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This report aims to introduce the characteristics of the port city that is clarify based on questionnaire survey. As a 

result of conducting the questionnaire survey to administrative agencies, the following was shown. 1) The range of 

the surrounding zone of the port and harbor area assumed by the port city is classified from the viewpoint of 

"geographical spread" and "shape of zone". 2) Many issues are pointed out about "landscape", "disaster prevention" 

and "tourism". 3) We quantitatively clarified the requirements for the connection between port area and city center in 

port city, by Analytic Hierarchy Process. 4) In many port cities, active proactive efforts to tourism are expected not 

only now but also in the future. 
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1.研究の背景  

古くから港は，陸上と海上の結節点として人・モノ・情報が

集まり，行き交う場所であり，その場所と近接する周辺地域も発

展してきた。しかし，開港や産業革命，高度経済成長等の時代・

社会・経済背景によって，埋立て工事による港湾周辺の大規模な

改変や巨大化した船舶に対応するための港湾機能や施設の拡大

化により，都市内において産業・経済拠点としての役割が主にな

っていくなど，時代とともにその姿も変化した。このような変化

に伴い，港湾部付近には物流の円滑化を図るため企業の工場や倉

庫が立ち並び，人々の生活とは離れた空間となっていった。結果，

近代の都市計画の中で港湾部は人々の生活・活動の場となる市街

地部と一線を画し形成されてきたところも多い。 

しかし，港湾は，景観や自然との触れ合いや空間的大きさな

ど陸域の地域では味わえない特異性を有しており，まちづくりの

拠点としての高い可能性を有していることが指摘されている 1)。

横浜港や神戸港をはじめ，現在，我が国を代表する港湾において

は，港湾計画や港湾が属する都市の都市計画の中で都市部との一

体化が謳われ，整備・開発が促されてきた。また，東京臨海副都

心（東京都江東区他）や神戸ハーバーランド（兵庫県神戸市）を

代表とする港湾部に複合的な都市機能を導入するウォーターフ

ロント開発は，近年全国各地の港湾部で展開されている。このよ

うに，現在港湾を有する都市では，都市部と港湾部が密接に関わ

る港湾都市を創造し，今後さらにその魅力を都市機能の一つとし

て発揮することが期待されている。 

 

2. 研究の位置づけおよび目的 

港湾都市や港湾周辺地域に関する学術的研究論文を概観する

と，例えば，川崎ら 2)は，北海道根室市を研究対象とし，市民の

地域社会における意識や行動を視野に入れて社会構造を分析し

ている。一方で，我が国の港湾都市の平均的な姿を明らかにする

ために他の港湾都市との比較研究の必要性を指摘している。また，

Chien3)は，台湾北部に位置する基隆港を研究対象とし，港湾及び

その周辺地域の機能構造の把握と持続可能な開発戦略を提案し

ており，戦略を適用するために他都市についても調査する必要が

あると述べている。研究の多くは，個々の取り組み事例について

整理・考察されている点では参考になるものの，ケーススタディ

研究の域に留まるものが多い。既往研究でも述べられているよう

に，全国的な港湾都市の現状を明らかにしたものや相対的にその

特徴を整理・分析したものは少ない。 

そこで，本研究では，全国の港湾都市を研究対象とし，港湾都

市における都市計画的な整備や取組の現状と課題を把握するこ

とを目的とする。研究の方法としては，行政意向調査の結果に基

づく集計および分析によりこれを明らかにする。なお，本研究の

調査対象である港湾都市について，人口系や産業系の指標を用い，

統計データに基づく分析を行った研究成果 4)については既発表

済みであり，本研究の補足資料として参考にされたい。 

 

3. 港湾都市の定義 

港湾都市と呼ばれる都市は全国に数多く存在するが，港湾都市

という用語の明確な定義は存在しない。港湾都市という用語は，

一般的には港湾を有している都市を指すが，本研究では，ただ単

に港湾を有しているだけではなく，港湾部と都市部の関係性に着

目することから，「港湾と空間的及び機能的に関係性のある都市」

と定義する。また，港湾都市に含まれる港湾については，「都市

空間に組み込まれており，都市の重要な機能を担っている港湾」

と定義する。 
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「都市空間に組み込まれている港湾」には，2017年7月現在，

みなとオアシスに指定されている港湾とし，「都市の重要な機能

を担っている港湾」には，重要港湾以上に指定されている港湾と

した。結果，研究対象の港湾は「みなとオアシスに指定されてい

る港湾，かつ，重要港湾以上に指定されている港湾」となる。そ

の結果，図-1の49港湾が選定される。また，本研究の対象とす

る港湾都市は上述の港湾を有する全国72の都市とする。 

 

 

図-1 研究対象港湾の分布 

 

4. 港湾部と都市部の連帯に関する調査 

4-1. 行政意向調査の概要 

港湾都市における都市計画的な整備や取組の現状と課題を把

握することを目的に，各港湾都市の都市計画やまちづくりを担当

している部署に対し意向調査を実施した。調査は2018年10月に

郵送調査法により実施した。その結果，48 票を回収した（回収

率67%）。調査の概要は，表-1に示す通りである。 

 

表-1 調査の概要 

調査対象都市 
全国72の港湾都市 

（都市計画やまちづくりを担当している部署） 

調査時期 2018年10月 

調査方法 郵送調査法 

回収／配付 48票／72票（回収率67％） 

調査内容 

 

1.港湾周辺地域の範囲 

2.港湾部と都市部のつながり 

3.港湾周辺地域における問題・課題に 

4.港湾部と都市部をつなげる取り組み状況 

5.港湾都市の計画状況 

6.港湾周辺地域の施設と活動 

7.所属先，連絡先 等 

 

4.2都市における港湾の範囲（港湾周辺部） 

各都市が想定する港湾周辺地域の範囲を把握するため，設問で

は，「都市整備を進める際，どの範囲を港湾周辺地域と考えてい

るか」という問に対し，図-2 の記入例を提示し，添付図に直接

描く形式で尋ねた。その結果，都市によって，現在の都市を形成

している元々の地形，都市計画の風土や歴史的な変遷，都市構造，

都市戦略等が異なることから，さまざまな図が描かれていた。回

答のあった図について，地形と形状の点から整理したところ，表

-2のように集約できる。 

まず，「形状」については，一点集中型，横長型，分散型の 3

つに分けられる。次に，「地形」については，港湾部の範囲の展

開が陸側，海側，河川・内湾に沿って広がる3つに分けられる。

また，「地形」と「形状」との組合せにより，7 つのタイプに分

けられる。 

「形状」については，一点集中型が20都市と最も多い。「地形」

については，海側に広がっている都市が15都市と最も多いが，

他の2つの地形と比べて数に大差はない。タイプ別にみると，タ

イプ5（横長型，海側に広がるタイプ）が最多で，これらの都市

は埋め立て工事等により造られた広大な土地が港湾周辺地域と

考えられている都市であり，10 都市が該当する。例えば，名古

屋市や神戸市といった大都市や木更津市や姫路市といった産業

や貿易が盛んな都市が該当している。また，これらの都市は，中

心市街地が位置する陸側とは距離がある海側の土地に向かって

港湾周辺地域が延びている。次いで属する都市数が多いのは，タ

イプ1（一点集中型，陸側に広がるタイプ）やタイプ6（一点集 

 

問１ 貴市が想定している「港湾周辺地域」の範囲についてお尋ねします。 

都市整備を進めるにあたり、どの範囲を「港湾周辺地域」と考えておられますか。 

例にならい、港湾周辺地域と考える範囲を点線（- - -）などで地図上に記入してください。 

 

［例］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［港湾周辺地図］ 

 下記の地図にご記入ください。 

※貼り付けている地図の範囲を超える場合は、お手数ですが別に広範囲の地図を作成していただくか、分かる

ようにお示しいただきますよう、お願いいたします。 

 

 

・点線内（ハッチ部分）が港湾周辺地域と考

える範囲。 

・範囲はおおよそのもので構いません。 

 

図-2 港湾周辺地域の記入例 
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表-2 地形と形状からみた港湾周辺地域の範囲の分類（n=38） 

地形 

形状 
陸側に広がる(14) 海側に広がる(15) 

河川・内湾に 

沿って広がる(10) 

一点集中型 

(20) 

   

タイプ1（7都市） 

いわき市，津久見市 等 

タイプ4（5都市） 

紋別市，豊川市 等 

タイプ6（8都市） 

網走市，石巻市 等 

横長型 

(16) 

   

タイプ2（4都市） 
稚内市，別府市 等 

タイプ5（10都市） 
名古屋市，神戸市 等 

タイプ7（2都市） 
室蘭市，津市 

分散型 

(3) 

   

タイプ3（3都市） 
青森市，田原市 等 

該当なし 該当なし 

※図の色…白：陸，水色：海，橙：港湾周辺地域 を示す 

  (  )内の数値は各分類に属する港湾都市の数 

 

中型，河川・内湾に沿って広がるタイプ）である。これらは，タ

イプ5とは反して，中心市街地のある陸側に港湾周辺地域が広が

っており，例えば，タイプ6に属する網走市などは，中心市街地

が港湾周辺地域に含まれている。また，タイプ1の津久見市など

は中心市街地が港湾周辺地域には含まれないものの，市街地の距

離が近接している都市もある。 

 このほか，本質問より，港湾周辺地域がどの程度都市部に近い

範囲まで想定されているかについても明らかできた。例えば，回

答のあった38都市中，都市部のある陸側に広がる，もしくは河

川・内湾に沿って広がる都市は25都市であり，全体の6割程度

を占めた。しかし，陸側や河川・内湾に沿って広がっている都市

の中にも，港湾周辺地域と都市部の距離が離れている都市もあり，

近年，都市部と港湾部の一体化を目指す都市が見られ始めたが，

まだ実現に至っている都市は少ないと考えられる。 

 

4.3港湾周辺地域における問題・課題 

港湾周辺地域における現在の問題や課題について，「景観」，「防

災」，「文化活動」，「歴史的遺産」，「観光」の5項目を提示し，「非

常にある」「ある」「少しある」「ほとんどない」「ない」の5段階

評価で尋ねた。その結果，「景観」，「防災」，「観光」は問題や課

題を有している都市が多い。その一方，「文化活動」や「歴史的

遺産」については，全く問題や課題がないとは言えないものの，

上記の 3 項目に比べると大きな問題や課題があるとは認識され

ていない。なお，「非常にある」と回答したその理由には，港湾

周辺地域に数多く立地する各種施設間の回遊性や歴史遺産とな

っている空間の保全や密接性についての課題が指摘されている。 
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図-3 港湾周辺地域における現在の問題・課題 

 

4.4港湾部と都市部のつながりの重要性の認識 

都市部と港湾部の連携を意識した都市形成を進めるにあたり，

どのような視点で港湾部と都市部の結びつきを図ろうとしてい

るのかを把握するため，階層化意思決定手法（AHP）を用いて

分析を行った。 

分析にあたっては，表-3 に示す階層構造を設定し，各層およ

び各要因間の重みづけを行い,最終的に階層全体での重みづけを

行うことで，定量的にその重要度の算出を行う。総合目標として

「港湾部と都市部のつながり」を設定した。その評価基準には「景

観」，「防災」，「風土，「産業」の4特性を，さらに評価基準の下

位の層には「風土」および「産業」のみ属する具体的な評価項目

として，前者には「文化」，「歴史」，「観光」を，後者には「工業」，

「商業」，「漁業」の各3特性を設定した。 

質問に対する評価の方法はそれぞれの項目間でどちらがどれ

だけ重要かを一対比較し，その評点に幾何平均を用いて重み付き

の評価値（重要度）を算定している。例えば，図-4は，A―Bの

2 項目間を比較する場合の評価の方法と評価値の算出に必要な

数値の関係を示している。なお，最終的な分析・考察評価にあた

っては，コンシステンシー指数（Consistency Index：以下，C.I）

を求め，結果の整合性を十分満足するものとした。 

 

表-3 階層構造とその説明 

評価基準 評価基準の内容 

景観 水辺空間の優れた景観を活用した良好な景観形成を図り，都市全

体の景観的魅力を高める特性。 

防災 港湾周辺地域において，災害時に避難，緊急物資の保管場所，
仮設住宅建設等に用いるｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟー ｽの活用や消火用水供給の
場としての利用等をすることで都市全体の防災性を高める特性。 

風土 他地域と比較し，特異な港湾周辺地域の文化・歴史・観光などに影
響を与える特徴を活用し，都市振興に寄与する特性。 

文化 
他地域と比較し，特異な港湾周辺地域の文化的特徴

を活用し，都市振興に寄与する特性。 

歴史 
他地域と比較し，特異な港湾周辺地域の歴史的特徴
を活用し，都市振興に寄与する特性。 

観光 
他地域と比較し，特異な港湾周辺地域の観光的特徴
を活用し，都市振興に寄与する特性。 

産業 多様な産業が集積する港湾周辺地域で行われる産業活動が都
市全体の経済活力を高める特性。 

工業 
港湾周辺地域で行われる工業活動が都市全体の経
済活力を高める特性。 

商業 
港湾周辺地域で行われる商業活動が都市全体の経

済活力を高める特性。 

漁業 
港湾周辺地域で行われる漁業活動が都市全体の経

済活力を高める特性。 
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項目A        ✔  項目B 

 

重要性の程度 
評点の数値 
（重要性） 

同じくらい重要 1 

やや重要 3（1/3） 

重要 5（1/5） 

かなり重要 7（1/7） 

非常に重要 9（1/9） 

図-4 評価の方法 

 

（2）分析の結果 

AHP を行った結果を表-4に示す。評価基準の 4特性について

最も重要度が高い特性は，「産業」であり，次いで，「防災」，「景

観」，「風土」の順となる。しかし，重要度の値に大きな差はある

とは言えない。続いて，評価項目の重要度を見る。「風土」の特

性に属す3特性の中で最も重要度が高いものは「観光」であり，

「産業」の特性に属す3特性の中で最も重要度が高いものは「工

業」であった。 

 なお，推察ではあるが，「防災」を重視している港湾都市は，

太平洋や瀬戸内海に位置しており，東日本大震災や今後高確率で

発生すると言われている南海・東南海地震の影響が予測されてい

る都市が多く該当している（9都市中8都市）。また，「産業」の

重要度が最も高い港湾都市は7都市該当するが，このうち6都市

が「工業」の重要度を最も高く評価している。また，「産業」の

重要度が最も高い港湾都市（7 都市）はその他の港湾都市（23

都市）に比べ有意に「工業」を重視していることから，「産業」

を重視している港湾都市は工業重視の傾向があると考えられる

（t=3.42，df=28，p=0.002(p<0.01)）。 

 

4.5港湾部と都市部のつながりのための取組み 

港湾部と都市部のつながりをつくるために行っている取組に

ついて，「景観」，「防災」，「文化活動」，「歴史的遺産」，「観光」

の5項目を提示し取り組みの有無を尋ねた。結果を図-5に示す。 

最も多いのは「観光」であり7割の都市で何かしらの取り組み

が行われている。この他，半数以上の都市で「景観」や「防災」

について取組が行われている。 

また，取り組みの有無に対応する形式で，今後の展開について

も尋ねた。結果を表-5および表-6に示す。 

まず，表-5より，「何かしらの取り組みがある」と回答した都

市の中で，「観光」については，約半数の都市が「今後，さらに

充実させていく予定がある」と回答しており，今後積極的に取り

組まれる項目であるといえる。また，「取り組みの改善・見直し

を図る予定である」の回答は少ないものの，これについては各都

市で PDCA を意識し，取り組みの評価や都市に見合った今後の

展開が期待される。 

次に，表-6より，「現在，取り組んでいることはない」と回答

した都市は，どの項目においても「今後しばらく取り組む予定は

ない」と回答した都市が大半を占めた。 

なお，紙面の都合上，図表等には示さないが，「4.3港湾周辺地

域における問題・課題」において問題や課題がある項目ほど，「今

後，さらに充実させていく予定である」，「取り組みの改善・見直

しを図る予定である」，「現在，取り組みを検討している」などの

回答が多く，港湾周辺地域における問題・課題への適切な対応を

図ろうとしている意向を確認できた。 

 

表-4 評価基準の重要度と評価項目の総合重要度 

評価基準 評価項目 

 特性 重要度 特性 重要度 

景観 0.22   

防災 0.28   

風土 0.20 

文化 0.22 

歴史 0.29 

観光 0.49 

産業 0.30 

工業 0.39 

商業 0.31 

漁業 0.30 
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図-5 港湾部と都市部のつながりのための取組み 

 

表-5 「何かしらの取り組みはある」と回答した都市の今後の展開 

項目 

今後の展開 
景観 防災 

文化 

活動 

歴史的 

遺産 
観光 

さらに充実させていく 

予定である 
11 10 5 2 17 

しばらく現在の取り組み 

を継続する予定である 
14 13 11 14 12 

取り組みの改善・見直し 

を図る予定である 
1 1 1 1 3 

合計 26 24 17 17 32 

 

表-6 「現在、取り組んでいることはない」と回答した都市の今後の展開 

項目 

今後の展開 
景観 防災 文化活動 

歴史的 

遺産 
観光 

しばらくは取り組む 

予定はない 
16 16 25 25 10 

現在，取り組みを 

検討している 
3 3 1 2 1 

近々，取り組み実施を 

予定している 
0 2 1 1 2 

合計 19 21 27 28 13 

 

この場合，項目 B の
方がAよりもかなり重要
であり，また，その程度
は「かなり重要」であるこ
とを示す．評点は「7」と
なり，重要度の算出に用
いられる． 
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4.6 港湾周辺地域の施設立地と活動 

 港湾周辺地域の状態について，施設立地や活動状況からその特

徴を把握する。設問では港湾周辺地域にある施設，および，行わ

れている活動について選択肢を提示し，該当するもの全てを回答

してもらう形式とした。 

(1) 港湾周辺地域の施設立地の状況 

港湾周辺地域の施設の有無についての結果を図-6 に示す。半

数以上の都市が港湾周辺地域にあると回答した施設は，「商業施

設」，「避難所」，「都市公園」であり，特定の利用目的に特化せず，

不特定多数の来訪者の利用が考えられる施設や空間を整備して

いると考えられる。 

(2) 港湾周辺地域の活動の状況 

港湾周辺地域の活動の有無についての結果を図-7 に示す。半

数以上の都市が港湾周辺地域で行っていると回答した活動は，

「祭り」，「清掃活動」，「地域イベント」，「防災・避難訓練」であ

る。地域を盛り上げる活動や地域をまもる活動が展開されている。 
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図-6 港湾周辺地域の施設の有無 
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図-7 港湾周辺地域の活動の有無 

 

5. 結論 

本研究では，全国の港湾都市を研究対象とし，港湾都市にお

ける都市計画的な整備や取組の現状と課題を把握することを目

的に調査・研究を行った。行政意向調査に基づき集計・分析を行

った結果から得られた成果を以下に示す。 

(1) 都市における港湾の範囲（港湾周辺地域） 

各港湾都市が想定する港湾周辺地域の範囲を「地形」と「形状」

の点から整理した。「地形」については，海側に広がっている都

市が15都市と最も多いが，他の2つの地形と比べて数に大差は

ない。「形状」については，一点集中型が20都市と最も多い。詳

細なタイプ別にみると，「横長型，海側に広がるタイプ」が最多

であり，10 都市がこのタイプに該当した。埋め立てにより港湾

部が拡大し，港湾としての産業・経済機能が強化された一方で，

港湾周辺地域と都市部の距離が離れ，港湾部と都市部との連帯が

困難になるという側面も持ち合わせている。 

(2) 港湾周辺地域における問題・課題 

「景観」，「防災」，「観光」が問題・課題として多くの都市で指

摘された。とくに，深刻な課題の具体例として，港湾周辺地域に

数多く立地する各種施設間の回遊性や歴史遺産となっている空

間の保全や密接性についての課題が理由としてあげられた。 

(3) 港湾部と都市部のつながりの重要性の認識 

港湾部と都市部のつながりの程度についてAHPを用いて分析

を行った結果，最も重要度が高い特性は「産業」であり，その「産

業」の特性に属す3特性の中で最も重要度が高いものは「工業」

であった。港湾としての産業・経済機能の強化が重要であると認

識している。 

(4) 港湾部と都市部のつながりのための取組み 

港湾部と都市部のつながりをつくるための取組として， 7 割

の都市では「観光」について何かしらの取り組みが行われている。

また，「観光」の今後の展開については，約半数の都市が「今後，

さらに充実させていく予定がある」と回答しており，現在だけで

なく今後においても観光関係の積極的な取り組みが見込まれる。 

(5) 港湾周辺地域の施設立地と活動 

半数以上の都市において港湾周辺地域に立地する施設は，「商

業施設」，「避難所」，「都市公園」でなど，不特定多数の利用が考

えられる施設や空間を整備している。また，活動については，「祭

り」，「清掃活動」，「地域イベント」，「防災・避難訓練」など，地

域を盛り上げる活動や地域をまもる活動が展開されている。 
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