街路灯の統一デザイン化、湯浅みどころマップの制作・設置、市
民ギャラリー展の企画・運営を行い、連携してレンタサイクル事業、ゆあさの鯖と鯵のまつりなどが実施されている。 

西郷港 
（島根県） 

隠岐と本土を結ぶフェリーと高速船のうち、高速船が冬季に休止されることから、市民団体が中心に高速船ターミナル
の有効活用として、「みなとのよろずや」「みなとの学校」「みなとの音楽堂」等を試行し、統一サイン計画を策定した。 

宇野港 
（岡山県） 

地元の玉野市が中心となり、公募市民の協力を得て、有名料理人による屋台村「Cucina di UNO」を実施した。その後、
「みなとオアシス宇野（仮称）検討協議会」を設置して、シンポジウムや市民参加のワークショップ等を行っている。 

藻刈港 
（広島港） 

住民等を中心とする協議会を設置し、みなとオアシス事業計画づくり（遊休施設の活用、交流拠点の創設、周辺観光施
設等と連携したイベント等）をワークショップ形式で検討し、社会実験イベント「藻刈港おさかなフェスタ」を開催した。 

徳島小松島港 
（徳島県） 

遊休化したフェリーターミナルの有効活用を検討するため、市民参加のワークショップ等を積み重ね、これを管理する
ＮＰＯを設立し、フリーマーケットの開催や、みなとコミュニティビジネスプランづくり等に取り組んでいる。 

八幡浜港 
（愛媛県） 

市民参加の協議会によって、海鮮朝市を核とした各種イベント（朝市トロ箱劇場、八幡浜湾クルーズ、海鮮朝市“みなと
まち”まるごとツアー）などを実施している。 

平戸港 
（長崎県） 

市民団体も含む協議会によって、光と炎のフェスティバルの開催、波棚［なだな］のプロムナード実験（干物作製場＝波
棚に隣接するプロムナードの仮設）、海から平戸への海道体験と洋上シンポジウムの開催などに取り組んでいる。 

大分港 
（大分県） 

既存ＮＰＯ（大分ウォーターフロント研究会）を中心とした協議会でシンポジウムやタウンウォッチングを開催し、「賑わい
創出のための提案」（海辺の景観、緑地の活用、周辺倉庫の利活用等）を取りまとめ、各種イベントを実施している。 

石垣港 
（沖縄県） 

市民団体を中心とする協議会によって、石垣港花いっぱい運動を推進し、再開発で整備される離島ターミナルと港湾
緑地の利活用方策を検討している。その一環で、周辺マップの作製と配布、ポケットパーク整備に取り組んでいる。 

中城湾港 
（沖縄県） 

ＮＰＯ等で構成する懇談会によって、緑地を活用した立体造形アートコンペ（全国公募）を開催するとともに、護岸を活
用した護岸壁画の作成（参加者は市内小中高生とその家族）に取り組んでいる。 

資料：国土交通省ＨＰ（Ｈ15年度事例、Ｈ16年度事例）より取りまとめる 

 

資料：国土交通省港湾局資料 



(２)八幡浜港におけるみなとまちづくりの概要 

 

■概要 
○八幡浜港の概要 
・ 八幡浜港は、九州と連絡する四国の西玄関として重要な役割を果たしてきた。 
・ 昭和 17年に八幡浜市が港湾管理者となり、昭和 35年に重要港湾に指定され、フェリーターミナル整備を
経て、昭和 53年～60年に港湾再開発に取り組んできた（現在の八幡浜市の人口は約４万人）。 

・ 現在、フェリーは一日 20便が就航し、年間で約 31万台と約 47万人を輸送している（平成 15年実績）。 
○みなとまちづくりの概要 
・ 平成 12年、港湾法の改正に伴い、外国貿易の実績がないなどの理由で、重要港湾から地方港湾へ港格が変
更された。 

・ これらを受けて、八幡浜市は八幡浜港（港湾・漁港）振興ビジョンを策定し、みなとまちづくりを推進す

るため、市民参加の協議会を行政主導で設置し、海鮮朝市を核とした各種イベント（八幡浜湾クルーズ、

海鮮朝市“みなとまち”まるごとツアー）などを実施している。 

■八幡浜港振興ビジョンの概要 
・ 八幡浜港の港湾再開発は、1976年からスタートし、大型岸壁、ふ頭用地、港湾緑地などを整備してきた。 
・ これらの整備された施設等を活かし、八幡浜港振興ビジョンでは、フェリーターミナル、観光魚市場（海

鮮朝市、レストラン、カルチャーセンターほか）、イベント広場等を計画している。 
（八幡浜港振興ビジョンのアクションプラン） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■取り組みの体制 
・ 行政主導で、八幡浜港みなとまちづくり協議会とワーキング・グループを設立して取り組んでいる。 
・ イベントや社会実験を行い、その都度アンケートを実施し、港の交流人口の増加による地域活性化方策を

検討し、振興ビジョンを推進する機運を盛り上げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■みなとまちづくりの主な取り組み 
○やわたはま海鮮朝市 
平成 14年から月１回（第２日曜日）、魚市場で開催し、約 40店舗が並び、毎回約５千人の客で賑わう。 

○八幡浜湾クルーズ 
小型漁船で湾内をクルージング。養殖筏の荷揚げ作業が面白い。 

○海鮮朝市“みなとまち”まるごとツアー 
ツアーモニターを募集。海鮮朝市で好きな魚を購入し、その魚を商店街の５つの料理店で調理してもらい、

その待ち時間にガイドの案内で古い町並みを散策。昼食後、バスで市内観光という社会実験。 
○市民講座、市民フォーラム 

オピニオンリーダーの発掘、育成を目的に開催。 
○アンケート調査 
・ 海鮮朝市来場者アンケート 
・ フェリー利用者アンケート 等 

 

    

    

    

 
 



(３)大分港・西大分地区におけるみなとまちづくりの概要 

■概要 
○大分港・西大分地区の概要 
・ 別府湾は、その形から古くは「かんたん（＝ハスの花）湾」と呼ばれていた。 
・ 西大分地区は、大分港発祥の地で、別府湾を眺める最高の場所で“かんたん”と呼ばれるとともに、賑わ

いのある場所であったが、周辺商業地の衰退や、企業立地の進展に伴い、都市の死角になり、倉庫群も老

朽化し、不法投棄の場にもなっていた（現在の大分市の人口は約４６万人）。 
○みなとまちづくりの概要 
・ 既存ＮＰＯ（大分ウォーターフロント研究会）等が参画する協議会で取り組んでいる。 
・ 既存ＮＰＯは、これまでシンポジウム等を開催し、「賑わい創出のための提案」（海辺の景観、緑地の活用、

周辺倉庫の利活用等）を取りまとめてきた。 
・ 協議会設立以降、各種イベント、改築倉庫活用のチャレンジショップ、灯台ライトアップ等を実施している。 

■港湾再開発の実施状況 
○港湾環境整備施設（港湾緑地）の整備 

・ 大分港西大分地区においては、フェリーターミナルの移転を契機として、水際線を高質化し、大分の歴史

を踏まえた賑わいと潤いのあるウォーターフロントの創出による親しまれる港づくりの推進を図るため、

港湾の再開発を実施している。 

・ その一環として、港湾環境整

備事業により、西大分地区を

利用する船舶乗降客、乗務員

や港湾内で働く人々及び地域

住民への便益供与を、また、

観光、散策等のために港湾を

訪れる人々にとって安全で、

快適な親水空間の確保を目的

に、港湾環境整備施設（港湾

緑地）を整備している。 

・ 平成１５年３月から順次供用

開始しているが、全面供用開

始は平成２２年４月の予定である。 

○施設の概要（整備済の範囲） 

・ 施設規模総面積2,767㎡ 

・ 施設内容／芝生広場 681 ㎡、駐車場

２７台、ウッドデッキ 613.5 ㎡、照

明灯７灯 

○指定管理者の公募 
・ この港湾緑地を賑わいと安らぎの場

とするため、イベントの企画・立案・実施を含めた一体的な管理を行い、施設の利用促進が図られるよう、

指定管理者を現在公募中である。 

■「みなとまちづくり」の取り組みの経緯 
○「大分ウォーターフロント研究会」の設立 
・ 平成２年、地元有志によって「大分ウォーターフロント研究会」が設立。 
・ 設立の趣旨は「大分らしい、大分にしかないウォーターフロント開発をしていくにはどうすればいいか」

を具体化すること。 
○「大分ウォーターフロント研究会」の活動 
・ 「海と街とのやさしい出会い“やすらぎの空間を求めて”」（平成３年）等の提言 
・ 「ポートルネッサンス 21計画策定」（平成４年） 
・ 既存倉庫を改修した「かんたん倶楽部」（貸し会議室）の整備（平成６年） 
・ 第１回別府湾岸官民交流サミット（平成 14 年～，毎年開催） 
・ ＮＰＯ認定（平成 14 年） 

○みなとまちづくり協議会の設立 
・ 大分港・西大分地区みなとまちづくり協議会の設立（平成 15年度） 
・ ＮＰＯ「大分ウォーターフロント研究会」、周辺商業者、地元住民、行政（国、県、市）等、約２０名が参画。 

■みなとまちづくりの主な取り組み 
○「かんたんサーカス」のオープン 

西大分地区の認知度を高めることと、商売をし   
てみたい学生や外国人にチャンスを与える場所を 
提供するが目的。 
○ガーデニングコンテスト、ハンギングバスケット展 
「愛着の持てる公園づくり」をコンセプトに年 
２回（春、秋）開催しており、芝生の殺風景な公 
園を、参加者が自由な創造力で公園をおしゃれな 
花の庭に変えている。 
○古い倉庫の利用 
「かんたん港園」に隣接する古い倉庫を利用し、音楽やダンスを楽しむ若者に開放している。 

○海の日イベント 
フリーマーケット、マリンスポーツの実演、別府湾を回遊するクルージング、大道芸人によるパフォーマン

スショー、市民愛好家による夜のダンスショー等を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(４)七尾港におけるみなとまちづくりの概要 
 
■概要 
○七尾港の概要 
・ 七尾港は、石川県能登半島の内側（東側）に位置する天然の良港であり、古くから日本海側の寄港港、大

陸との交通基地として繁栄した港である。 
・ 七尾フィッシャーマンズワーフ（1991年開業）が整備された府中地区は、七尾港発祥の地であったが、当
時は港湾施設の老朽化が進み、再開発の要請が高まっていた（現在の七尾市の人口は約６万人）。 

○みなとまちづくりの概要 
・ 七尾港を擁する七尾市の活性化のため、青年会議所が 1985 年に市民大学講座を開港したことを契機に、
青年会議所メンバーを中心に七尾マリンシティ推進協議会が 1987年に設立された。 

・ その後、協議会メンバーを中心とするアメリカ西海岸視察ツアーや、社会実験的なイベントとしての国際

テント村などを経て、能登食祭市場「七尾フィッシャーマンズワーフ」を 1991年に開設した。 
・ 七尾フィッシャーマンズワーフは、当初予想を大幅に上まわる集客を続け、現在も年間９０万人を集め、

能登半島と七尾市の観光拠点として機能している。 

■七尾フィッシャーマンズワーフの事業概要 

○位置づけ 
・ ①市民および観光客に憩いや潤いのあるウォーターフロントを形成、②展示・研修施設、コミュニティ施

設を核とする地域活性化の拠点形成、③港湾管理の中核拠点の形成 
○施設内容 
・ ①地域特産品販売、②能登を紹介するミュージアム、③旅客ターミナル、④研修室、⑤インフォメーションなど 
・ 敷地面積：約 3,500㎡、建築面積：約 3,200㎡、延床面積：約 5,400㎡ 

○整備事業 
・ 事業主体：（株）香島津（第３セクター，1990年設立） 
・ 資本金：１３５百万円（県市 34％、民間 66％） 

■経緯 
 ○アメリカ西海岸視察ツアー 
・ 1986年、青年会議所メンバーを中心に、先進地であるアメリカ西海岸へ視察ツアーに訪れ、そのイメージ
を共有化するとともに、その後、人づくりとして位置づけて、毎年、異なるメンバーを派遣している。 

・ この視察を契機に、モントレー市との交流が始まり、モントレージャズフェスティバル in七尾、中学生の
ホームステイ派遣、七尾市との姉妹都市提携等へと発展し、それぞれ七尾の活性化に結びついていった。 

 ○七尾マリンシティ推進協議会 
・ 1987年、アメリカ西海岸視察ツアーに参加した青年会議所のメンバーを中心に、市民、行政も巻き込んで、
七尾マリンシティ推進協議会を設立し、その後の推進体制が整った。 

 ○ポートルネッサンス２１調査事業 
・ 1987～88年度の２ヶ年に掛けてポートルネッサンス２１調査事業が実施され、フィッシャーマンズワーフ、
プロムナード、マリンスポーツスクール、アクセス機能等を提案する計画が策定された。 

 ○国際テント村 
・ 1989年、シンボル施設であるフィッシャーマンズワーフを、市民に疑似体験してもらうとともに、売れ筋

商品の調査も目的とするイベントとして、国際テント村を企画・実施し、２日間で１６万人を集客した。 
・ この成功を踏まえ、1990年に事業主体である（株）香島津を設立し、1991年に七尾フィッシャーマンズ
ワーフを開業した。 

 
 
 


