
 

由宇班の目的は 

「みなとオアシスゆう」を 

「海と人をつなぐ場所」とすること。 

  

 

由宇班の目的

みなとオアシスゆうを、
海と人をつなぐ場所にすること

目的

34

海と人をつなぐ場所

１ グルメフェスタ
２ アサリ掘り大会
３ 朝市
４ その他
５ イベントの継続に向けて



2013年度の利用者数と売上を示すグラフ
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由宇総合支所
地域振興班
調べ

現状分析 ～利用者の傾向～

単位：

人(利用者)

単位：

万円(売上)

現状分析 ～得られた声～

現地で聞き込み調査を実施

2014年10月５日に開催されたYOU・ゆう・フェスタにて来場者へリサーチ。

Q1. 何を楽しみに
してきましたか？

Q2. イベントや夏季以外に
みなとオアシスを利用しますか？

Q3. ここでどんなことが
あると嬉しいですか？

若者(５％)
家族連れ(35％)

高齢者(38％)

主婦(22％)

A1.
A2.
A3.

屋台
特に利用しない
野外ライブ

A1.買い物
A2.散歩や食事で
A3.屋台

A1. ステージ発表
A2. 海水浴や散歩で

A3. 家族向けイベント

A1. ステージ発表
A2. 散歩や食事で
A3. 屋台

３つの質問

＊回答を世代別で
４グループに仕分け

現状分析です。 

このグラフは、施設の１年間の利用者と売り上げを表しています。 

棒グラフは利用者を、折れ線グラフは売り上げを示しています。 

利用者は、夏が突出して多いですが、それ以外の時期は物足りな

く感じます。売り上げについては、月によってバラつきが少ないこ

とから、固定客が主だと推察されます。  

 

そこで、施設を実際に利用されている方の声を聞くために、YOU・

ゆう・フェスタにてアンケートを実施しました。 

来場者の傾向としては、家族連れや高齢者の割合が高いことや、20

代前後の若者の数が少ないことが挙げられます。 

 得られた声としましては、家族向けのイベントや、屋台を望むも

のが目立ちました。 



課題抽出

現在：需要が夏場に限定される海水浴場

１：浜辺・建物・広場が有効活用されていない
２：海水浴以外の用途が開拓されていない
３：人が賑わうのは夏季のみ

課
題

解
決

１：施設の全てを最大限に活用
２：多方面の娯楽が展開される
３：年中人が集まる場所に

効
果

未来：「海と人をつなぐ場所」の実現

具体的施策

 

現状分析を踏まえ、今現在、みなとオアシスゆうが抱える課題は、 

１：施設が十分に活用されていない。 

２：海水浴以外の魅力が伝えられていない。 

３：夏場以外の客足が弱い。 

この３点が挙げられます。 

 

 

この課題を具体的施策によって、 

１：施設を最大限に活用し、 

２：様々な方面の娯楽性が展開され、 

３：四季を通して集客力を発揮出来る場所に。 

 

つまりは、『海と人をつなぐ場所』へと変えて行きます。  

 



具体的提案

イベントを主軸とする振興

グルメ

フェスタ

海水浴

海の映画館

YOU・ゆう・フェスタ

アサリ掘り

夏

春

秋

クリスマス

イルミネーション

冬

朝市

(通年展開可能)

ＡＲ

(通年展開可能)

発表するイベント及び企画と各季節の関係図

※赤文字：提言に
よる新規イベント

(イベントの中核)

 

私たちが考案した具体的提案は、イベントを主軸とする振興です。 

 現状分析でも触れた様に、人は何か目当てのものがあれば、自ず

と集まってくるものです。 

ならば、みなとオアシスゆうにその目当てとなる魅力を増やして

行こうという狙いです。  

 この表は提案するイベント内容と季節の流れを示しています。 

春はアサリ堀りで海に触れ、夏は海水浴に加え浜辺で海の映画館

を開催。秋は YOU･ゆう・フェスタと「グルメフェスタ」、味覚を主

力にします。冬はイルミネーションで浜辺を彩ります。 

中でも、 グルメフェスタは各季節で開催出来る中核に配置し、こ

の他、 朝市や ARで一年を通して、みなとオアシスゆうを盛り上げ

ていきます。 



農産物を使用したもので展開。

一方、海の幸を使った料理で
「ご当地グルメ」として確立されたものはない。

岩国のご当地グルメは、

（やまぐち観光推進計画）

宿泊旅行先での目的 全 国 山口県

地元の美味しい食材 1位 2位

名所・旧跡の観光 4位 1位

温泉や露天風呂 2位 3位

広く海と接している岩国市の
海の幸を使ったご当地グルメを開発。

岩国寿司

レンコンコロッケ

１ グルメフェスタ

地元の「食」は
旅行先を決める上で
重要な要素に

引用元：やましろ商工会

続いて、各イベント内容の紹介です。  

まず初めに、イベントの中核となるグルメフェスタです。 

さて、なぜグルメかといいますと、上に表示されている山口県の

調査や、私たちが行ったアンケートでも示されますように、旅行で

重視している目的として、地元の美味しい「食」というものが上位

に位置づけられています。 

 

 

本市のご当地グルメは、岩国寿司やレンコンコロッケ、こんにゃ

くといった農産物で展開されていますが、残念ながら海の幸を使っ

た、ご当地グルメが確立されていません。 

そこで、みなとオアシスゆうで、海の幸を使ったご当地グルメを

開発し、新たな地域資源を創出します。四季を通じて、旬の食材を

用いて展開できることから、一年を通しての客足向上にもつながり

ます。 



メニュー開発は市民参加型

審査員、観客による審査を行い、
優秀作品を決定。
優秀作品はみなとオアシスゆうにてメニュー化！

岩国グルメの開発

地元の「食」を求める
観光客の旅行先に

たとえば、

・レシピの応募を募り、レストラン
潮風の職員が調理し、提供
・一流料理人による料理バトル

長門市：めいぼフライバーガー

萩産甘鯛のパイ包み焼き

見本

引用元：山口県美食コレクションＨＰ

グルメの開発は市民参加型の一般公募で行い、会場で調理した料

理を観客や審査員が審査を行います。 

優秀作品は、みなとオアシスゆうにあるレストランでメニュー化

されます。 

 

 

 

これはあくまで一例ですが、審査の方法として公募したレシピを

レストランで調理して提供したり、はたまたテレビ番組の某企画の

ように、料理人による料理対決を行ってみても良いかもしれません。 

海の幸を使ったご当地グルメの開発は、岩国市の新たな地域資源

を創出することであり、旅行先として選ばれるための魅力が一つ増

えることになります。  



２ アサリ掘り大会

○宝探し
アサリの他に、スーパーボールが砂浜に！
発見者には、景品授与

海に触れる機会が少ない４月～６月
涼やかな海で、アサリ掘り大会を開催！

○採ったアサリは、
・料理教室
・レストランにて、調理して提供

ゲーム感覚で海に触れつつ、
「収穫の喜び」を感じる

－春－

引用元：公益財団法人 船橋市公園協会
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アサリ収穫の背景、得られる効果

山口県のアサリ類漁獲高(ｔ)

ケアシェルとは

神代漁協の取組
ケアシェルを用いたアサリの養殖

三重県 鳥羽市より2010年頃から発祥し
た養殖方法。
カキの殻を原材料とした自然栄養剤。

1/5にまで減少

漁協から広がる産業の活性化、
さらにはアサリの特産品化につながる。

活
用

引用元：㈱ケアシェル

２番目に、春のイベントとして、アサリ掘り大会を提案します。 

子供がいる家族連れをターゲットに、イベントの一環として、宝探

しゲームを組み入れます。 

ゲーム感覚で海に触れつつ、「収穫の喜び」を子供たちに感じてもら

うことが狙いです。 

 

 

山口県のアサリは、1990年から 2010年にかけて収穫量がピーク時

の 5分の 1にまで減少しています。 

一方で、神代漁協では、ケアシェルを用いたアサリの養殖に取り

組んでおり、収穫高が飛躍的に伸びております。 

このケアシェルとは、カキの殻を原材料とした自然栄養剤で、ア

サリを効率的に成長させることの出来る養殖法です。 

このような地元漁協の取り組みを活かすことで、産業の活性化や

アサリの特産化を目指していきます。 



３ 朝市 ～朝の日差しの下で新鮮な食材を～

由宇地域、ひいては

岩国市内にある朝市が

みなとオアシスゆうに集結

◎普段見慣れない、古くから地産地消とされてきた伝統
野菜や活魚も購入可能

◎新規の農家や漁師が参入しやすい仕組づくり

地域のつながりを強め、
海辺を拠点に活気を創出

 ３番目に朝市を提案します。 

背景として、関係者との意見交換の中で、新規の農家から「販路

獲得のために農作物を PRしたいがその機会がない」との声がありま

した。 

朝市は、みなとオアシスゆうで月に一度の定期イベントとします。  

由宇地域、ひいては岩国市内の朝市をみなとオアシスゆうに出店し

てもらうことで、顧客の利便性の向上を図ります。 

普段見慣れない伝統野菜や、活魚を取り扱うことで、顧客に普段

味わえないサービスを提供します。 

また新規の農家や漁師が参入しやすくし、地域のつながりを強め、

海辺を拠点に活気を創出します。 

先ほど提案したグルメフェスタに、新鮮な食材を提供することが

できれば、イベント同士のつながりもできると考えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



次に、その他のイベントとして「海の映画館」と「クリスマスイ

ルミネーション」を提案します。 

このイベントを実現することができれば、年間を通してイベント

が開催されることとなり、「みなとアオシスゆう」を年中人が集まる

場所へと変えることができます。 

まず、「海の映画館」です。 

毎年 8月 31日の夏休み最後の日に開催するなどして海水浴以外の 

賑わいを創出し、夏の終わりのイベントとして定着させてみてはい

かがでしょう。 

次に、冬のイベントとして「クリスマスイルミネーション」です。 

みなとオアシスゆうは冬のイベントがほとんどなく、夜は真っ暗

ですが、イルミネーションでライトアップすることで夜の幻想的な

浜辺を演出します。 

海岸ビーチに大型スクリーンを設置し、
雄大な海と空を背景に

アウトドア・シアターを開催！

４ その他 －夏・冬－

海の映画館
～夜風を感じながら～

クリスマスイルミネーション
～海辺に憩いの場を～

デコレーションツリーやキャンドルを浜辺
に配置し、

波打ち際は虹色のサーチライトで
夜の幻想的な浜辺を演出！

夏 冬

引用元：CINEMA CARAVAN



ＡＲシステムの導入

※例

○使い方

１．スマートフォンを用意する

２．マーカーを読み取る

３．カメラに画像が
浮かび上がる

※参考イメージ

続いて、ARシステムの導入を提案します。 

これは、ここまで提案して来たイベントとは異なるものですが、 

浜辺からの景観を活かせると判断したため、提案に含めました。 

まず、ＡＲとは、携帯電話やスマートホンのカメラを通して、あた

かもそこにキャラクターがいるかのような写真や動画を撮ることが

できるシステムです。 

 

この機能を、みなとオアシスゆうの景観を活かして導入してはいか

がでしょうか。 

参考のイメージ画像をご覧下さい。 

上から順に実際の景色、カメラを通して見たもの、ＡＲ機能を使用

したもの、となります。  



期待される効果

○岩国市のゆるキャラと

他市町村のキャラクターの競演

○展開規模の拡張により

市全体を観光名所に

○キャラクターの衣替えによる

季節不問の集客力

（ｃ）2010熊本県くまモン

次に、ARの期待される効果を説明します。 

先程の例ではソラッピーを使用しましたが、岩国市の他のゆるキャ

ラなども候補として挙げられます。 

この場合は他市町村と提携することにより、例えば熊本県のくまモ

ンなどといったゆるキャラたちの競演が実現すると話題性を呼びそ

うです。 

 

 また、ゆるキャラたちを四季に応じて衣替えさせることにより、リ

ピーターの獲得も期待できます。 

みなとオアシスゆうを皮切りに、市内各地へＡＲを展開していくこ

とで、岩国市全体が観光名所へと変貌します。  



イベントの継続に向けて ～サポートプラン～

1 気軽に意見を伝えられる場所を提供

「こんなイベントをやってみたいな」

「でも、相談や提案をする
場所がない」

『アイデア受付窓口』

を設置

 これまでに挙げたイベントを企画し、開催に至ったとしても、運

営や資金繰りが行政頼みでは、継続開催は難しいと推測されます。 

ここで、持続的にイベントを開催出来る仕組みを考案しました。 

イベントの開催が一回で終わらないようにするためには、次のア

イデアを生み出すことや、人材を育てていくことが大切です。 

 

 

現状では、「こんなイベントをやってみたい！」とアイデアを持って

いる人がいたとしても、それを提案する場所がないことから、実現

することは極めて困難です。 

そこで、アイデア受付窓口を設けます。 

アイデア受付窓口とは、誰でも気軽にアイデアの相談ができる場

所で、イベント終了後などに実施します。 

市民の幅広いアイデアを受け入れる組織を作ることで、「まちを活性

化させたい！」という思いを形にできるかもしれません。 



アイディア受付窓口とは

子どもから大人まで来るものは拒まず
、気軽にアイデアの相談ややりたいイ
ベントの提案を受け付けます。

大型イベント等の終了後に実施。

イメージが近いもの
は目安箱。

この役割を果たす
組織を設置します。

2 受け付けた案を洗練し、公表する

市民
(提案者）

アイデアの提案

コンサルタント

助言

イベント案の相談

アイデア受付窓口

まとめた案を公表

期待される効果

○新たなイベントを開拓していくことができる

○まちづくりの土台が出来上がることで、
地域の活性化につながる

○市民の想いをかたちにすることができる

まちづくり協議会

提案者より受け付けたアイデアは、窓口で吟味し、コンサルタン

トによる助言等を受け内容を充実させます。 

さらにこのイベント案については提案者や市民に向け、 後日改めて

公表します。 

提案者はまちづくりに参加できたという満足感が得られ、まちづ

くりへの意識が向上し、経験を次につなぐ事ができます。 

また、 このアイデア受付窓口は、 将来的にまちづくり協議会に

発展させ、まちづくりの土台となることができます。 

このような仕組みが定着することで 

市民の想いをかたちにし、新たなイベントを開拓していくことで、

最終的にはまちづくりの土台をつくりあげ、地域の活性化に繋げる

ことなどが期待されます 



提言による効果

現在：需要が夏場に限定される海水浴場

１：浜辺・建物・広場が活用されていない
２：海水浴以外の用途が開拓されていない
３：人が賑わうのは夏季のみ

課
題

解
決

１：施設の全てを最大限に活用
２：多方面の娯楽が展開される
３：年中人が集まる場所に

効
果

未来：「海と人をつなぐ場所」の実現

⇒浜辺でイベントを開催(映画館・アサリ掘り大会)
⇒広場の活用(朝市・グルメフェスタ・

クリスマスイルミネーション)
⇒海岸の景色を活用(AR)

（３）まとめ

岩国市の将来像

「親しみを持てる海」をつくる

島の活性化
みなとオアシスゆうの活性化

以上の具体的提案により、 課題を解決することで、 

みなとオアシスゆうは夏の海水浴場から、 

「海と人をつなぐ場所」へと変わることができます。  

 

 

 

今回の柱島と由宇２つの海資源について、 

「活かす」「増やす」「つながる」に関する提案をしました。 

これにより「柱島」と「みなとオアシスゆう」が活性化することは、  

海資源の課題を解決した、「親しみを持てる海」 

へ繋がります。 


