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１ 芦屋港活性化事業（芦屋港レジャー港化）の概要
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芦屋町は、福岡県の北端に位置し、⾏政⾯積11.42㎢の町域。しか
し、航空⾃衛隊芦屋基地と町のほぼ中央を流れる⼀級河川遠賀川が町
域の３分の１を占めている。
芦屋町の特性は、美しく豊かな⾃然、特に響灘に⾯する美しく変化に富
んだ海岸線の美しさにある。福岡県の天然記念物にも指定されているはま
ゆう群⽣地（⾃⽣の北限地）や、遠賀川をはさんだ東側は洞⼭に代表
される迫⼒ある奇岩が連なる海岸、⻄側は⽩い砂浜が広がる海岸と変化
に富んでおり、さらに海岸線にはサイクリング専⽤道路がある。
また地域特性を活かしたイベントも多く、特に「花火大会」や「あしや砂像
展」、「航空⾃衛隊芦屋基地航空祭」などは県内外からの集客もある。
町内にはかつて港町として栄えた街並みや古い歴史をもつ神社仏閣、文
化財も豊富である。

なかでも中世に茶の湯釜の名品として名を馳せた「芦屋
釜」は、現代の茶席においても主役を務める存在であり、大
変珍重されています。その芸術性、技術⼒に対する評価は
今なお⾼く、国指定重要文化財の茶の湯釜９点のうち８
点を芦屋釜が占めている。これは鋳物に適した良質な砂の
採取や、博多に次ぐ要港であった芦屋の海運を利⽤した流
通経路の発達といった背景があると考えられている。

芦屋町では、歴史文化や⾃然豊かな海岸線といった豊富な地域資源を活かした観光ま
ちづくりに取り組んでおり、なかでも海を活かした地方創⽣に取り組んでいる。
こういったなか、地方港湾芦屋港は、福岡県が管理する物流港として広大な⾯積を有し
ているものの、そのほとんどが利活⽤されていないため、芦屋町にとって課題となっている。
この課題を解決するとともに、地方創⽣の取り組みを実現するため、観光レジャー要素を
持った港として、既存施設を有効に活⽤しながら、新たに求められる機能を導入し、海の玄
関口として観光拠点化を図り、地域経済の活性化に寄与する「芦屋港活性化事業（レ
ジャー港化）」に取り組んでいる。



１ 芦屋港活性化事業（芦屋港レジャー港化）の概要

芦屋釜の⾥

芦屋海水浴場

ボートレース芦屋

航空自衛隊
芦屋基地

芦屋町役場

芦屋港活性化エリア

芦屋歴史の⾥

芦屋海浜公園エリア
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● 芦屋町の主な観光施設と芦屋港活性化エリアの位置を示します。
● 芦屋港活性化エリア周辺には、芦屋海浜公園（レジャープールアクアシアン含む）や芦屋海岸、遠賀川を挟み国⺠宿舎マリンテラスあしやや芦屋釜の⾥が⽴地し

ています。
● 福岡県が推進するサイクルアンドトレイルの複数のサイクルルートが芦屋町にあり、サイクルによる広域的なネットワーク化の拠点となります。

図 芦屋港活性化エリアの位置と主な観光施設等

洞⼭

国⺠宿舎
マリンテラスあしや

サイクリングロード（直⽅北九州自転⾞道）
波かけ遊歩道

サイクリングロード
（宗像・芦屋自転⾞道）

わんぱーく
レジャープール アクアシアン



１ 芦屋港活性化事業（芦屋港レジャー港化）の概要

➊ 物流港として⼗分活⽤されていない芦屋港を有効活⽤

❷ 芦屋町の魅⼒である“海”を活かした観光まちづくり、
地方創⽣の推進

物流港の機能から、観光レジャー要素を持った港湾機能へ
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● 昭和61年に整備された、福岡県が管理する地方港湾（物流港）。
● 芦屋海岸（海水浴場）・芦屋海浜公園と遠賀川河口の間に位置し、⾯積は約

22,000㎡。
● 芦屋海岸の⼀部も含め緑地帯が約10,000㎡。
● ふ頭⽤地のうち東側は遠賀漁業協同組合芦屋支所が使⽤。その他のふ頭⽤地の

うち約87％が未利⽤地となっている。
● 福岡県内9港湾のうち港湾の利⽤状況を示す取扱貨物量は県内シェア0.07％

程度と低位で推移しており、⼗分に利活⽤されていない。

2）芦屋港活性化の取り組み

１）芦屋港の概要

芦屋港活性化基本計画

● 芦屋港が芦屋町の持続的な発展に果たす役割の重要性に鑑みて、将
来目指すべき展望を示すとともに、観光レジャー要素をもつ港及び周辺
機能等の活性化を図るための⽅向性を定めたもの。

● 2019年から2028年までの計画期間。
● 活用できるところから活用する段階的整備の⽅針とし、港湾管理者で

ある福岡県と芦屋町の協⼒により事業を推進。
● 社会経済環境の変化に柔軟に対応した推進を図り、計画は必要に応

じて⾒直していく。
● 芦屋港活性化基本計画の詳細はこちら
https://www.town.ashiya.lg.jp/site/ashiyako/1006.html

芦屋港活性化の目的

● 芦屋港周辺エリアを対象に、海の玄関口、芦屋町の観光拠点形成に
向け、⽴地特性を活かした賑わい創出空間の形成を図る。

● 賑わいを町全体へと広げ、芦屋町の地域経済の好循環化を目指す。

将来ビジョン

（平成30年3⽉策定／令和2年5⽉第1回変更）

https://www.town.ashiya.lg.jp/site/ashiyako/1006.html


１ 芦屋港活性化事業（芦屋港レジャー港化）の概要

鳥瞰パース図（海から港湾エリア全体を望む）2028年度完成イメージ

上屋活⽤複合施設とプロムナード 2024年度完成イメージ
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海を活かしたレジャー拠点

芦屋の魅⼒を五感で楽しむ⿂⾷の拠点

水辺空間を活かした広域観光拠点（海の玄関口）

日常使い、普段使いの拠点（マイクロツーリズム）

目指す姿

将来イメージ

現況

全天候型施設 2024年度完成イメージ ボートパーク 2024年度完成イメージ
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施設配置図（将来イメージ）

１ 芦屋港活性化事業の概要 －芦屋港に導入する主な機能－

● 芦屋港活性化事業の対象となる地方港湾芦屋港と、隣接する芦屋海浜公園や芦屋海岸といった既存施設で⼀体的な空間を形成します。

芦屋海岸

芦屋港

芦屋海浜公園
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複合施設・海辺のプロムナード（1号上屋）

全天候型施設、広場

●既存港湾施設の上屋を活⽤しリノベーションする。
●飲食や物販、観光案内などの機能に加え、稼ぐ場所として位置づけ。
●⺠間活⼒の導入を目指す。
●施設規模は約1,900㎡、RC造2階建て。
●港湾の水辺空間を活かした散策や憩いの場となるプロムナードを整備。

●芦屋町の観光集客の拠点機能として、天候の影響を受けずに集客できる機能を有
する施設。
●活⽤方法のひとつとして、芦屋町のキラーコンテンツである砂像の屋内展示を想定。
●町⺠参加型砂像イベントは、期間限定で屋外にて開催する想定。
●賑わい創出の効果を発揮する広場を設け、施設との相乗効果を⾼める。

１ 芦屋港活性化事業の概要 －芦屋港に導入する主な機能－

〔イメージ〕ONOMICHI-U2（広島県尾道市）

サイクルステーション
●福岡県が推進する「サイクル＆トレイル福岡」の複ルートへの基点に位置する
ため、この⽴地を活かした広域的なサイクリングや広域観光拠点としての機能と
して整備。
●計画施設への導入または単独整備を調査検討。

〔イメージ〕ウズパークサイクルステーション（徳島県鳴門市）

イメージパース図
（上屋活⽤複合施
設とプロムナード）

2024年度完成イメージ

イメージパース図
（全天候型施設）
2024年度完成イメージ
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１ 芦屋港活性化事業の概要 －芦屋港に導入する主な機能－

●既存施設や新たに整備される施設を有効活⽤し、相乗効
果を発揮する機能として、アクティビティ機能を導入する。
●砂浜を活かしたビーチスポーツやビーチアクティビティ、マリンア
クティビティ、緑地帯や芦屋海浜公園を活⽤したキャンプや
バーベキューなどのアウトドア、ボートパークを活⽤した観光優
先やマリンアクティビティ、海釣り施設を活⽤した釣り体験など、
着地型観光商品としての展開を図る。

既存施設の活用（芦屋海浜公園、緑地帯）

アクティビティ機能

●観光情報の発信拠点として、新たに整備する施設内に機
能として導入する（上屋を想定）。
●体験プログラムが実施できる多目的室併設を検討。
●各アクティビティや着地型観光商品、観光ガイドなど様々な
観光サービスを提供する窓口としての機能（オペレーション
機能）を兼⽤する。

観光案内所・観光オペレーション

●隣接する芦屋海浜公園には、広大な芝⽣広場や遊具のある「わんぱー
く」、海水浴場と往来ができる「レジャープールアクアシアン（7-8⽉のみ開
設）」、広大な砂浜と海水浴場、海岸線沿いを⾛る⾃転⾞専⽤道路
（サイクリングロード）などが⽴地する。
●芦屋海岸の砂を活⽤した砂像イベント「あしや砂像展（旧︓砂浜の美
術展）」を開催している。
●北九州都市圏域から夏期を中⼼に芦屋町の来訪者の大半を占めるレ
ジャー拠点となっている。
●臨港地区（港湾エリア内）には、⾶砂対策として松を植栽する「あしや
の⾥浜づくり事業（福岡県事業）」により、松林が新たに形成されようと
している。また、散歩などで利⽤できる憩いの空間として緑地帯が複数個
所整備されており、港湾エリアの約半分を占めている。
●このような既存施設を有効活⽤するとともに、必要に応じて改修を⾏う。

わんぱーく レジャーピールアクアシアン 芦屋海水浴場（芦屋海岸） サイクリングロード 里浜づくり（芦屋海岸内） あしや砂像展（秋開催） 芦屋港湾緑地

〔イメージ〕アクティビティ



１ 芦屋港活性化事業の概要 －芦屋港に導入する主な機能－
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ボートパーク(係留施設）
●水上係留（専⽤浮桟橋方式）を新設。
●最大170隻係留
●ビジターバース、クラブハウス（管理棟）設置。

海釣り施設（釣り文化振興モデル港）

●3箇所の施設開放に向け推進
①新設される波除堤上に整備（新設）
（国⼟交通省︓釣り文化振興モデル港）

②遠賀川沿い導流堤
③沖の防波堤（関係機関との協議調整が必要）

歩行者動
線

車両動線

[凡例]

漁港ゾーン

1号上屋

波除堤（新設）

〔イメージ〕 ボートパーク福山（広島県福山市） 脇田フィッシャリーナ（北九州市若松区）

〔イメージ〕 うみんぐ大島（宗像市大島）



２ 全天候型施設（サンドシアター）整備事業
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● 砂像屋内展示施設の概要をまとめました。

【施設の名称】
砂像展示劇場・サンドシアター（仮称）

【事業名】（地方創⽣拠点整備交付⾦事業）
砂像が織りなすエンターテイメント空間
~「砂像展示劇場・サンドシアター芦屋」整備事業~

【整備主体】
芦屋町

【施設の概要】
●芦屋町の観光集客拠点として施設を整備する。
●施設整備の目的は、芦屋町への観光集客による地域経済効果の向上及びシビックプライドの醸成
●海外プロ彫刻家によるハイクオリティな砂像を制作・展示する。
●砂像作品は、テーマをもとに毎年入れ替え（制作）を⾏う。展示期間は10⽉から翌年7⽉を想定し今後検討。
●集客性を⾼めリピーターを確保するため、既存の音響・照明による演出に加え、デジタル技術の活⽤などによる演出により、他にな
い新しいスタイルによる劇場型の展示施設とする。

●芦屋町の観光集客拠点と位置づけ、来訪者の町内回遊性を⾼め、芦屋町の経済効果を⾼める施設とする。
●砂像を芦屋町ブランドのひとつと位置づけ、シビックプライドの醸成や人材育成に繋げる施設とする。

【施設の規模等】
●経営シミュレーションや効果的な制作・展示・演出の視点から次のとおりとする。ただし、設計においてさらに精査する。
・鉄骨造（砂像展示部分はスラブなし）
・延床⾯積︓3,000㎡ （砂像展示部分︓2,500㎡程度）
・⾼さ︓1６ｍ程度

イメージパース図（砂像展示劇場・サンドシアター） 2024年度完成イメージ



２ 全天候型施設（サンドシアター）整備事業
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● 施設の周辺整備に関して次のとおり整理しました。

●賑わい創出（イベント開催を含む）や憩いの場として周辺に広場を併せて整備する。
●来場者⽤の駐⾞場を隣接し整備する。
●現在開催している「あしや砂像展」は、この広場を活⽤し、町⺠参加型として期間限定にて
開催するなど、イベントを継続開催する方向で今後検討を⾏う。

● 施設整備計画は次のとおりとします。ただし、進捗状況に応じて随時変更する場合があります。

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

施設

広場・駐⾞場

運営計画

設計 工事 砂像製作 開業

設計 設計の結果により工事等 開業

指定管理者選定 開業準備



きっかけ

砂浜の美術展

・平成6年（1994年）～平成17年（2005年）
※2006年からは行財政改革により休止

・町民参加型まちおこしイベント。
・芦屋海岸(砂浜）で毎年8月下旬の5日間開催。
・来場者は5日間で6.5万～12万人

（天候により変動あり）
・砂像は、町民、町内団体、小中学校、周辺の

企業など延べ1,500人。計35基程度制作。
・メイン砂像は最高で高さ12ｍ、幅31ｍ。
・世界遺産を旅するコンセプト
・メイン砂像群は、毎年世界遺産を制作。

あしや砂像展

北九州地域や筑豊地域から毎年多くの海水浴客でにぎわう芦屋海岸（芦屋海水浴場）では、平成に入り砂の堆積がはじまり、
毎年砂浜が広くなっていました。「この広大な砂浜をまちおこしに活かせないか？」「芦屋の海の自然資源をアピールしたい」
という発想から、当時はあまりメジャーではなかった砂の彫刻「砂像」に着目し、日本の砂像発祥の地である鹿児島県南さつま
市（旧加世田市）の支援のもと、芦屋海岸の砂は砂像制作に適していることがわかり（福岡県内では、高さのある砂像の制作に
適した砂浜は芦屋海岸だけです）、はじまったものです。

・平成26年（2014年）～開催中
・芦屋町の魅力のひとつである砂像をコンテ

ンツとした「観光集客イベント」としてリ
ニューアル。名称を変更。

・場所はレジャープールアクアシアン内広場。
・開催時期を秋とし、11月3日を最終日とした

3週間開催（2014年のみクリスマスを最終日
とした65日間開催）。

・来場者は期間中4万～7万人
・砂像はプロ彫刻家12基（1人1基制作）。海外

プロ4名程度誘致。その他に一般制作数基。
・時間軸の旅をコンセプト。 11

２ 全天候型施設（サンドシアター）整備事業 －【参考】あしや砂像展の概要－
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２ 全天候型施設（サンドシアター）整備事業 －【参考】あしや砂像展の概要－



芦屋港活性化推進室 事業推進係
〒807-0101

福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号

TEL  093-223-3550（直通）
FAX  093-223-3927（代表）
電子メール kowan@town.ashiya.lg.jp

担当：井上

mailto:kowan@town.ashiya.lg.jp

