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三原内港再生基本計画策定に係るワークショップ
第１回を10月25日に開催しました。

ワークショップ開催概要

三原内港の活性化に向け、ワークショップ形式による意

見交換を行いました。

当日は岡田吉弘市長も出席し、開会挨拶の中で三原内港

エリアの再生に向けた意気込みなどを挨拶されました。

参加者は、三原内港に関係する地域住民や商業・観光・

交通に関係する事業者や団体など計33名で5つの班に分か

れて活発な意見交換を行いました。

意見交換の内容は「こんな三原内港になったらいいな

(理想)」と「理想を実現するための課題」という２つの

テーマで行われ、三原内港の理想や現状の課題について

様々な意見が出されました。

問い合わせ・連絡先

三原市 建設部 港湾課 管理係（担当：安藤・宮岡）

所在地：〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号

電 話：0848-67-6108 ／ FAX：0848-64-6057

E-mail：kowan@city.mihara.hiroshima.jp

第 1回ワークショップまとめ
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離島とのつながり

遊べる公園

第２回ワークショップについて

第２回ワークショップは以下の日程で開催予定です。

⬛ 日 時：令和2年11月15日（日）

13時15分～ 現地まち歩き、14時～ ワークショップ

⬛ 場 所：三原市中央公民館

⬛ テーマ：三原内港の活用方法について、考えよう！

⬛ 目 的：現地を観察し、今の三原内港の状況を改めて認識した上で、

第１回ワークショプを踏まえ、三原内港の活用方法を考えます。

※参加者の募集は行っておりません。

第１回ワークショップ

【開催日時】
令和2年10月25日（日）
14時～17時

【開催場所】
市民ギャラリー

【参加者】
計33名

意見交換の様子 岡田市長挨拶

五感で感じるイベント
（食･体験･音･光など）

夜の魅力・集客力向上
（宿泊・ライトアップなど）

ワクワクする場
（水に親しむ場）

意識の高い人材の確保
（地元企業・市がサポート）

広域的に考える
（周辺市町村との連携）

多目的に使われていない
⇒ 目的外使用の手続きの簡略化
⇒ イベント時などの安全性の確保

イベントなどの情報が共有されていない
⇒積極的なPRにより一体的な活用を

港は暗い印象 特産品のPR不足

一体性、回遊性

ゾーニングで
利用目的を明確に

船のようなビル

若者を呼び込む
（BBQなど）

産直市場

公園、生活交通
などの整備

⬛ 理想を実現するための課題など

⬛こんな三原内港になったらいいな（理想）

フィッシャーマンズ
ワーフ

花火大会

三原駅

駅前ロータリー

駅と港が近いメリットを活かす

キオラスクエア広場

三原城跡

帝人用地

空いた空間を
活用する

海の見える食堂
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テーマ①：こんな三原内港になったらいいな（理想）

テーマ②：理想を実現するための課題など
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■城や駅と港を一体で楽しむ
《理想》
・駅から港をアーケード歩道に
・各エリアがスムーズにつながる
・地元の商店街から三原を楽しむ
《課題》
・情報発信
・交通量が多く危険
・非日常を味わえない
《対策》
・情報発信する場
■若者が集い、賑わう
《理想》
・海と山、自然の変化を１日楽しむ
・若い女性グループが集うような港
・五感体験（海浜セラピー）
・海でBBQ、海上レジャー
《課題》
・レジャーには向いていない
《対策》
・三原だから味わえる非日常の場

三原内港再生基本計画策定に係るワークショップ（第１回）
各班の主なご意見
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噛めば噛むほど魅力ある港
■港
《期待》
・ゾーン分けする（ゾーニング）
・三原の資源をもっと活用
・歴史（黒田官兵衛など）を取り入れる
・浮島→出島→石垣を城に
・癒やしが得られて、口コミが広がる
・時間をゆったり使える
・きれいなところを見渡せる
・港に来れば魚を食べられる（寿司など）
・「海の駅」など人が集まる場所
・待ち時間の間に楽しむ
・瀬戸内を回る拠点
・港をテーマに
《課題》
・海の景色が駐車場で見づらい
・海を見ながら食べるところがない
・内港城町公園まで行くのが遠い
・SNS、写真スポットがない
《対策》
・特別なことができる場所

■港湾ビルについて
《理想》
・海がよく見える人が集まる広場
・カフェやタコ料理の提供
・建物（駐車場も）は東側に集約
・市役所側へ港湾ビルを
・尾道市役所のような船の形のビルに
・ビルを建替えて、新しい店舗を
・現在の場所に賑わい施設（駅直結）
・統一感のあるデザイン
《課題》
・内港に人が来ない、暗い
・港湾ビルが古くて不安
■駅から港へのアクセスについて
《理想》
・一部地域（佐木島など）と
市中心部をつなぐ海上交通の港湾施設

・農水産物の展示、イベント施設
・港と駅のアクセス強化（ペデストリアン
デッキ[高架歩道]､広いアンダーパスなど）

・生活交通を観光交通へ
《課題》
・船に佐木島行きの看板がない
・コロナ禍で船の利用減

■港湾の雰囲気づくり
《理想》
・ワクワク感あふれる
・人が集まるくつろげるスペース
・落ち着いた空間、憩いの場所
・港湾を明るく
・にぎわうプロジェクトやイベント
・土日のイベント
・水に触れる場、オープンな場
・目的地に行きたくなるような港
■特産品PR
《理想》
・産物を販売するスペース（産直市）
《課題》
・農家の後継者がいない
・特産品のPR（看板など）が少ない
■回遊性
《課題》
・回遊性を高める（モニュメントをたくさ
ん置くなど）

・公園は一般客はあまり利用しない
《対策》
・駅前、港湾一体のまちづくり

ミヤシィベイエリアMIHARA ＃ｲｲﾈ!五感で感じることのできるモノ・コトそのための場を

《理想》
⬛一体的な港の活用
・近隣の飲食店や商店巡りをしながら
海の心地よさ、お散歩コースを楽しむ

⬛JRと港のつながり（回遊性）
・港とJRを結ぶ線を考える
・三原駅と港を高架道路でつなぐ
⬛離島とのつながり
（離島にも人が増えるように）
・佐木島利用（フェリー）が来年から
須波港になるため有効利用を

・佐木島との関わりがある港
・島への船代が高い
⬛みんなで使える
・多くの市民が集える場（改修が必要）
⬛使いやすい港（移動）
・気軽に立ち寄れる三原内港
・親しみやすい港（工業都市イメージ）
・遊べる公園
⬛まちの特色を出す、

三原の歴史とものがたり
・観光向けを考える
・港のバースに長屋風商店を

《課題・対策》
⬛イベント
・県と市どちらの許可が必要なのか不明確
・各イベント会場の情報共有しづらい
・企画を運用する組織がない
・照明がなく、夜間の活用が大変
・電源、トイレの整備、バリアフリー化
・ブース出展スペースが使いづらい
・物揚場は柵がなく危険
⬛港
・軽食屋がない
・港が多目的に使われていない
・高速船が接岸する桟橋の取替
・港西側の船の係留を禁止
⬛港湾ビル
・現在の港湾ビルの建替え
（使用されていない部屋もあるようだ）
・喫煙所を囲ってほしい（港湾ビル側）
⬛駐車場
・無料の駐車場がない
・現在の駐車場と駐輪場を撤去、整理
⬛公園
・活用されていない（海の見える食堂）

⬛帝人用地も一緒に考える
《理想》
・内港の使用目的をはっきりとさせる
・新幹線と港が近いことを活かす
・面的に広く回遊を（駅からの動線）
・貨物利用を別の港とし、市民も利用
できる場を

《課題・対策》
・港へ来た時にどこへ案内するか
・港の景観がよろしくない
・フェリー乗り場の駐車場の活用
・帝人用地の有効利用
・ビジターバースの料金が高い
⬛市民が利用できる場所を
《課題》
・港湾ビルで視線が通らない
・港湾ビルは薄暗い、入りにくい
・みなとオアシス等の既存施設の活用
《対策》
・港湾ビルと駐車場を解体し、
駅から港への見通しを良くする

・マリーナ機能の拡充 ・内港で花火

⬛歩く！ということ
《理想》
・そぞろ歩きができる場になる
・周辺の港とにぎわいを連携できる港
・明るい港湾ビルに
・アクセス、目的、消費をよく
・市外県外から人が集まる食堂街など
（フィッシャーマンズワーフなど）
・イルミネーション（雰囲気づくり）
⬛わくわく、ドキドキするような場
《理想》
・水に親しむ場が増えること
・イベントスペース活用
・食と体験、光と音（五感で感じる）
・海が見えるカフェ、レストラン
・港利用者以外が集える場所になる
《課題》
・工場が多く、水とふれあう場がない
《対策》
・水に親しむ市民マインドをつくる
・港を生活する場に
（一番のリピーターは市民）

《理想》
⬛広域的な視点で考える
・尾道や竹原と観光客をシェアする
（尾道の宿は飽和状態）

・夜の魅力UP（夜間イベントなど）
・高級宿、リーズナブルな宿など、
多様な階層に来てもらえるように

■気軽に立ち寄れる港
・海のコインパーキング
・港に食事やトイレなど立ち寄れる場
■三原内港を目的地にする
・海上交通の結節地点（ハブ）となり、
多くの人々が行き交う重要地点に

・フェリー廃止に伴う空きスペース
の有効活用

・海・山・空のアクセスの良さを活用
■若者が集う
・人が集まる魅力的なところ
・観光にもっと力を入れて取り組む
■みんなが使いやすい
・観光案内所 ・バリアフリー化
・外国語対応案内標識

《課題》
■目的外使用（イベント等）の手続き簡略化
・使われていない荷捌き場を有効活用
・フェリーが廃止となる桟橋は釣りイベント
等で活用

・まずはイベントで人の集客を
・目的外使用（イベント等）にあたってHP
に手続きの手順をわかりやすく載せる

・鍵の管理を簡単に（電子キーなど）
■建物を新しく
・イベント等で集客力が増えてきた建物
（港湾ビル、駐車場）が古いので建替える
・清潔感のあるトイレの整備
・周辺との回遊性を
■ワシントンヤシ 全体で考える
・台風で倒れる恐れあり
・数が中途半端
・背が高すぎて、写真に写らない
・港全体で景観を考えるべき
■内港東公園は生活エリア
・東公園は、住宅や福祉施設もあり、
イベントをすると音などクレームが心配


