
●港・海岸のにぎわいの創出（交流や物販機能をもつ空間、海を体験する空間、浜辺と親しむ空間の創出） 

 岩船港、1 号岸壁・4 号物揚場及び背後地の低利用空間を活用して港湾緑地を整備し、憩いや休憩の場として、また

イベントや地元の魚の販売、およびイベント船の係留などが出来る空間や、第2 東防砂堤根元部の未利用空間を活用して、

プレジャーボートの収容空間、現在整備が進められている瀬波温泉海岸を活用して、浜辺と親しむ空間を創出します。 

●観光ネットワークの形成 
 港と海岸、岩船地区や瀬波温泉の街並み、松林などの自然を楽しめる、歩いて楽しい観光ネットワークを形成します。

●港･海岸へのアクセスの向上 
 港･海岸のにぎわいを支えるために、県道岩船港線や市道瀬波1 号線新設道路などの整備を進めます。 

●港の基盤整備 
 粟島航路などの安全性を高めるために、消波工の整備と航路･泊地の浚渫を行います。 

●地域団体・人材の結集 
 港・海岸のにぎわいを支援するために、その主人公となる人材を結集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 岩船港ではこれまで「岩船港港湾振興ビジョン」（平成 14 年 3 月策定）に基づき、港のイベント

広場などの整備がなされてきました。今後はさらに「賑わいの空間づくり」や「塩谷側にかけての海

岸整備」も視野に入れながら港湾整備を進める必要があります。そこで村上市では、岩船港の周辺整

備や地域活性化について、岩船地域の皆さま方のご意見をお聞きしたいと考え、「岩船港利用促進協議会」

と「岩船まちづくり協議会」のご協力を得ながら、「岩船港の未来を語る座談会」を開催いたしました。 

 

■岩船港港湾振興ビジョンとは？ 

 村上市では岩船港が平成 12 年 5 月に国の「特定地域振興重要

港湾」に選定されたことを期に、地域の皆さまと共に岩船港を活か

した地域の振興・活性化について議論を重ね、「観光」をテーマに

「にぎわい空間づくり（ハード）」と「にぎわいの創出（ソフト）」

に関する施策などをまとめたものです。現在、新潟県・村上市・民

間が協働して、岩船港を中心に、瀬波温泉や粟島など、地域の歴史

や自然を活かした観光に役立つ施設の整備を進めています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩船港の未来を語る座談会は全３回を予定しています。 

 

 

 

 

 
 

第 1 回では、参加者 30 名が５班に分かれ、それぞれで日頃感じている岩船港の「良いところ」・「悪い

ところ」をはじめ、「こうなったらいい」という将来像についても自由に意見を出していただきました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

岩船港の周辺整備から地域活性化を考えよう！ 

第 1 回 岩船港の未来を語る座談会の結果報告 

プログラム 

日時：平成25 年 8 月20 日（火）19：00～21：00 

会場：岩船地域コミュニティセンター いわくす会館 ２階 大会議室 

●開会・あいさつ 

●座談会の主旨・港の現状とビジョンの説明 

●グループ討議 テーマ：岩船港周辺の「良いところ」・「悪いところ」 

●本日のまとめ 

●閉会 

会場の様子 

■岩船港港湾振興ビジョンの概要（平成14年3月策定） 

～住民と訪れる人々のための「にぎわいづくり」に向けて～ 

＜地域振興・活性化の基本方針＞ 

■座談会で出された主なご意見 

 良いところ 

緑地公園
●きれいに整備されている公園 

●子供からお年寄りまで利用している 

海の幸 
●きれいな海、新鮮な魚介類 

 （あなご・カキ・いろいろな魚） 

釣り 
●家族連れで魚釣ができる 

●無許可・無料で楽しめる 

粟島航路 ●粟島観光客が必ず寄る所（年間数万人） 

イベント

●野外ステージ・多目的広場 

●自衛隊の船等の寄港 

●さかなまつり・岩船大祭などの取組 

夕日や 

港の景観

●港に沈む夕日がきれい！ 

●出漁や帰港の風景、いかつりの漁火 

直売所 
●魚を荷捌く活気 

●新鮮な地元産の魚を味わえる直売所 

アクセス
●高速道路が近く、駐車場が広い 

●瀬波温泉が近い 

悪いところ 

マナー・ 

ゴミ問題 

●ゴミが多く、釣り客・地元ともマナーが悪い 

●掃除をするにも許可が必要。手続が面倒 

住民意識

の低さ 

●商業港・漁港のイメージで観光に結びつかない

●岩船地域の住民の港に対する意識が薄い 

魅力的な 

特徴がない 

●観光客がきても目玉の物が無い！ 

●粟島との連携観光がない 

イベント

が少ない 

●PR が不足。イベントもマンネリ化？ 

●地元住民でも野外ステージは使用料が必要 

港の環境

不備 

●整備されたマリーナが無く、不法係留が多い 

●他の港町より船が少ない 

●物流としての利用が限られている 

海水浴の

しにくさ 

●砂浜がなくなってきた 

●海水浴場は駐車場もトイレも無い 

●浜茶屋がない 

案内の 

不備 

●岩船港の玄関口に大きな看板と案内図が無い 

●ステージや直売所の入口がわかりづらい 

こうなるといい 

美化活動の実施 ●清掃をみんなで行う。ゴミ拾いの実施届け手続きの簡素化 

住民意識の改善・ 

目的の共有 

●今後のテーマはにぎわいある港と町づくり。港を活かせることを地域で共有する 

●港湾緑地に対する住民の環境整備が必要 

魅力のＰＲ ●ノドグロ・柳カレイ、北前船の歴史のPR。釣り客の誘致 

イベントの開催・ 

公園の活用 

●自衛隊の艦船などの入港イベントや野外ステージ・緑地公園の利用を増やす 

●緑地公園に子ども達が遊べる遊具を設置する ●軽トラ市の開催（活性化対策） 

観光客の受入 
●みなとオアシスへの登録。観光ネットワーク・地域団体・人材の結集 

●瀬波温泉のお客さんにオプショナルツアーの企画 

施設の改善・整備 

●突堤は入場料を取って安全と釣り場所を確保。プレジャーボートの停泊所の整備 

●高速道路からの経路案内図の強化。海水浴場の整備、浸食対策 

●岩船港のシンボルの整備。粟島観光客用に暇がつぶせる施設の整備 

企業誘致 ●若い人が働ける物流会社や缶詰工場の誘致 

その他 ●災害の避難所を作ってもらいたい ●港整備には利用者（地域内外）の意見も聞く

岩船港の未来を語る座談会の流れ 

第１回 8 月 20 日（火）  岩船港周辺の「良いところ」・「悪いところ」 

第２回 11～12 月頃  （仮）計画に位置づける施策等について考えよう！ 

第３回 平成 26 年２月頃  岩船港周辺区域整備計画（案）のまとめ 



■グループ討議で出された主なご意見
 各班で出た意見について、参加者それぞれが良いと思った意見に投票を行い、「重要視する意見」を選定しました。 

       （凡例／◎：重要［投票のあったもの］、★：特に重要［特に投票が多かったもの］） 

 良いところ 

項目 意 見 重要 

緑地公園 

●きれいに整備された緑地公園がある ★ 

●子どもから老人まで公園を利用している 

●芝生の所を利用する事が多い 
 

釣り 

●色々な魚がつれる、ちょっと有名な釣り場 ★ 

●釣り人を多く見かける。釣り人が多い ◎ 

●県外から家族連れで魚釣ができる港がある 

●無料で魚釣りが出来る！ 

●無許可で港に入れる！！ 

 

 

海の幸 

●あなごがうまい。カキもうまい ★ 

●きれいな海と新鮮な魚などが豊富である ◎ 

●冬の荒海を見せたい 
 

粟島航路 

●粟島へ年間数万人が来る ★ 

●粟島航路があって良い！人気がある 

●粟島に行く人は必ず岩船港に寄る  

イベント 

●イベント等は前と違い広く使えてやり易い ◎ 

●野外ステージ。多目的広場でのイベントが大々的 

 に行えるのが大変よろしい 
◎ 

●緑地「ステージ」の使用について 

●ステージ利用イベントがしやすい 

●自衛隊の船寄港。賑わう 

●みなとフェスティバルの開催は、商工会が１つに 

 なる行事なので良い 

●地域振興の取組 

（さかなまつり・みなとフェスティバル・岩船大祭） 

 

 

夕日や 

港の景観 

●夕日がきれい（港に沈む夕日がきれい！） ★ 

●出漁や帰港の風景は良い感じ 

●諸上寺山から見下ろす岩船港周辺の景色がとても 

 良い 

●季節のよい時期とても海がきれいで素晴らしい 

●いかつりの漁火がステキ 

 

直売所 

●直売所がある ◎ 

●魚を荷捌く活気が良い 

●直売所近辺はけっこう賑わっている 

●直売所や荷さばき所があり活気がある 

●釣り人が新飯田さんで買物する（経済効果） 

●新鮮な地元産の魚を味わえる 

●あなごが食べられる 

 

アクセス 
●高速道路が近い。アクセス良 ◎ 

●瀬波温泉が近くにある  ●駐車場が広い 
 

その他 

●岩船荘・玉寿司はオイシイ。評判良い ◎ 

●山形や村上は魅力あるソフトが多い 

●多様な港  ●まだまだ開発の余地あり 

●発展途上。色々なアイデアが思いつく 

●夏はチョットにぎやか 

●港や河川などの整備がしてある 

●川港（水深）防波堤が長い 

 

 

悪いところ 

項目 意 見 重要

マナー・ 

ゴミ問題 

●釣りとか遊びに来る人達のマナーが悪い。 

特にゴミ。岸壁など汚い様子 
★

●ゴミが多い ◎

●釣人のマナーが悪い。ゴミを捨てる釣客が多く、汚い

●漁師（一部）の人のマナーが悪い 

●岩船港湾緑地の花壇が犬の散歩場所となっている 

 （花を植えても用を足した後始末が悪い） 

●掃除をするにも許可が必要。手続が面倒 

●オカばかりでなく港湾内も汚い 

●ゴミ対策。行政としてゴミ処理対策をして欲しい 

●釣り場が管理されていない 

 

 

町の環境、 

住民意識 

●商業港、漁港のイメージで観光に結びつかない ★

●港町で漁師町なのに寿司・シーフードがない ◎

●岩船地域の住民の港に対する意識が薄い。港とは 

どういう所なのか口伝が足りない 
◎

●直売所は地元では利用者少し？ ◎

●住民に観光の意識なし 

●町にサミシサ。店が少ない 

●田舎者根性。未知・新モノが苦手 

●岩船はよその地域の人をまねき入れる体制が無い 

 

魅力的な 

特徴がない 

●観光客がきても見るもの、見るところがない ★

●目玉の物が無い！！ ◎

●観光的なものが何もない ◎

●これが岩船港だ！岩船でなければという物がない 

●粟島との連携観光がない  

公園・ 

イベント 

●緑地公園やステージの利用が少ない ◎

●緑地公園に遊び場がない 

●ステージ立派。ソフト不足 

●港で行事のある前のPR が不足 

●地元の人が野外ステージを利用するのに県に使用料 

 を払うのはおかしい 

●広い場所で有り年間通し活動が少なすぎる 

●イベントのマンネリ化？ 

 

港周辺 

の環境 

●整備されたマリーナがない ★

●夜の港は少しさみしい  ●川の違法性 

●他の港町より船が少ない ●ボートの不法係留 

●石川が汚い。川遊びが出来ない 

●港周辺、道路沿いが雑草等で景観がよくない 
 

海水浴の 

しにくさ 

●上の浜が無い！！ 

●下の浜の海水浴場は泳ぎにくい。駐車場・トイレなし

●海水浴場に浜茶屋がない  

案内の不備 

●ステージ入口や直売所入口が良くわからない 

●岩船港の玄関口に大きな看板と案内図が無い 

 （岩船地域の港へ初めて来る方が分かりにくい）  

物流 
●物流としての利用が限られている 

●物流は、限定した品物になっている（セメント） 
 

その他 

●観光ビジョンが出来たけれど計画が中々進まない ◎

●11～５月頃まで海がシケるので天候が不安定 ◎

●マリンレジャーがマイナー ◎

●浜防風が無くなった 

●国道７号、日東道とのアクセスが悪い 

●ビーチスポーツもマイナー 

 

 

こうなるといい 

項目 意 見 重要

住民意識の

改善・共有

●港湾緑地をもっと大切にして住民の環境整備が必要 

●歴史から学ぶ（港の繁栄／築港の歴史／岩船港の築港をした陣屋令斉）  ●交流人口の増加 

●港を活かせることを地域で共有する  ●岩船の街へつなげる港の魅力  ●人口減・空家対策 

●今後のテーマとしてやはり港全般ににぎわいある港と町づくり 

 

イベント 

の開催・ 

緑地公園 

の活用 

●自衛隊の艦がどんどん入港したら良いなあ～！経済効果up↑ ◎

●夏場だけでも朝市を。軽トラ市の開催（活性化対策） ◎

●緑地でのイベントをもっと多くする   ●港を中心に様々なイベントができるといい 

●外部の船掃海艇・帆船を間に入れる    ●七夕祭りを港のイベントの1 つにする 

●観光対策として魚まつりと活性化の拡大 ●５日の市場を夏場だけでも直売所脇で開催 

●野外ステージの利用をもっと多くする  ●花火大会の開催 

●緑地公園の活用            ●遊具の設置   

 

観光客 

の受入 

●岩船港ポートセールス強化を推進。みなとオアシスへの登録 ★

●港・海岸のにぎわいの創出。観光ネットワークの形成。地域団体・人材の結集 ◎

●粟島だけでなく佐渡行きのフェリーができたらいいなあ ◎

●塩谷との連携  ●海の駅にする 

●瀬波温泉においでのお客様を岩船港で朝市を開催し岩船の物産を販売する 

●粟島汽船を利用して夕日クルージング！（例）瀬波温泉のお客さんにｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ等を企画する 
 

美化活動 
●清掃をみんなで行う  ●ゴミ拾いの実施届けは行政窓口を一本化して手続きを簡易にして欲しい 

●神社の鳥居があるとゴミが減る実績あり  

魅力の 

ＰＲ 

●北前船のPR をした方が良い  ●鮮魚（ノドグロ、柳カレイ等）を全国に向けてPR した方が良い

●港をアピール。海を売る    ●釣り客の誘致 
 

周辺既存 

施設の改善

●高速道路からの経路案内図で導びきを ◎

●神林岩船港IC から来られる海水浴場とトイレ、駐車場が有れば良い 

●海水浴場が整備されたらいい    ●駐車場をもっとハッキリしてほしい 

●岩船港の歴史がわかる掲示板でPR  ●トイレや水回りの施設の充実をすべき 

●港ステージの廻りをもっと人が集まれるような看板等、他 

●ステージ裏に物置場と着替室を設置したらよいと思う  ●海岸浸食対策 

 

人が集まる

施設の整備

●岩船港のシンボルはと聞かれたら堂々と答えられるものが必要（例：岩船ポートタワーの建立） ★

●粟島観光に来た人は船に乗るまでの時間が暇なので、海産物店とかスーパーが近くに有れば良い ★

●これだ！という物があれば人が集う！人が集まれば活気がでる！ ●港に博物館が有ればよい 

●ここでなければ手に入らない物の販売店がもっとあれば良い   ●風力発電が港湾にあればいい 

●港内に安く泊まれる、休める宿泊施設があれば良い       ●港にレジャー施設があれば良い

●人が集まる施設。文化博物館など   ●川と海の水辺に親しめる空間 

●屋台会館のような施設があったらいい ●諸上寺、三十三観音のウォーキングコースの整備 

●岩船港におしゃぎり会館、鮮魚横丁とかの観光資源を作ってほしい 

●魚料理を中心とした食べ物街（食べ歩き的な）が出来たら良い  ●キャンプ場がほしい 

●大勢の人が来るようなシンボルタワーを早く造る        ●寿司屋がほしい 

 

マリーナ 

整備 

●マリーナは利用者の意見をよく聞いて作ってもらいたい ★

●マリーナ構想もいいけれど、後々の管理をよく考え過剰投資はやめる ◎

●整備された海水浴場、駐車場、プレジャーボートハーバーが必要 ◎

●マリーナ！！安全安心なレジャーボートの素泊地があれば良い ◎

●プレジャーボートの停留所が整備されたら良いなあ ◎

釣り環境 

の改善 

●突堤は解放した方がよい。有料にした方がよい 

●釣りの場所。安全確保をして入場料を取って釣りの場所の確保をして欲しい 
 

企業誘致 

●物流会社の誘致 ◎

●若い人が働ける場所がほしい ◎

●港を利用するような企業を誘致できないものか  ●缶詰工場・があればいい 

●荷役効率化  ●コンテナ埠頭があればいい   ●要望。自衛隊施設の設置 
 

その他 
●よそから来た人を集めて座談会をやった方がよい  ●港のにぎわい 

●大規模災害の対応  ●災害の避難所を作ってもらいたい ●外部の人（県外）の意見も聞く 
 


