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➊海釣り機能の⽅向性
（１）想定ターゲット

１

観光・レジャーとして「釣り」を体験（経験）する層
【メインターゲット層】：釣りへの関⼼はあるが、釣り経験の無い初⼼者層（親⼦・ファミリー層）
【サブターゲット層】 ：釣りの関⼼の⾼い⼥性層

釣りへの関⼼が⾼い、釣り経験の無いシニア層
ターゲット層 想定されるターゲットの志向性

【メインターゲット層】
親⼦・ファミリー層

○釣りへの興味関⼼はあるが、これまで釣りの経験が無い（親世代）
○釣りを⼦どもに教えたいが、教えることができない（親世代）
○⺟⼦家庭等の理由で、⼦どもに経験させることができない（親世代）
○釣りをしたことが無い（⼦ども）
○⾃然の中で、釣りを経験してみたい（⼦ども）
→⼟⽇や祝⽇、夏休み等の休暇時期が中⼼

【サブターゲット層】
⼥性層

○釣りへの興味が⾼い。
○釣り体験（経験）をしてみたい。
→アクティブな⾃然体験を求める
○釣りのイメージが男性的
○トイレの問題
○釣り場に男性しかいない。視線が気になる。
○エサや⿂に触れない
○釣り⽅がわからない
→⼥性が安⼼できる釣り場の環境。⼟⽇や祝⽇、平⽇も可能

【サブターゲット層】
シニア層

○これまで釣りを経験できなかった
○これからの趣味としてやってみたい
○釣りの⽅法がわからない
→平⽇が中⼼
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（２）コンセプト

芦屋の海と⾃然の恵みを「知る」「学ぶ」ことができる、安⼼で快適な海洋レジャー施設

海釣り
機能

親子・ファミリー層
女性層

釣りへの興味・関⼼
地域
地元

地域資源の活⽤

釣りを⽬的とした観光レジャー施設としての利活⽤
ターゲットに向けた、釣り「場」としての提供に加え付加価値（サービス）を提供する
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【検討事項】
Ⅰ．利⽤範囲
●利⽤可能な範囲
現状、親⼦ファミリー層、⼥性層が安全、安⼼で体験できるエリアを選定。
釣り⼈のニーズと安全管理を考慮したエリアを選定することが必要。
漁協・漁業者等の妨げにならないエリアとすることで、相互の関係性を保ち、安全、安⼼、快適な利⽤を促進する。⇒相互の課題の整理を⾏う必要がる。

国⼟交通省港湾局「防波堤等の多⽬的使⽤に関するガイドライン」を基に、芦屋港の現状と課題に沿った機能・設備及び付加価値
（サービス）の検討を⾏う。

（３）機能・設備・サービス

釣り利⽤者、漁協・漁業者相互の安全⾯の確保

利⽤者の⿂種・釣果、期待感

釣り利⽤者の管理が可能

釣り利⽤者と漁協・漁業者の導線の整理

利⽤範囲の選定と現状の課題を検討
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Ⅱ．安全対策
安全対策においては、親⼦ファミリー層、⼥性層が安全、安⼼、快適に利⽤することが前提となるが、釣り利⽤として供する場合には、利⽤者の⾃⼰
責任を前提とし、利⽤者の安全が確実に措置されるための対策が確実に講じられるよう検討する必要がある。

港湾管理者が管理する防波堤等を釣り利⽤として供する場合には、防波堤等の本来の
⽤途⼜は⽬的を達成するために必要な安全対策とは別に、釣り利⽤としての⽤途⼜は⽬
的を踏まえ、利⽤者の⾃⼰責任を前提とし、利⽤者の安全が確実に措置されるための対
策が確実に講じられる必要がある。

転落防⽌柵等のハード対策

トイレ、⼿洗い場等の衛⽣対策

管理棟の設置・配置

侵⼊防⽌柵等のハード対策

避難・誘導の導線確保（体制）
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Ⅲ．付加価値（サービス）

親⼦ファミリー層、⼥性層に向けては。「釣り初⼼者」を前提とした、付加価値（サービス）の提供が重要と考えられる。
付加価値（サービス）の提供にあたっては、漁協、漁協従事者、地元関係者等との連携が必要。

付加価値（サービス）例 想定される地元関係者
釣り具レンタル 地元釣り具店

釣り餌 地元釣り具店

釣り体験ガイド（講師）餌の付け⽅〜釣り⽅（⼟・⽇・祝） 地元釣り関係者 愛好家

釣り教室・イベント開催（親⼦ファミリー、⼥性層向けに年数回開催） 地元商⼯会 地元釣り関係者 愛好家

団体客対応（学校関係の体験・研修 修学旅⾏等）
・釣り、漁の体験等

漁協・漁業者

体験型観光 単に⿂を釣る だけに留まらず、 様々な体験を提供。
⿂⽂化を伝える体験。（捌き体験等）

漁協・漁業者

⾷との連動（町内提携飲⾷店で釣った⿂の料理提供） 地元飲⾷店 漁協・漁業者
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参考：国⼟交通省資料
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脇⽥海釣り桟橋
利⽤開始⽇ 平成13年9⽉1⽇

総延⻑ 500m（釣り台 300m）

付属施設 管理棟（⼊⼝部分）
構造：鉄⾻造平屋建
⾯積：29.8平⽅メートル
⽤途：利⽤料⾦の収受
施設情報の提供
休憩棟
構造：鉄⾻2階建
⾯積：426.0平⽅メートル
⽤途：（1階）トイレ・⾃動販売機、売店、竿無料修理コーナー、（2階）休
憩・展望

営業時間 4⽉から10⽉まで 6時から19時まで
11⽉ 6時から18時まで
12⽉から2⽉まで 7時から17時まで
3⽉ 6時から17時まで

（釣り台）
利⽤料⾦

1⽇1,000円
（30⼈以上の団体 800円）
（11枚綴り回数券 10,000円）
※年⻑者割引制度をご利⽤の場合、利⽤料⾦が500円（通常料⾦の半

額）となります。
⼩・中学⽣ 1⽇ 500円

（30⼈以上の団体 400円）（11枚綴り回数券5,00０円）
※安全管理上、⼩学⽣のみでの釣り台⼊場はお断りしています。

ご家族の⽅とご⼀緒に釣りをして下さい。
遊歩道利⽤ ・・・ 無料
※釣り台に⼊る⽅、ライフジャケットが必要な⽅は利⽤料⾦が必要です。

駐車場（民営） 300円（1⽇）・約150台 ※12⽉1⽇〜3⽉31⽇は無料です

定休⽇ 毎週⽕曜⽇（⽕曜⽇が祝⽇の場合は営業）
年末年始（12⽉29⽇から1⽉3⽇まで）

釣れる⿂ アジ・カレイ・チヌ・メイタ・キス・コダイ・サヨリ・ヒラメ・フグ・ベラ・ボラ・アイナメ・カサ
ゴ・メバル・カワハギ 等

料⾦ 料⾦は、竿、エサ、仕掛け、バケツ付きで、800円です。
道具をお持ちでない⽅、ドライブ途中の⽴ち寄り等でご利⽤ください。
※施設料⾦は別途必要です。（⼤⼈：1,000円 ⼩⼈：500円）

引⽤：北九州市http://www.city.kitakyushu.lg.jp/shisetsu/menu06_0022.html
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⽇明・海峡釣り公園

総延⻑ 海に突き出た300mの防潮堤と海岸沿いの遊歩道

付属施設 トイレや休憩所、⾝障者⽤の釣りスペース
遊歩道にはベンチを完備。休憩所は、1階が売店とトイレ、2階が研修室
売店⻑浜屋 売店有り（釣り具、仕掛け・餌、お菓⼦、飲料）

営業時間 防潮堤部分 - ( 4月～10月 ) 午前6時～午後9時 ( 11月～3月 ) 午前7時～
午後5時 / 遊歩道部分 - 年中解放

（釣り台）
利⽤料⾦

無料

駐車場（民営） 無料 ( 78台収容 駐車場横にも約20台程の仮設駐車場あり )

定休⽇ 毎週⽕曜⽇（⽕曜⽇が祝⽇の場合は営業）
年末年始（12⽉29⽇から1⽉3⽇まで）

釣れる⿂ チヌ メイタ クロ スズキ
セイゴ カレイ キス アジゴ
ヒラメ アイナメ タナゴ
サンバソウ メバル

料⾦ 無料

引⽤：北九州市https://www.city.kitakyushu.lg.jp/m/file_0209.html

参考資料
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福間漁港海浜公園

漁業活動の基地である漁港を広く住⺠に解放し、釣って、遊んで、海との関わり
あいを楽しんでもらう施設としてオープンしたのが、福間漁港海浜公園です。
公園内には、90隻のプレジャーボートを収容できる浮き桟橋、⽔際まで下りる

ことができデートスポットとしても⼈気のある南護岸、遊歩道も整備され、気軽に
釣りが楽しめる南防波堤のほか、芝⽣の丘や他⽬的広場などもあり、幅広い層
の⼈々に楽しんでもらえるようになっています。

総延⻑ 南防波堤280m

付属施設 公園内には、90隻のプレジャーボートを収容できる浮き桟橋、⽔際まで下りるこ
とができデートスポットとしても⼈気のある南護岸、遊歩道も整備され、気軽に釣
りが楽しめる南防波堤のほか、芝⽣の丘や他⽬的広場など。
売店無し（⾃販機は有り）
ｺﾝｸﾘｰﾄ防波堤釣り場に柵、⼿洗い場も有り

営業時間

（釣り台）
利⽤料⾦

無料

駐車場（民営） 無料 ( 78台収容 駐車場横にも約20台程の仮設駐車場あり )

定休⽇

釣れる⿂ メバル・メイタ（クロダイ）キス・メゴチ・メイタ・バリ・アジゴ
アジゴ・ハゼ・コッパグロ（メジナ）・コノシロ・カマス・ヒラメ
カレイ・アイナメ

⻑さ280ｍの防波堤。普通、防波堤は釣り禁⽌なのですが、
この防波堤では浮輪などの設備により、安全に釣りを楽しむことができます。

引⽤：福津市http://www.city.fukutsu.lg.jp/shisei/shisetsu/fukumagyokou.php

参考資料
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福岡市海釣り公園
利⽤開始 昭和６０（１９８５）年 ４⽉２４⽇

総延⻑ 海上沖386mのＴ字型鋼製釣り桟橋
(釣り場⾯積) 3,270m2
（第1釣台） ⼱6m×⻑さ120m（第2釣台） ⼱6m×⻑さ180m

付属施設 鉄⾻製3階建て
管理棟には職員が常駐し、安全管理や事故防⽌には、万全を期しています
(1階) ⾝体障害者⽤トイレ 指導員室(2階) 男⼦トイレ
(3階) ⼥⼦トイレ 軽⾷⾃販機 ⿂拓展⽰コーナー
展望所 休憩所 授乳室 コインロッカーキッズコーナー（絵本・DVD） ベビーベッド

営業時間 4月～10月午前6:00～午後8:00 11月午前7:00～午後6:00
12月～2月午前7:00～午後5:00 3月午前7:00～午後8:00

利⽤料⾦ 釣台使⽤料/4時間以内（釣りをする⼈）
1,000円⼤⼈
500円⼩⼈
回数券（11枚綴り）
10,000円⼤⼈
5,000円⼩⼈
超過料⾦（1持間まで毎に）
250円⼤⼈
100円⼩⼈
⼊園料（⾒学のみの⼈）
200円⼤⼈
100円⼩⼈
竿・リールのセットで400円（仕掛け・エサは付いていません。）

駐車場（民営） 二輪車1台1回100円
普通車・準中型車1台1回300円
中型車1台1回600円
大型車1台1回1,200円

定休⽇

釣れる⿂ チヌ(メイタ) アジ スズキ タナゴ アイナメ イシダイ クロ バリ ヒラメ カレイ
カマス カワハギ サヨリ メバル ボラ カサゴ

海洋釣り堀（真鯛）

（営業時間）午前9：30～午後4時30分
（真鯛価格）180円／ｇ＋消費税
１尾約2,000円

-下処理料金-
ウロコ＆ハラワタ取り 200円
三枚おろし 300円

海洋釣り堀（五⽬）
クロ・アジ・ヘダイ・シマイサキ・チヌなど多種類の⿂を
3尾540円（税込）で釣ることができます。
※⼩⼈対象です。

引⽤：福岡市海釣り公園http://umizuri.com/
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