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１．「なぎさ海道」の位置づけと「なぎさ海道」マスタープランの策定 

 
(１)「なぎさ海道」の位置づけ 

 1991 年(平成 3 年)4 月、大阪湾ベイエリア開発推進協議会によって「大阪湾ベイエリア開発整備

のグランドデザイン」がとりまとめられた。「グランドデザイン」は、〈大阪湾ベイエリア－世界

都市“関西”形成のフロンティア〉を開発整備の理念として、８つのシンボルプロジェクトを提案

している。 

  「なぎさ海道」は、「グランドデザイン」において提案されたシンボルプロジェクトのひとつと

して位置づけられたものである。プロジェクトの背景・目的と整備内容としては概ね以下のように

まとめられている。 

 

（背景・目的） 

 ○大阪湾の水際は、かって輝く白砂と松林によって全国でも有数の美しい浜辺を形成していたが、

人々が安全で自由に楽しむことのできる水際線は極めて少ない 

  ○こうしたなかで、親水公園やレジャースポット、海洋性レジャー空間として整備されつつある 

  ○しかしながら、水際線の公共開放が不十分であり、失われた自然を回復し、快適な都市環境づく

りに寄与するため、港湾機能等との整合を図りながら、積極的に親水空間を創出していく必要が

ある 

 

（整備内容） 

  ●人々が大阪湾とふれあい、楽しむことができるように、緑・水辺・ビューポイントなどの拠点整

備と景観整備、拠点を結ぶ遊歩道や自転車道などによる広域的、有機的なネットワークの形成 

  ●水際線については、人工海浜の整備、緩傾斜護岸の活用、水際プロムナードの整備、海洋性レジ

ャースポットの整備により、公共への開放の推進 

  ●白砂青松の美しい浜辺を 20 世紀のメモリアルとして望ましいスケールで復元し、「20 世紀記念・

白砂青松公園」として整備 

  ●伊勢、飛鳥、奈良、和歌山、京都、大阪、神戸を結ぶ「歴史街道構想」と連携しつつ整備を図る 

 

 上記の位置づけを踏まえて、1991 年度(平成 3年度)、1992 年度(同 4年度)、1993 年度(同 5年度)

の 3 ケ年にわたって、「なぎさ海道」調査研究に取り組み、1994 年(平成 6 年)3 月に調査研究報告

書がまとめられた。この調査研究では、水際線の現状(総延長 1070km)を悉皆調査し、14 の類型に区

分して「水際線の開放性」等について現状把握している。また、水際線に立地している民間事業者

に対してアンケートを実施して、「なぎさ海道」に対する認知度、水際線の開放に係る課題等を把

握・整理している。さらに、大阪湾ベイエリアの対象 43 市町に対してアンケートを実施し、「なぎ

さ海道」の形成についての意見や要望などを把握している。 

 最後に、これらの現状や関係主体の意向等を踏まえて、「なぎさ海道」形成の課題と方向を提案

している。「なぎさ海道」の形成に向けて、次に示す４つの提言をまとめている。 
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 ①なぎさ海道マスタープランをつくる 

・なぎさ海道整備プラン 

・なぎさ海道景観形成ガイドプラン 

・なぎさ海道形成推進プラン 

  ②なぎさ海道形成の手法・制度を強化する 

    ・「なぎさ海道整備推進事業」の創設 

・水際線開放のためのインセンテイブの導入 

・「なぎさ海道整備助成制度」の創設 

・「なぎさ海道維持管理基金」の創設 

 ③大阪湾に親しむ運動を展開する 

      ・シンポジウムやフォーラムなどの開催 

      ・水際線でのさまざまなイベントの開催 

・なぎさ海道形成に対する市民の声の募集 

・なぎさ海道マップの作成 

・なぎさ海道シンボルマーク、ロゴタイプ、ステッカーの作成 

・なぎさ海道百景の制定 

・なぎさ海道としての顕彰 

・なぎさ海道ニュースレターの発行 

 ④なぎさ海道形成の推進体制を確立する 

 

（２）「なぎさ海道」推進マスタープランの策定 

 上記の位置づけと調査研究による提案を踏まえて、1997 年(平成 9年)3 月、〈人・ふれあう・海〉

をテーマとする「なぎさ海道」推進マスタープランを策定した。 

 このマスタープランにおいては、「なぎさ海道」を次のように定義している。 

（目的） 

 「なぎさ海道」は、自然環境の保全と持続可能な開発を基本に、社会経済基盤の整備を進めつつ、

人と海とが豊かに触れ合うことを目指し、海辺のみならず、海、河川、内陸、さらには関西の持つ

豊かな歴史的・文化的資源と連携しながら、大阪湾ベイエリアの新たな可能性を創造する。 

（対象エリア） 

 「大阪湾臨海地域開発整備法」で定められた大阪湾・播磨灘・紀伊水道に広がる海辺とその周辺

地域を含む、1,500 ㎞の海岸線を持つ地域 

（定義） 

「なぎさ」とは、多様な生物が生息し、豊かな自然が広がっている波打ち際を指す 

「海道」とは、人、モノ、情報が行き交い、様々な人間活動が展開されている海岸に沿った道や

地域を意味する 

「なぎさ海道」とは、このふたつが重なり合うことで生まれる、人と海とが豊かに触れ合う魅力

ある海辺空間の象徴。具体的には、地域の特徴を生かした「拠点」と、それらを結ぶ「海辺の路」

とによって構成される 
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（取り組みの方向） 

 新しい連携のしくみと市民参加に基づく発見・ネットワーク・参加をキーワードに「なぎさ海道

ムーブメント」を起こし、生活・地域・産業の全般にわたる「大阪湾ベイエリアの新たな可能性の

創造」に取り組み、世界都市“関西”の形成につなげる。 

  ○発見     もっと知ろう・伝え合おう・海辺のことを 

  ○ネットワーク 海辺から人・モノ・情報の新しい連携を 

  ○参加     市民ひとりひとりの海辺への関わりを求めて 

 

 また、「なぎさ海道」の実現をめざす具体的な取り組みとして、次のようなことが掲げられてい

る。 

  ●広報    ・「なぎさ海道」推進マスタープランの配布・広報 

                 ・「なぎさ海道」マップの作成・配布 

         ・「なぎさ海道」魅力の募集 

         ・「なぎさ海道」サイン計画 

   ●交流・連携 ・「なぎさ海道ワークショップ」の開催 

         ・「なぎさ海道」連携モデル事業の提案 

   ●調査・研究 ・「なぎさ」地域学の研究 

                 ・モニタリング・システムの研究 

（推進組織） 

 「なぎさ海道」に関する情報収集を行うとともに、「なぎさ海道」実現の取り組みを推進し、新

に取り組みを検討するなど「なぎさ海道」実現の中心的役割を担う組織として、学識者や国、府、

県、市町、企業、経済団体などの代表によって構成される「なぎさ海道」推進会議の設置をうたっ

ている。 
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２．「なぎさ海道」の取り組み経緯とその特徴 
 

（１）「なぎさ海道」の全体的な流れ 

 「なぎさ海道」は、1991 年(平成 3 年)4 月の「大阪湾ベイエリア開発整備のグランドデザイン」

においてシンボルプロジェクトに位置づけられ、1991 年度(平成 3 年度)～1993 年度(同 5 年度)の 3

ケ年にわたって取り組んだ「なぎさ海道」調査研究とここで提案された内容を受けて、1997 年(平成

9 年)3 月に策定した「なぎさ海道」マスタープランにその理念と基本的な取り組みの方向が示され

た。 

 「なぎさ海道」マスタープランを出発点として、1997 年(平成 9 年)6 月に「なぎさ海道」推進会

議（参考１参照）が設立され、以降さまざまな取り組みが企画・推進されて今日に至っている。全

体的な流れは、Ｐ９～１０にまとめている。 

 

（２）「なぎさ海道」の取り組みの特徴 

 「なぎさ海道」の具体的な取り組み内容は、個別シートにまとめている。ここで、その特徴につい

て明らかにする。  

  「なぎさ海道シンポジウム」(取り組み①)は、人と海との豊かな係わりを基本コンセプトとする

「なぎさ海道」を多くの人々に理解していただき、この活動に参加していただくために企画され、1997

年度から 1999 年度まで 3ケ年にわたって実施された。米国・サンフランシスコの「ベイトレイル」

やカナダ・トロント州の「ウォーターフロントトレイル」などの経験に学びながら、大阪湾ベイエリ

アにおいてどのような理念(考え方)に基づいて「なぎさ海道」を実現していくべきかについて多くの

識者の意見や提案をいただきながら検討を行った。 

 「なぎさ地域学」(取り組み②)は、市民と海辺との関わりの視点から、地域の個性を生かした豊

かな海辺環境実現のために、なぎさ海道基礎調査として 1997 年度から 1999 年度まで 3ケ年実施され

た。明石海峡周辺を含む神戸市須磨区から明石市まで、芦屋市から大阪市西淀川区まで、岬町を中心

に阪南市の男里川から和歌山市の和歌浦まで、淡路島の南部エリア、徳島県の北部エリア、の 5地域

について、幅広い視点から地域資源の発掘を行った。この「なぎさ地域学」は、1999 年度から始ま

る「なぎさ海道の資源登録」(取り組み④)に継承・発展されている。 

 「なぎさ海道ワークショップ」(取り組み③) は、「なぎさ海道シンポジウム」及び「なぎさ地域

学」とともに取り組んだものであるが、海外事例に学びながら、大阪湾ベイエリアの各地域において

海辺の現地視察、地元有識者の講演、参加者のワーク(体験、交流)を基本フレームとして 1997 年度

から 2001 年度まで企画・実施した。それぞれの年度において、大阪湾ベイエリアの各地域で地元の

有識者や市民等が参加して、なぎさ海道の理念である「発見」「ネットワーク」「参加」を具体化す

る取り組みとして実施し、市民、行政、専門家等のネットワークの形成をめざした。 

 「なぎさ海道の資源登録」(取り組み④)は、「なぎさ海道マスタープラン」の理念と「なぎさ地

域学」(取り組み②)において提案されたアイデアを踏まえて、大阪湾ベイエリアの各地域にある資源

(ハード、ソフト)を発掘・登録・活用しようとする取り組みである。1999 年度に登録システムにつ

いて検討し、第１次登録、第２次登録に次いで、対象をソフト、民間施設に拡大・発展させて第３次

登録を行い、以降、毎年度の更新作業を行って今日に至っている。 
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 「なぎさ海道フォーラム等」(取り組み⑤)は、大阪湾ベイエリアにおける地域連携を進めること

を目的に企画し、なぎさの地域連携 WG（2001 年度）、近木川河口付近(貝塚市、2002 年度)、男里川

及び樫井川河口付近(泉南市、2003 年度)、近木川流域と二色浜(貝塚市、2004 年度)において実施し

た。それぞれのフォーラムにおいて、地域の子ども、市民、漁業者、専門家、行政関係者などが参加

して、市民と海との関わりを中心にさまざまな取り組みが報告され、地域での交流と連携が進展した。 

 「なぎさ海道市民ネットワーク」(取り組み⑥)は、大阪湾ベイエリアの地域において活動してい

る市民団体、行政関係者、専門家と結びつけ、日常的な交流・連携する仕組みを構築しその運営を支

援することを目的に取り組んだ。2000 年度に創設に向けた準備会を企画し、2001 年度から市民会議

を立ち上げ、2004 年度まで意見交換や交流会などを積み重ねてきた。この取り組みは、国土交通省

近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所の支援によって 2005 年 11 月に創設された「大阪湾見守

りネット」の取り組みに継承・発展されている。 

 「なぎさ海道ウォーク」(取り組み⑦)は、大阪湾ベイエリアにある地域資源に多くの市民が触れ

てなぎさ海道の理念を実感していただくことを目的に、鉄道事業者や地元自治体関係者などの協力と

連携のもと企画・実施された。2000 年度にスタートして今日まで、JR 西日本、阪神電鉄、山陽電鉄、

南海電鉄の沿線において多数の市民が参加する「なぎさ海道ウォーク」に取り組んでいる。 

 「なぎさトレイルマップ」(取り組み⑧)は、「なぎさ海道の資源登録」(取り組み④)によって登

録された資源を活用し、より多くの市民にふれていただくとともに、「なぎさ海道ウォーク」(取り

組み⑥)とも関連してなぎさ海道ウォークなどに参加する市民に利用していただくことを目的に、な

ぎさトレイルマップを作成しようとするものである。2001 年度に始まり、今日まで 9 ルートのマッ

プが作成され、関係する地域において活用されている。 

  その他の取り組み（取り組み⑨）として、なぎさ海道のシンボルマークの選定(2000 年度)やベイ

エリア推進機構 10 周年記念事業(2001 年度)、市民活動助成(2005 年度～)などに取り組んでいる。 
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３．「なぎさ海道」の成果と課題 
 

（１）成 果 

 1997 年度(平成 9 年度)から今日まで 9 年間に及ぶ「なぎさ海道」の取り組みを振り返ると、概ね

次のような成果があったと言える。 

 

 ①「なぎさ海道」の各種取り組みにより、海への社会的関心の高まり 

 「なぎさ海道」推進マスタープラン(1997 年 3 月)に位置づけられた「なぎさ海道」の目標とこ

れを踏まえた各種の取り組みを通じて、海への社会的な関心の高まりがみられるようになった。ま

た、大阪湾ベイエリアに係わりを有する市民、行政、企業、専門家など関係者の間に、「なぎざ海

道」の言葉とイメージが少しずつ浸透しつつある。 

 上記、海への社会的な関心の高まりや「なぎさ海道」イメージの社会への浸透とも関連して、「な

ぎさ海道」に係わる各種の取り組みが進展した。とくに、「なぎさ海道基礎調査研究」と「なぎさ

海道マスタープラン」において方向づけられた「なぎさ海道シンポジウム」「なぎさ海道の地域学」

「なぎさ海道ワークショップ」の 3つの取り組みをベースに、「なぎさ海道の資源登録」「なぎさ

海道フォーラム」「なぎさ海道市民ネットワーク」「なぎさ海道ウォーク」「なぎさトレイルマッ

プ」といった形で継承・発展・進化して今日に至っている。また、「なぎさ海道」の取り組みには

市民や関係自治体の参加も得られている。 

 これらの取り組みが進展した背景としては、関係者のねばり強い努力があったことは確かである

が、「なぎさ海道」の理念とそれを踏まえた具体的な取り組みが市民と地域のニーズに合致してい

たことがあげられる。 

  

 ②関連する取り組みに進展 

 「なぎさ海道」の取り組みは、それ自体として多様な形で継承・発展してきたが、同時にそれだ

けにとどまらず、関連する取り組みに波及している。 

 「なぎさ海道」は、ひとと海との多様な係わりの構築を目指した取り組みであり、1997 年度(平

成 9年度)と 1998 年度(同 10 年度)の 2ケ年にわたって実施された「大阪湾沿岸域におけるパブリ

ックアクセス整備計画調査」(国土庁を中心とする 5省庁による国土開発事業調整費調査)とも深い

関わりを持って進められた。 

 最近では、2004 年 3 月に策定された「大阪湾再生行動計画」を契機に、多くの関係者が参加し

て大阪湾の環境再生に取り組まれることとなったが、「なぎさ海道」の取り組みはこれにも影響を

与えた。2005 年 11 月に創設された「大阪湾見守りネット」は、「なぎさ海道市民ネットワーク」

の創設と交流会の開催(2000 年度～2004 年度)を背景に生まれたものである。「大阪湾見守りネッ

ト」の創設は、「なぎさ海道」の取り組みが実を結んだ一例でもある。 

 

※大阪湾見守りネットとは･･･市民参加の環境モニタリングシステムの構築に向けた取り組みから生まれ、市民組

織、行政、専門家等によるプラットホームが形成されている。 
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（２）課 題 

 上記のように、「なぎさ海道」の考え方と構想は、大阪湾ベイエリアにおいて具体化されて貴重

な成果がもたらしたわけであるが、なお幾つかの課題を抱えていると言える。具体的には、次のよ

うな課題がある。 

 

  ①「なぎさ海道」の取り組みを再構築 

 これまでの取り組みにより、「なぎさ海道」の考え方と構想はそれなりに普及したが、大阪湾

ベイエリアにおける人と海との豊かなふれあいをめざすという点から言えば、さらに幅広い市民

や関係者(行政、企業、学校、大学、漁協等)の理解・共感・支持を広げていくことが求められる。

このため、これまでの取り組みの成果と市民のニーズ等を踏まえて、これまでの取り組みを継承

するもの、再編すべきものなどを明確にし、「なぎさ海道」の取り組み全体を再構築していくこ

とが必要である。 

 今後どのような取り組みをめざすのか、目標(ビジョン)が見えにくくなっているのも事実であ

る。いま一度原点に立ち返って、「なぎさ海道」は何をめざすのか、どのような目標を掲げて取

り組むのか、についてしっかりとした総括と検討が必要である。 

  ②ソフトな取り組みとハード事業との連携 

 「なぎさ海道」は、1997 年 (平成 9年)に策定されたマスタープランに基づいて、（財）大阪湾

ベイエリア開発推進機構を中心に、市民、関係自治体、企業などが連携して取り組まれてきたも

ので、具体的な施設などを整備するというハード事業ではなく、すでに地域にあるストックや人

材などを活用したソフト施策であった。今後は、国、関係府県や関係市町など行政との連携をさ

らに強めるとともに、パブリックアクセスに係る事業（親水公園や親水護岸の整備、「海の駅」

整備など）と「なぎさ海道」の取り組みとを一体的に推進していくことが期待される。 

  ③一般市民への普及 

 「なぎさ海道」の考え方と構想をさらに広範な市民と地域に普及・定着していくことが課題であ

る。具体的には、「なぎさ海道の登録資源」の有効活用、「なぎさ海道市民活動の助成」を通じた

地域の市民団体との交流、「なぎさ海道ウォーク」による一般市民の参加促進、「なぎさ海道トレ

イルマップ」の活用、などを通じて、「なぎさ海道」の取り組みを活発化させ、その考え方と構想

を広く深く地域に浸透させていくことが必要である。 
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　「なぎさ海道」の取り組みの経緯

「なぎさ海道」の取り組み内容 これまでの取り組み（１９９７年～２００５年度）

全般的な取り組み

①なぎさ海道シンポジウム
(1997～1999)

②なぎさ地域学
（1997～1999）

具

体
③なぎさ海道ワークショップ

的 （1997～2001）

な

取

り

組

み ④なぎさ海道の資源登録
（1999～）

⑤なぎさ海道フォーラム等
（2001～2004）

⑥なぎさ海道市民ネットワーク
(2000～2004）

⑦なぎさ海道ウォーク
(2000～）

⑧なぎさトレイルマップ
（2001～）

　　　　　

⑨その他

-9～10-

「なぎさ海道」を多くの人々に理解していた
だき、この活動に参加していただくために企
画・実施された。大阪湾ベイエリアにおいて
どのような理念(考え方)に基づいて「なぎさ
海道」を実現していくべきかについて多くの
識者の意見や提案をいただきながら検討を
行った。

市民と海辺との関わりの視点から、地域の
個性を生かした豊かな海辺環境実現のため
に、なぎさ海道基礎調査として実施された。
ベイエリア地域の5地域に分け、幅広い視点
から地域資源の発掘を行った。

大阪湾ベイエリアの各地域で地元の有識者
や市民等が参加して、なぎさ海道の目標で
ある「発見」「ネットワーク」「参加」を具体化
する取り組みとして実施し、市民、行政、専
門家等のネットワークの形成をめざした。

なぎさ海道のシンボルマークの選定(2000年
度)、ベイエリア推進機構10周年記念事業
(2001年度)、市民活動助成(2005年度～)な
どに取り組んでいる。

大阪湾ベイエリアにある地域資源に多くの
市民がふれてなぎさ海道を実感する目的
に、鉄道事業者や地元自治体関係者などの
協力と連携のもと企画・実施している。

なぎさ海道の資源をより多くの市民にふれ
ていただくとともに、ウォークなどに参加する
市民が利用することを目的に、なぎさトレイ
ルマップを作成している。

大阪湾ベイエリアの各地域にある資源(ハー
ド、ソフト)を発掘・登録・活用しようとする取
り組み。第１次登録、第２次登録、第３次登
録を行い、以降、毎年度の更新作業を行っ
ている。

大阪湾ベイエリアにおける地域連携を進め
ることを目的に企画し、近木川河口付近、男
里川及び樫井川河口付近、近木川流域と二
色浜において実施した。

市民団体、行政関係者、専門家が交流・連
携する仕組みを構築しその運営を支援する
ことを目的に取り組んだ。

市民ネットワークの運営
と交流会の開催(2002)

なぎさ海道ウォーク
(2002)(自治体、JR・南海・

阪神・山陽等と連携)

なぎさ海道フォーラム
・近木川河口付近(2002)

「なぎさ海道」推進会議の設立

(1997.6)

「なぎさ海道」推進マスタープラン

(1997.3)
・「なぎさ海道」とは何か

・「なぎさ海道」が目指すこと

・「なぎさ海道」実現の取り組み

・「なぎさ海道」実現に向けて

①なぎさ海道シンポジウム
　(1997～1999)
②なぎさ地域学　(1997～1999)
③なぎさ海道ワークショップ
　(1997～2001)
④なぎさ海道の資源登録　(1999～)
⑤なぎさ海道フォーラム等
　 (2001～2004)
⑥なぎさ海道市民ネットワーク
　 (2000～2004)
⑦なぎさ海道ウォーク(2000～）
⑧なぎさトレイルマップ(2001～)
その他

○成果
・「なぎさ海道」の各種取り組みによ
り、
  海への社会的関心の高まり

・関連する取り組みに進展

なぎさ地域学(1997)
・須磨海岸から明石東播
海岸まで

なぎさ地域学(1998)
・芦屋から大阪、西淀川
まで
・阪南、男里川から和歌
山磯ノ浦まで

なぎさ海道WS(1997)
・ベイトレイルと市民
との関わり
・海のゴミから地球環

境を考える

・自然を生かすなぎさ
の創造

・明石海峡の魅力
・市民が親しむ水辺を
目指して

なぎさ海道WS(1998)
・人工島と海辺の環境づ
くり
・海辺の生態系と市民の
生活
・海につながる河川の整
備と自然環境
・ファクトリーツアー

なぎさ海道WS(1999)
・海辺の歴史・文化の
保存と新たな活用
・循環型社会を目指し
た水辺環境の整備と活
用
・市民が親しみを感じ
る海の路の再発見
・運河の活用と周辺整
備

地域資源・施設の登録
システム(1999)
・ハード施設の分類
・登録基準(案)
・関係機関へのアン
ケート
・第一次登録の範囲

なぎさ海道WS(2000)
・人と水辺が友達にな
るために
・たべて、ながめて、
あるいてみよう

なぎさ海道WS(2001)
・なぎさ海道ウォー
ク
－遊びに行こう、発
見しよう－
・和歌浦にみる海辺

の未来

地域資源・施設の登録

(2000)
・第１次登録の検証

・第２次登録
・市民、団体活動の調
査
・民間施設に係る課題

地域資源・施設の登録

(2001)
・活動(祭、イベン
ト、市民活動)の登録

検討

・民間施設の登録検

なぎさ海道ウォーク
(2000)
(自治体、JR等と連携)

市民ネットワークの創設

(2000)
市民ネットワークの運営

と交流会の開催(2001)

なぎさ海道ウォーク

(2001)(同左)

なぎさトレイルモデル
ルート検討(2001)
・ガイドマップ作成
（舞子～垂水～須磨、りんくうタ
ウン）

●課題
・「なぎさ海道」の取り組みを再構築
・ソフトな取り組みとハード事業との
連携
・一般市民への普及

なぎさ地域学(1999)
・淡路島南部(南淡町～
西淡町)
・徳島県北東部(鳴門市

～小松島市)

なぎさの地域連携WG

(2001)

地域資源・施設の登録・
更新(2002)
・地域資源の登録更

新

なぎさトレイルマップの
作成(2002)
明石～江井ヶ島、雑賀崎～和歌
浦

市民ネットワークの運営

と交流会の開催(2003)

なぎさ海道ウォーク

(2003)(同左)

なぎさ海道フォーラム

・男里川・堅井川の河口(2003)

地域資源・施設の登録・
更新(2003)
・地域資源の登録更
新
・第３次登録実施
（神社・寺院、民間の博物館
等、民間の公園、工場・産業見
学施設 祭り イベント）

市民ネットワークの運営

と交流会の開催(2004)

なぎさ海道ウォーク
(2004)(同左)

大阪湾再生市民フォー
ラム　（近木川、二色の浜）

(2004)

地域資源・施設の登録・
更新(2004)
・地域資源の登録更
新
・ホームぺージでの

データベース化

なぎさトレイルマップの
作成(2004)泉南里海公園～

小島海岸

なぎさトレイルマップの
作成(2003)小松島港～日峯

山～大神子、兵庫区～長田区～
須磨区（神戸市）

地域資源・施設の登録・更新
(2005)
・地域資源の登録更新

なぎさ海道ウォーク(2005)(同
左)

なぎさトレイルマップの作成
(2005)播州赤穂駅～坂越、紀伊田辺駅～

芳養

「なぎさ海道」市民活動への助成
(2005)
・「なぎさ海道」の主旨に合致した
活動を行う市民団体等に対し助成を
行う。

なぎさ海道シンポジウム
(1997)
・基調対談「なぎさ海
道の理念」
・基調報告「サンフラ
ンシスコ・ベイ・トレ
イルの概要」
・トークセッション
・｢なぎさ海道｣研究会

なぎさ海道シンポジウム
(1998)
・リレートーク「湖・
川・海への新たなアプ
ローチ」
・トークセッション
「人・まち・くらしと
ウォーターフロント」
「なぎさ海道の可能
性」
・｢なぎさ海道｣研究会

なぎさ海道シンポジウム
(1999)
・特別講演「光と水の
フロンティア」
・パネルディスカッ
ション「ひと・ふれあ
う・海～『なぎさ海
道』実現へのビッグス
テップ

「なぎさ海道」シンボル
マークの策定

(2000)

ベイ機構１０周年記念
事業(2001)
・親子シンポジウム
・「なぎさ海道」写
真コンテスト
・市民ネットワーク
交流会（再掲）



４．具体的な取り組みの経緯と内容 

 

取り組みシート①－１(なぎさ海道シンポジウムその１ 1997 年度) 
○「なぎさ海道マスタープラン」を平成 9年(1997 年)3 月に策定した。
人と海との豊かな係わりを基本コンセプトとする「なぎさ海道」を多
くの方々にご理解をいただくとともに、この活動に参加していただく
ためにシンポジウムを企画・開催した。 

１．目的 

 

 

○開催日：1997 年 7 月 22 日(火)、23 日(水) 
○場 所：大阪国際交流センター 

２．なぎさ海道シンポジウム 

① 基調対談 
○テーマ 「なぎさ海道の理念」 
○対談者 紙野桂人(帝塚山大学教授) 
          鳴海邦硯(大阪大学教授) 
○司 会  弘本由香里(大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所) 

 

 

② 基調報告 
○テーマ サンフランシスコ・ベイトレイルの概要 
○講 師  ギャリー・ビンガー 
          (サンフランシスコ湾岸地域自治体協会企画部長) 
○内 容  ・サンフランシスコ湾保全開発委員会(BCDC)の権限と役割
     ・ベイトレイル計画立案の経緯 
     ・ベイトレイル整備のシステムと計画 
     ・ベイトレイルプロジェクト完成に向けて 

③ トークセッション１ 
○コーディネータ 鷲尾圭司(林崎漁業協同組合企画研究室長) 
○パネリスト   小西和人(週間「釣りサンデー」会長) 
                  玉岡かおる(作家) 
○テーマ     発見・参加 

④ トークセッション２ 
○コーディネータ 中瀬 勲(姫路工業大学教授) 
○パネリスト   池淵周一(京都大学教授) 
                  上嶋英機(通商産業省中国工業技術研究所部長) 
                  小浦久子(大阪大学助手) 
○テーマ     ネットワーク 

○開催日 1997 年 7 月 23 日(水)13:30～16:05 ３．「なぎさ海道」研究会 
○場 所 大阪国際交流センター 

 
○報告  サンフランシスコにおける自然と都市 

            (キャサリン・バウマン 
      /サンフランシスコ市計画局プランナー) 
       ・まちづくりの方向 
       ・交通手段の方向 
       ・ウォーターフロントの開発 
       ・新しい魅力づくり 
○討論  大阪湾ベイエリア沿岸域の人・都市・自然の調和について 
      進行 盛岡 通(大阪大学教授) 
                 紙野桂人(帝塚山大学教授) 
                 加藤恵正(神戸商科大学教授) 

備 考 ※ 第１回ワークショップ（③－１参照）も合わせて開催 

河川環境管理財団「河川整備基金」による助成事業 
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取り組みシート①－２(なぎさ海道シンポジウムその２ 1998 年度) 

○「水辺の未来への挑戦」と題して、湖、川、海、それぞれのウォータ
ーフロントで起こっている新たな取り組みの紹介を中心に、今後の人
と水辺との関わりを考えていただくことにより、なぎさ海道に対する
理解とこの活動への参加をお願いした。 

１．目的 

 

○開催日：1998 年 7 月 22 日（水）10:15～17:00 
○場 所：海遊館ホール 

２．なぎさ海道シンポジウム 

① リレートーク 

○オンタリオ州のウォーターフロント・トレイル整備の取り組み 

   (イレーネ・ロタ/ウォーターフロント再生信託協会・理事長特別補佐) 

    ・オンタリオ州における WRT の活動の経緯 

    ・オンタリオ州ウォーターフロント・トレイル 

    ・トレイルを進めるためのアプローチ 

    ・トレイルを通して生まれる連携 

  ・トレイルを利用したイベント・出版 

○川・地域・住民の新たな連携の取り組み 

  (古川彰/中京大学社会学部教授) 

  ・環境社会学とは 

  ・琵琶湖における生活のモノカルチャー化 

  ・60 年型合意とリスク社会 

  ・矢作川流域における環境・文化の保全と創造 

○NEW WAVE OF WATERFRONT PROCESS CITY の提案 

  (長谷川逸子/建築家) 

  ・プロセスの中にある都市と建築 

  ・ゆらぎの都市「プロセス・シティ」 

  ・思考実験 WATERFRONT PROCESS CITY 

 

 

② トークセッション１ 

○テーマ 人・まち・くらしとウォーターフロント 
○講 師 イレーネ・ロタ(前掲) 
          古川 彰(前掲) 
          長谷川逸子(前掲) 
○進 行 川端直志(（株）ケイ・プランナーズ代表) 

③ トークセッション２ 
○テーマ  なぎさ海道の可能性 
○講 師 小林郁雄(まちづくりプランナー) 
          細身 寛(河川整備専門家) 
     横井省吾(日本電信電話株式会社) 
○進 行 紙野桂人(帝塚山大学教授・なぎさ海道推進会議副代表) 

○開催日 1998 年 7 月 23 日(木)10:00～13:00 ３．「なぎさ海道」研究会 
○場 所 ホテル シーガル・てんぽうざん大阪 

 ○委 員  イレーネ・ロタ 
          加藤恵正 
          川端直志 
          小林郁雄 
          古川 彰 
     鷲尾圭司 
○オブザーバー 15 名 

備 考 河川環境管理財団「河川整備基金」による助成事業 

 

 

-12-



取り組みシート①－３(なぎさ海道シンポジウムその３ 1999 年度) 

１．目的 ○これまでの取り組みに加え、市民のさまざまな運動をも取り入れ、産

・官・学の協力のもと、来るべき 21 世紀に向けて大阪湾ベイエリア

を世界都市・関西にふさわしい魅力と活力のあるものとするため、

「人・ふれあう・海～『なぎさ海道』実現へのビックステップ」をテ

ーマに開催した。 

 

 

 

２．開催概要 ○開催日：1999 年 10 月１日（金） 

○場 所：毎日新聞ビル オーバルホール（大阪・梅田） 

３．特別講演 ○講  師 石井幹子(照明デザイナー) 

 ○講演内容  ・都市美を作り出す「光と水」 

             ・ライトアップの具体例～海外の事例～ 

              (ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、アジア、 

        ナイアガラ) 

             ・ライトアツプの具体例～国内の事例～ 

        (日本らしい景色、地域活性化化、水辺、 

        明石海峡大橋) 

             ・21 世紀の大阪湾に期待 

４．パネルディスカッシ 

ョン 

○テーマ 人・ふれあう・海～「なぎさ海道」実現へのビッグステップ 

○パネリスト 山口 修(大阪大学大学院教授、音楽学) 

        中村博司(自転車博物館サイクルセンター事務局長) 

               成定康平(中京大学教授) 

 ○コーディネータ 紙野桂人(手塚山大学教授)   

備 考 － 
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取り組みシート②－１(なぎさ地域学その１ 1997 年度) 

１．目的 「なぎさ地域学」は、〈市民と海辺との関わり〉の視点から、地域の個性

を生かした豊かな海辺環境実現のために、なぎさ海道基礎調査として実施。 

 ・「なぎさ海道」実現につながる効果的で連携可能な取り組みの推進と支援 

 ・「なぎさ海道」を広く認知してもらうための顔づくり 

 ・海辺の個性を生かした新たなビジネスの可能性の検討 

２．対象エリア 明石海峡大橋のある神戸市垂水区を中心に、須磨区から明石市域まで 

  (理由) ・関西の三大プロジェクトのひとつである明石海峡大橋の開 

      通に伴い、圏域の活性化が期待されていること 

         ・国、県、市町が関係する海岸整備が進められていること  

        ・多様な産業活動が行われておりね古くからの歴史文化や自 

     然環境にも恵まれていること 

３．取組の内容と方法 ○内容  ・現状把握(連携、地域文化、市民参加、自然環境) 

           ・特徴の整理(海辺と市民との関わりの視点から) 

           ・連携の方向 

           ・市民、企業、府県・市町、国の連携に基づく取り組み 

○方法  ・ヒヤリング、現地踏査、既存資料 

     ・基礎調査委員会(5 回) 

４．体制 ○「なぎさ海道」基礎調査委員会 

  加藤恵正、川端直志、白石修章、中瀬勲、辻井博、羽原伸、 

  安井誠人、鷲尾圭司(あいうえお順) 

 ○調査実施機関 

 （財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）生活環境文化研究所 

５．成果 ○地域に密着した「なぎさ」スタンダードづくり 

     ・なぎざローカル・スタンダード ・なぎさコンテスト 

 ○ローカル・ネットワークによる「なぎさ」ビジネスの育成 

     ・なぎさツーリング・システム ・なぎさパスポート 

 ○利用と整備の一体化計画 

     ・なぎさトレイル ・なぎさサイン計画 ・なぎさウォーク 

 ○共通のテーマで広め、深める海辺の活動 

   ・ワークショップ ・なぎさウォーク＆ウォッチング 

 ○「海辺からのメッセージ」を伝えあうシステム 

   ・なぎさデータベース ・なぎさマップ 

 ○やりがい・手ごたえを実感する「個」の連携 

   ・なぎさフォーラム ・なぎさ特派員 ・なぎさの学校 

６．今後の展開(課題) ●「なぎさ海道憲章」の制定 

 ●人材とシステムの整備 

 ●関係機関の役割の明確化 

備 考 日本財団による助成事業 

 

-14-



取り組みシート②－２(なぎさ地域学その２ 1998 年度) 

１．目的 (「なぎさ地域学その１」と同じ) 

２．対象エリア ○芦屋市から大阪市西淀川区まで(人工海岸) 

  ・住宅、工業、流通、レジャーそれぞれ異なる利用がなされてる埋め立

て地  

  ・開発中又は用途転換が図られるなど今日的課題を有している 

  ・「トレイル」の連続性を踏まえて神戸市に隣接している点を考慮 

 ○岬町を中心に、阪南市の男里川から和歌山市の磯ノ浦まで(自然海岸) 

  ・自然が残されている地域として海辺の保全活用がなされている 

 ・多くの漁港が点在し、漁業資源や海辺の生態系が豊かである 

３．取組の内容と方法 ○内容  ・現状把握(連携、地域文化、市民参加、自然環境) 

           ・特徴の整理(海辺と市民との関わりの視点から) 

           ・展開の方向 

           ・展開例 

 ○方法  ・ヒヤリング、現地踏査、既存資料 

      ・基礎調査委員会(5 回) 

４．体制 ○「なぎさ海道」基礎調査委員会 

  有山啓之、加藤恵正、川端直志、辰喜光、辻井博、弘本由香里、増田昇、

安井誠人、横山晴生、和田耕造(あいうえお順)  

 ○調査実施機関 

  （財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）生活環境文化研究所 

５．成果 ○近づける海辺に向けての利用のしくみづくり 

   ・近づける海辺のゾーニング 

     ・利用と整備の一体化 

   ・地元と両者との調整  等 

 ○「なぎさトレイル」の推進 

   ・ルートの設定 

   ・ウォーキング、自転車利用の促進 等  

 ○体験・学習・交流プログラムの提供 

   ・広域学習活動拠点づくり 

   ・モニタリングシステム  等 

６．今後の展開(課題) ●地域の独自性を生かした「なぎさ宣言」と新しい流れを創り出す共通認

識として「なぎさ海道憲章」の制定  

 ●「なぎさ海道」に関連する多様な取り組みとの連携 

 ●「なぎさ海道」情報のデータベース化と情報交流のしくみづくり 

備 考 日本財団による助成事業 
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取り組みシート②－３(なぎさ地域学その３ 1999 年度) 

１．目的 (「なぎさ地域学その１」と同じ) 

２．対象エリア ○淡路島の南部エリア 

 ・大鳴門橋の開通時に観光拠点を中心とするインフラ整備が行われ、現在

新たな展開の時期にある  

 ・洲本市の由良を拠点として、沿岸域の生態系を重視した持続可能な発展

のための取り組みが始まっている  

 ・こうした動きを踏まえながら、近未来の海辺の生活、地域、産業の行方

を探る  

 ○徳島県北部エリア 

 ・徳島県の玄関である鳴門市、空の玄関を抱える松茂町、河川流域ネット

ワークによる地域の広がりのある徳島市を対象エリアとする 

３．取組の内容と方法 ○内容 ・現状把握(連携、地域文化、市民参加、自然環境) 

         ・特徴の整理(海辺と市民との関わりを、自然、文化、環境な 

      どによる地域のまとまりごとに整理) 

         ・展開の方向と展開例 

 ○方法 ・ヒヤリング、現地踏査、既存資料 

     ・基礎調査委員会(4 回) 

４．体制 ○「なぎさ海道」基礎調査委員会 

  加藤恵正、川端直志、諏訪てい男、村田武一郎、増田昇、安井誠人、山

田一成、山中英生、山谷弘幸、横山晴生(あいうえお順)  

 ○調査実施機関 

 （財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）生活環境文化研究所 

５．成果 ○エコ・ラーニング・リゾートとしての交流・発見・創造 

 ・住民が見落としがちな地域の魅力と、地元の研究機関、専門家や経験者、宿

泊・体験観光施設等をつなぐ新しい体験・学習プログラムを提供する  

 ・体験、学習を等して地域資源に対する住民意識の共有をはかる 

 ・体験、学習により、地域の産業育成と住民意識の向上の相乗効果をはかる 

 ・来訪者が地域での滞在・回遊を通して、新しい楽しみ方を発見する 

 ○モビリティの快適性を重視した「なぎさトレイル」の実現 

 ・住民や観光客にとって快適で、地域環境にもやさしい歩行者空間・自転車空間

づくりに取り組む  

 ・海辺と住民を養子縁組(アドプト)によって結びつける等、海辺へ近づく機会を

提供し、「なぎさトレイル」の実現につなげる  

 ・移動手段の選択肢が広がることで、なぎさの魅力を発見する  

 ○海山一体型で考える地域資源活用モデルの提示 

 ・既存産業の融合により、市場性のある新産業システムを構築する 

 ・生活と一体となった循環型システムを提案する 

６．今後の展開(課題) ●ソーシャルエコロジー～生態系を中心に据えた自然、経済、社会のバラ

ンスあ るまちづくり～  

 ●主体的な市民による地域マネージメント～参加のしくみと責任のあり方

を示す  

●インターフェースとしての中間組織～つなぐ人・空間・資源の育成と支

援～ 

備 考 日本財団による助成事業 
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取り組みシート③－１(なぎさ海道ワークショップその１ 1997 年度) 

背 景 と 目 的 ○背 景 ・平成9年(1997年)3月、「なぎさ海道マスタープラン」の策定

      ・「発見」「ネットワーク」「参加」をキーワードに、なぎさ海

道ムーブメントを起こすための息の長い取り組みを開始  

 ○目 的 ・上記の考え方を踏まえ、海外事例に学びながら、大阪湾ベイエ

リアの各地において海辺の現地視察、地元有識者の講演、参加

者のワークというフレームで「なぎさ海道ワークショップ」を

実施 

 

 

 

第１回ワークショップ ○テーマ  サンフランシスコのベイトレイルに学ぶ  

 ○日 時   平成9年7月23日(水)Am10:00～Pm0:30 

 ○場 所   大阪国際交流センター 

 ○参加人数 105名 

第２回ワークショップ ○テーマ  新しい海辺環境の創造とビーチクリーンアップ活動       

 ○日 時   平成9年9月25日(木)Am10:30～Pm4:00      

 ○場 所   りんくう公園、せんなん里海公園                        

 ○参加人数 60名                                      

第３回ワークショップ ○テーマ  自然を生かすなぎさの創造   

 ○日 時   平成9年11月5日(水)Am10:40～Pm3:30  

 ○場 所   煙樹ケ浜、白崎海洋公園                    

 ○参加人数 51名                                   

第４回ワークショップ ○テーマ  海から見る、考えるなぎさ海道  

 ○日 時   平成9年12月5日(金)Am10:40～Pm5:45 

 ○場 所   明石商工会議所、淡路島国際公園都市                  

 ○参加人数 52名                                 

第５回ワークショップ ○テーマ  海と陸が出会うなぎさ海道     

 ○日 時   平成10年1月14日(水)Pm0:30～Pm4:30    

 ○場 所   徳島プリンスホテル、新町川、中州みなと公園 

 ○参加人数 43名                                    

体 制 ○「なぎさ海道ワークショップ」委員会 

  紙野桂人、鳴海邦海、中瀬勲、森岡通、川端直志、鷲尾圭司、酒本毅、 

  塚本隆文、津本清、西成忠雄、高内悦次、雪村新之助 

 ○調査の実施 

  （財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）生活環境問題研究所 

備 考 日本財団による助成事業 
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取り組みシート③－２(なぎさ海道ワークショップその２ 1998 年度) 

背 景 と 目 的 ○背 景 ・平成9年(1997年)3月、「なぎさ海道マスタープラン」の策定 

      ・「発見」「ネットワーク」「参加」をキーワードに、なぎさ海

道ムーブメントを起こすための息の長い取り組みを開始  

 ○目 的 ・上記の考え方を踏まえ、海外事例に学びながら、大阪湾ベイエ

リアの各地において海辺の現地視察、地元有識者の講演、参加

者のワークというフレームで「なぎさ海道ワークショップ」を

実施 

 

 

 

第１回ワークショップ ○テーマ  人工島と海辺の環境づくり  

 ○日 時   平成10年6月25日(木)Am9:45～Pm5:00 

 ○場 所   大阪港、舞州緑道、舞州緑地、シーサイドプロムナード、 

       舞州陶芸館 

 ○参加人数 40名 

第２回ワークショップ ○テーマ  海辺の生態系と市民の生活       

 ○日 時   平成10年10月2日(金)Am9:00～Pm6:30      

 ○場 所   洲本市由良 

       (熊田海岸、生石海岸、成ケ島、由良魚市場、由良市街地)            

 ○参加人数 45名                                      

第３回ワークショップ ○テーマ  海につながる河川の整備と自然環境   

 ○日 時   平成10年12月9日(水)Am9:30～Pm5:30  

 ○場 所   淀川流域～河口部(淀川河川公園、城北河畔地区、矢倉海岸)  

 ○参加人数 41名                                   

第４回ワークショップ ○テーマ  ファクトリー・ツアー 

       ～臨海立地を生かした取り組みと港湾整備～  

 ○日 時   平成11年2月19日(金)Am9:30～Pm5:30 

 ○場 所   尼崎臨海地域(北堀運河、東海岸町付近) 

       堺北臨海地域(堺２区、助松埠頭)                  

 ○参加人数 40名                                 

体 制 ○「なぎさ海道ワークショップ」委員会 

  紙野桂人、鳴海邦海、中瀬勲、森岡通、川端直志、鷲尾圭司、松尾カニタ、 

  酒井毅、砂川静、津本清、大竹将夫、浜田耕作、吉武準一 

 ○調査の実施 

  （財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）生活環境問題研究所 

備 考 日本財団による助成事業 
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取り組みシート③－３(なぎさ海道ワークショップその３ 1999 年度) 

背 景 と 目 的 ○背 景 ・平成9年(1997年)3月、「なぎさ海道マスタープラン」の策定 

          ・「発見」「ネットワーク」「参加」をキーワードに、なぎさ海

道ムーブメントを起こすための息の長い取り組みを開始  

 ○目 的 ・上記の考え方を踏まえ、海外事例に学びながら、大阪湾ベイエ

リアの各地において海辺の現地視察、地元有識者の講演、参加

者のワークというフレームで「なぎさ海道ワークショップ」を

実施 

 

 

第１回ワークショップ ○テーマ  海辺の歴史・文化の保存と新たな活用  

 ○日 時   平成11年7月14日(水)Am9:30～Pm5:30 

 ○場 所   赤穂/赤穂市立海洋科学館「塩の国」 

       坂越/旧坂越浦会所、坂越のまちなみ 

       室津/室津海駅館、室津のまちなみ 

 ○参加人数 41名 

第２回ワークショップ ○テーマ  湖・川・海～循環型社会を目指した水辺環境の整備と活用～ 

 ○日 時   平成11年9月21日(火)Am9:30～Pm5:30      

 ○場 所   琵琶湖畔/なぎさ公園、県営都市公園、 

       琵琶湖淀川水質浄化共同実験センター、西の湖                       

 ○参加人数 39名                                      

第３回ワークショップ ○テーマ  なぎさトレイル～市民が親しみを感じる海の路の再発見～   

 ○日 時   平成12年1月20日(木)Am9:15～Pm7:00  

 ○場 所   鳴門/岡崎渡船、岡崎海岸、鳴門・徳島サイクリングロード、    

       大鳴門橋遊歩道「渦の道」整備予定地 

 ○参加人数 45名                

第４回ワークショップ ○テーマ  運河の活用と周辺整備～大都市の海辺の未来～  

 ○日 時   平成11年11月25日(木)Am9:30～Pm5:00 

 ○場 所   神戸/神戸港、兵庫運河、兵庫津の道                  

 ○参加人数 ワークショップ75名、フォーラム175名                    

体 制 ○「なぎさ海道ワークショップ」委員会 

  紙野桂人、中村英雄、松尾カニタ、鷲尾圭司、酒本毅、砂川静、 

  渡辺由美子、吉田耕三、浜田耕作、吉武準一 

 ○調査の実施 

 （財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）生活環境問題研究所 

備 考 日本財団による助成事業 
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取り組みシート③－４(なぎさ海道ワークショップその４ 2000 年度) 

背 景 と 目 的 ○背 景 ・平成9年(1997年)3月、「なぎさ海道マスタープラン」の策定 

          ・「発見」「ネットワーク」「参加」をキーワードに、なぎさ海

道ムーブメントを起こすための息の長い取り組みを開始  

 ○目 的 ・上記の考え方を踏まえ、海外事例に学びながら、大阪湾ベイエ

リアの各地において海辺の現地視察、地元有識者の講演、参加

者のワークというフレームで「なぎさ海道ワークショップ」を

実施 

 

 

 

第１回ワークショップ ○テーマ  人が海と友だちになるために 

       ～人と水辺を守るためのルールとシステム～  

 ○日 時   平成12年10月18日(水)Pm1:30～Pm5:00 

 ○場 所   神戸市・アジュール舞子 

       コースタル・リゾート「ペルーラ」 

 ○参加人数 62名 

第２回ワークショップ ○テーマ  食べて、ながめて、あるいてみよう～海辺の楽しさ再発見～   

 ○日 時  平成12年11月18日(土)10:00～14:30 

 ○場 所   明石市・江井ヶ島海岸～西島海岸 

       明石市立少年自然の家                        

 ○参加人数 57名                                      

調査の実施 （財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）生活環境文化研究所 

備 考 日本財団による助成事業 
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取り組みシート③－５(なぎさ海道ワークショップその５ 2001 年度) 

背 景 と 目 的 ○背 景 ・平成9年(1997年)3月、「なぎさ海道マスタープラン」の策定 

          ・「発見」「ネットワーク」「参加」をキーワードに、なぎさ海

道ムーブメントを起こすための息の長い取り組みを開始  

 ○目 的 ・上記の考え方を踏まえ、海外事例に学びながら、大阪湾ベイエ

リアの各地において海辺の現地視察、地元有識者の講演、参加

者のワークというフレームで「なぎさ海道ワークショップ」を

実施 

 

 

第１回ワークショップ ○テーマ  なぎさ海道ウォーク 

    ～遊びに行こう、発見しよう、市民によってつくられた臨海公園と散歩道～

 ○日 時   平成13年5月26日(土)Pm0:30～Pm5:00 

 ○場 所   大阪市西淀川区(西淀川区民会館～大野川緑道～矢倉緑地) 

 ○参加人数 56名 

第２回ワークショップ ○テーマ  和歌浦にみる海辺の未来 

        ～風光明媚な歴史海岸の今日的活用とし未来の姿～  

 ○日 時  平成13年9月13日(木)10:00～16:45 

 ○場 所   和歌山市・和歌浦湾 

     (ビッグ愛・養翠園・田野浦漁港～和歌浦港～和歌山マリーナシティ) 

 ○参加人数 60名                                      

調査の実施 （財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）生活環境文化研究所 

備 考 日本財団による助成事業 
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なぎさ海道取り組みシート④－１ 

(なぎさ海道の資源登録(地域資源・施設の登録システム) 1999 年度) 

１．目的  「なぎさ海道」のハード施設を分類し、登録基準についてまとめ、大阪

湾ベイエリアを対象に「なぎさ海道」の登録候補となる資源・施設を各自

治体（府県市町）や運輸省・建設省（現国土交通省）ならびに各地域の商

工会議所に対するアンケートを通じて発掘・整理する。 

２．登録対象 (A)公共・３セク施設 

(B)準公共施設 

(C)純民間施設 

(D)海辺などで開催される都市・生活文化活動 

のうち平成 11 年度においては、(A) 公共・３セク施設の登録を想定し検討

を行った。 

３．取組の内容と方法 ・ハード施設の分類 

・登録基準(案) 

・関係機関へのアンケート 

・第一次登録の範囲 

４．体制 ○「なぎさ海道」推進会議幹事会 

○「なぎさ海道」具体化検討作業部会 

○ (財)大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）地域計画建築研究所 

「なぎさ海道」へ登録する基準 ５．成果 
①なぎさのスポット 

イメージ：海に関係する文化的、歴史的等の資源を記す看板や石碑、旧式灯台、砲台な

どの小さな建築構造物とする。なお、水辺に立地することは要しない。 

例示：石碑・看板、灯台 

②なぎさの拠点 
＊イメージ：親水空間が備わる施設や概ね臨海部 に立地する施設、又は、海辺を眺める

ことを目的とできる施設（展望台） 

要件：この施設・資源は、公共団体が関与していることを基本要件とし、親水空間を有

する施設や臨海部に立地する施設、又は眺めることができる一般市民が自由に立ち入れ

る施設であり、…（略）。 

③なぎさトレイル 

イメージ：歩行者・自転車の通行を前提とした水際の路、又は、テーマ性のある臨海部

の路 

例示：遊歩道、自転車道 

④なぎさロード 

イメージ：自動車による海辺のドライブコース（一般道路（高速道路は含まない））や

高速道路を走る定期バスの海が見える区間 

注意点：安全に駐停車できる地点を有する必要性から高速道路は除外する。 

⑤なぎさシーライン 

イメージ：大阪湾ベイエリア内の海上・水上航路で、定期航路・クルーズ・遊覧船・渡

船などがある。 

要件：大阪湾ベイエリア地域内に起点と終点のいずれかがある航路とする。 

⑥なぎさレールウェイ 

イメージ：海への眺望が素晴らしい鉄軌道 

要件：海への眺望が素晴らしい鉄軌道区間 

６．今後の展開(課題)  ●登録システムの始動 
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なぎさ海道取り組みシート④－２ 

(なぎさ海道の資源登録(地域資源・施設の登録) 2000 年度) 
１．目的  平成 11 年度に検討を行った「なぎさ海道」の資源登録について、登録基

準のうち、①なぎさのスポット、②なぎさの拠点、③なぎさトレイル、④

なぎさロードを対象に、各市町、府県、国からの申請による第１次登録の

作業を行う。 

２．登録対象 (A)公共・３セク施設 

 (B)準公共施設 

 (C)純民間施設 

(D)海辺などで開催される都市・生活文化活動 

のうち平成 12 年度においては、上記の①～④に相当する(A) 公共・３セク

施設、(B)準公共施設を第１次登録、(C)を含めた民間からの登録申請を第

２次登録とした。 

３．取組の内容と方法 ・第１次登録の検証 

・第２次登録 

・市民、団体活動(ソフト)の調査 

・民間施設に係る課題 

４．体制 ○「なぎさ海道」推進会議幹事会 

○「なぎさ海道」具体化検討作業部会 

○ (財)大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）地域計画建築研究所 

５．成果 ○登録申請書の発送と回収 

 ・発送数 ６２件（うち国、府県７件、市町５５件） 

 ・回収数 ４９件（うち国、府県６件、市町４３件） 

○第１次登録件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第２次登録候補の選定 

・申請書の回収 ５８企業・団体 

登録資源数 
区   域 なぎさ なぎさの なぎさ なぎさ 計 

ｽﾎﾟｯﾄ 拠点 ﾄﾚｲﾙ ﾛｰﾄ  ゙

5 44 2 14 65兵庫県※ 

0 11 2 0 13神戸市 

4 22 1 2 29大阪府※ 

0 15 0 0 15大阪市 

5 26 2 8 41和歌山県 

0 12 3 0 15徳島県 

14 130 10 24 178合 計 

 ※兵庫県及び大阪府には神戸市、大阪市は含まない 

６．今後の展開(課題)  ●民間会社からの登録申請（第２次登録） 

●純民間施設の登録 

●ソフト資源の登録（第３次登録）基準の検討 
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なぎさ海道取り組みシート④－３ 

(なぎさ海道の資源登録(地域資源・施設の登録) 2001 年度) 
１．目的  第１次登録（平成 12 年 7 月）の登録を踏まえて、登録基準を第２次登録

時（平成 13 年 3 月）に登録基準の修正変更を行う。また、同時に登録対象
エリアの拡大、事務局提案による登録についても補強し、登録制度を充実
する。 

２．登録対象 (A)公共・３セク施設 
(B)準公共施設 
(C)純民間施設 
(D)海辺などで開催される都市・生活文化活動 
のうち平成 13 年度においては、(A)～(C)の検証とともに、(D)の登録に向
けた検討を行った。 

３．取組の内容と方法 ・活動(祭、イベント、市民活動)の登録検討 
・民間施設の登録検討 
・第３次登録に向けてのアンケート調査 

４．体制 ○「なぎさ海道」推進会議幹事会 
○「なぎさ海道」具体化検討作業部会 
○ (財)大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）地域計画建築研究所 
○第１次登録は、登録制度の始動にあたり、今後の登録制度の発展に向けた試
行的な要素も含むものとする。事務手続きの普遍化や制度を確立させるため、
一部限定的な登録を行った。 

５．成果 

○第１次と２次登録の登録対象と申請者は下表の通りとした。 
○第１次登録は、下表のように基礎自治体である市町と府県・国からの申請と
し、公共・３セクが管理する施設を対象とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○第２次登録では第１次登録時の限定基準を解除するとともに、準公共施設（鉄
道、航路）を含めて登録対象を拡大した。なお、前述のとおり、作業部会に参
画する企業が管理する一般に開放された施設の一部については、純民間施設の
中で先行して登録した。 

表 登録申請者と登録対象施設などの関係 

申請者
準公共 

純民間  一般市
国 (鉄道会社､ 56 市町 ４府県

民 対象施設 企業など
船会社) 

など 

① ①＊ ①＊ － － ③＊ (A)公共・３セク

施設 

②＊ ②＊ ②＊ ②＊ － ③＊ (B)準公共施設 

③＊ ③＊ ③＊ － ③＊ (C)純民間施設 ②△ ③

③ ③ ③ － ③ ③＊ (D)ソフト 

凡例／①：第１次登録から開始 
   ②：第２次登録から開始 
   ③：第３次登録以降から開始（今後検討が必要） 

＊ ：登録の推薦を含む 
－：該当しない 
△：作業部会に参画する企業 

注１：詳細は別記の登録基準による。 
注２：（Ａ）～（Ｄ）は図 1-2 に合致している。 

６．今後の展開(課題)  ●第３次登録以降では純民間施設やソフトに広げていく。 
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なぎさ海道取り組みシート④－４ 

(なぎさ海道の資源登録(地域資源・施設の登録・更新) 2002 年度) 

１．目的  平成 12 年度より実施している｢なぎさ海道｣資源登録については、377 ヶ

所を登録し、｢なぎさ海道｣ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝで掲げている「人と海が豊に触れ合う

魅力ある海辺の空間」の充実に向け取組んでおり、資源登録の全体像にあ

る民間施設や文化活動の資源登録を実施する。 

２．対象エリア (A)公共・３セク施設 

 (B)準公共施設 

 (C)純民間施設 

 (D)海辺などで開催される都市・生活文化活動 

 のうち平成 14 年度においては、(Ｃ)純民間施設 3-1 なぎさの拠点、4-1 な

ぎさの文化活動について、第 3次資源登録を実施した。  

３．取組の内容と方法 ・地域資源の登録更新 

・第３次登録の実施 

４．体制 ○「なぎさ海道」推進会議幹事会 

 ○「なぎさ海道」具体化検討作業部会 

 ○ (財)大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）地域計画建築研究所 

５．成果 ○第３次登録申請件数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別集計 

神社・寺院 ５９件 

民間の博物館・美術館等 １３件 

民間の公園 ８件 

工場・産業見学施設 １１件 

祭りイベント ５３件 

申請合計 １４４件 

６．今後の展開(課題) ●登録資源のメンテナンス 

 ●登録資源の活用方策 
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なぎさ海道取り組みシート④－５ 

(なぎさ海道の資源登録(地域資源・施設の登録・更新) 2003～2005年度) 

１．目的  平成 11 年度より進めてきた「なぎさ海道」の登録資源（第１次～第３次、

ハード、ソフト）について、登録内容の追加・更新、データベースの整備

などを進める。 

２．登録対象 第１次～第３次までの登録資源の更新 

 

３．取組の内容と方法 ・地域資源の登録更新 

・第３次登録実施 

（神社・寺院、民間の博物館等、民間の公園、工場・産業見学施設、 

 祭り・イベント） 

４．体制 ○「なぎさ海道」推進会議 

○ (財)大阪湾ベイエリア開発推進機構、㈱地域計画建築研究所（平成 15

年度） 

５．成果 平成 16 年度末 登録総数 538 件 

平成 17 年度末 登録総数 554 件 

 

 

 

６．今後の展開(課題)  ●登録資源の利活用方策 
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取り組みシート⑤－１ 

(なぎさ海道フォーラム等 その１（なぎさの地域連携 WG） 2001 年度) 
 これまで、「なぎさ海道」の取り組みは、国、府県、政令市、主要民間

企業の参加を得た作業部会により様々な事業等の検討を行ってきた。今後

は地元市町と当財団との連携強化が必要となっており、「なぎさ海道」地

域連携ワーキングを設置し、地元の観光資源や特産品、「なぎさ海道」に

登録された資源を利活用し、その他周辺市町と連携した地域振興に資する

新たな取り組みを検討する。 

１．目的 

 

 

２．主な討議内容 ①「なぎさ海道」登録資源や各地域にある様々な資源を活用した、ソフト

的な取組み（祭り・ｲﾍﾞﾝﾄ・市民活動団体との連携）による臨海部の魅力

の向上、賑わい創出、ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟについて考える。 

②ソフト的な取組みを近隣市町と共催・連携で取り組むことによる様々な

効果について考える。 

３．当日の議事 ①地域連携ﾜｰｷﾝｸﾞ趣旨説明  

②「なぎさ海道」のこれまでの取組みと地域連携ﾜｰｷﾝｸﾞ全体会報告 

③「なぎさ海道」地域連携ﾜｰｷﾝｸﾞ関連ｱﾝｹｰﾄと登録資源第 3次登録について

④「なぎさ海道」登録資源や参加市町の地域資源活用について意見交換 

⑤「なぎさ海道」事業他当財団に対する意見・要望 

４．開催概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）内の市町は、当日都合により欠席 

地 域 開催日時と市町名 

①淡路ＷＧ １月１６日 午後２：３０ 

（１市 10 町） 淡路町、東浦町、津名町、洲本市、南淡町、西淡町、 

五色町、一宮町、北淡町、緑町、三原町 

②田辺ＷＧ １月３０日午後３：１０ 

（１市４町） 南部町、田辺市、白浜町、日置川町、すさみ町 

③東播磨ＷＧ １月３１日午後３：１０ 

（３市１町） 高砂市、加古川市、播磨町、（明石市） 

２月７日午後１：３０ ④御坊ＷＧ 

（２市６町） 由良町、日高町、美浜町、御坊市、印南町、（有田市、

湯浅町、広川町） 

⑤泉南ＷＧ ２月１４日午後３：３０ 

（５市３町） 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、

岬町、熊取町 

⑥大阪・泉北ＷＧ ２月１８日午後２：００ 
（５市１町） 大阪市、堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町 

⑦和歌山ＷＧ ３月２７日午後１：３０ 

（２市１町） 和歌山市、海南市、下津町 

備 考 － 
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取り組みシート⑤－２(なぎさ海道フォーラム等 その２ 2002 年度) 

１．目的 ○近木川河口の自然生態系の復元をめざす取り組みと関係主体の協働の場

づくりを進める   

 ○海辺で子どもや自然観察などをテーマに取り組みを進めている市民団体

の交流と連携を進める  

２．テーマ  21 世紀の川と海そして自然との豊かな関わりを求めて in 貝塚 

   ～次世代を担う子どもの視点から考える～ 

  

３．日時と会場 ○日 時 平成 15 年 2 月 22 日(土)午前 10 時～午後 5時 

 ○会 場 近木川河口付近と関空交流館 

  

４．参加人数    90 名 

  

５．プログラム ○第１部 自然観察会 午前 10 時～12 時 

            (潮騒橋～近木川河口付近、貝拾いとバードウォッチング) 

 ○第２部 近木川河口の自然再生をめざす地域交流 

      ・主催者あいさつ 

      ・活動報告と意見交換 

 ○第３部 子どもと海の豊かな係わりをめざす広域交流 

      ・活動報告と意見交換 

 ○第４部 交流会 

６．主催 貝塚市立自然遊学館、（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-28-



取り組みシート⑤－３(なぎさ海道フォーラム等 その３ 2003 年度) 

１．目的  「なぎさ海道」理念とこれまでの取り組みを踏まえ、〈子どもと海〉〈水

環境の保全と創造〉〈地域の産業振興〉〈交流と連携〉〈大阪湾の再生〉

を基本視点に、「なぎさ海道フォーラム」を企画・実施し、「なぎさ海道」

理念の普及を目指す。 

 

 

 

２．テーマ  なぎさ海道フォーラム in 泉南 

  ～海、川、そして自然との豊かな係わりをめざして～ 

３．日時と会場 ○日 時 平成 16 年 2 月 14 日(土)午前 12 時～午後 6時半 

 ○会 場 男里川及び樫井川の河口一帯 

４．参加人数    65 名(地元 35 名、広域 30 名) 

  

５．プログラム ○第１部 フィールドワーク 午前 12 時～午後 2時 

             (樫井川と男里川の河口一帯) 

 ○第２部 情報交換と交流 午後 2時～午後 4時半 

       ・男里川の干潟を守る活動について 

       ・泉南地域沿岸域の環境学習活動について 

       ・泉南の里山を守る活動について 

             ・大阪湾の魚について 

       ・大阪湾再生に向けて～森・川・海のネットワークを通じて

美しく親しみやすい魚庭(なにわ)の海をとりもどそう～  

 ○第３部 参加者による交流と懇親 午後 5時～6時半 

６．主催 男里川の干潟を守る会、泉南市、（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構 
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取り組みシート⑤－４(なぎさ海道フォーラム等 その４ 2004 年度) 

１．目的  今、大阪湾はどうなっているのか、その現状と市民や行政機関の大阪湾

再生への取り組みを多くの人々に知っていただき、大阪湾再生に向けて取

り組みを広げていくためにはどうすればよいかを考える。 

 

 

２．テーマ  足元からみる 10 年先の大阪湾 

  

３．日時と会場 ○日 時 平成 17 年 3 月 19 日(土)午前 9時 20 分～午後 7時 

 ○会 場 近木川の上流から下流、そして海(二色の浜) 

４．参加人数 ○フィールドワーク 41 名 

 ○大阪湾再生市民フォーラム 110 名 

５．プログラム ○第１部 フィールドワーク 午前 9時 20 分～午前 12 

             (近木川の上流から河口部までをバスで視察) 

 ○第２部 大阪湾再生市民フォーラム 

      ～足元から見る 10 年先の大阪湾～ 

       ・森から～ブナの森～ 

       ・川から～近木川～ 

          ・海から～二色の浜～ 

 ○第３部 パネルディスカッション 

            ・参加者からコメントと発言 

６．主催 大阪湾再生市民フォーラム実行委員会、貝塚市、（財）大阪湾ベイエリア

開発推進機構  
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取り組みシート⑥－１(なぎさ海道市民ネットワーク交流会の創設 2000年度) 

１．目的 ○地域で活動するグループ・人とO-BAYの連携 

 ○「なぎさ海道」OB・専門家の市民の活動への持続的応援ネットワークの形成 

 ○公・民をつなぐコーディネーターとしてのO-BAY 

 

２．戦略会議(第１回) ○日 時  2000年10月14日(土)14:00～18:30 

 ○場 所  兵庫インターナショナルセンター2階会議室 

 ○議 題 

   １．「なぎさ海道市民ネットワーク」の目的 

   ２．「なぎさ海道市民ネットワーク」を「なぎさ海道」の戦略展開につ 

     なげるための方策 

   ３．市民グループとの連携イメージ 

   ４．「なぎさ海道市民ネットワーク」の運営方針、組織、活動財源、 

     情報システム 

   ５．「海辺に関する市民・団体活動アンケート調査」中間報告 

３．市民会議(第２回) ○日 時  2000年12月9日(土)10:00～13:00 

 ○場 所  阪急ターミナルビル17階 ゆりの間 

 ○議 題 

     １．「なぎさ海道」及び「なぎさ海道市民ネットワーク」について説明 

   ２．参加者の活動紹介 

   ３．「なぎさ海道」実現に向けて、「なぎさ海道市民ネットワーク」に 

     よって一緒にやれること 

     ４．ットワークづくりでの課題  

     ５．現在の活動を継続する上での課題と今後の展望 

４．意見交換・交流会 ○日 時  2000年3月22日(木)18:00～21:00 

  (第３回)  ○場 所  新梅田シティ梅田スカイビル タワーウェスト22階D会議室 

 ○議 題 

   １．「なぎさ海道」の2001年度の取り組み予定 

   ２．「なぎさ海道市民ネットワーク」準備会での意見報告 

   ３．「なぎさ海道市民ネットワーク」の活動方針 

   ４．参加者の理念が共有で期す活動のキャッチフレーズについて 

   ５．2001年度交流会の時期・内容について 

   ６．情報発信について 

備 考  
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取り組みシート⑥－２(なぎさ海道市民ネットワーク交流会Vol.1 2001年度) 

１．目的 (「なぎさ海道市民ネットワークその１」と同じ) 

２．第１回(有志の会) ○日 時  2001 年 8 月 2 日(木)19:00～22:00 

 ○場 所  Colonial living(神戸トアロード) 

 ○議論のポイント 

   ①市民ネットワーク交流会について 

   ②市民ネットワークについて 

   ③その他 

  

３．第２回(市民会議) ○日 時  2001 年 9 月 12 日(水)19:00～21:00 

 ○場 所    神戸生活創造センター5階会議室 

 ○議論のポイント 

   ①市民ネットワークについて 

   ②市民ネットワークの交流会について 

     ③今後の課題 

  

４．第３回 (意見交換 

＆交流会) 

○日 時  2001 年 11 月 10 日(土)12:50～17:30 

○場 所  第１部、第２部:さかなの学校(神戸市立水産体験学習室) 

       第３部:南や 

       オプショナルツアー:神戸市立栽培漁業センター等 

 ○議 題 

   ①ゲストスピーチ(第１部) 

           ・山道省三氏(特定非営利法人多摩川センター副代表理事) 

      ・山根嘉樹氏(神戸ライフセービングクラブ代表) 

   ②大交流会・討論会(第２部) 

           ・海・川を食べる 

      ・海・川・まちを語る 

      ・海・川を見つける 

      ・海・川を動く 

   ③懇親会(第３部) 

 ○参加者 56 名 

備 考  
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取り組みシート⑥－３(なぎさ海道市民ネットワーク交流会Vol.2 2002年度) 

１．目的 ○高砂市高砂工業公園地先の海岸部に計画されている親水緑地の利活用を

メインテーマに、加古川河口部周辺で行われている諸活動グループ及び

なぎさ海道市民ネットワークの参加を得て、行政・企業・市民がそれぞ

れのノウハウや体験を生かし、楽しめる開かれた海辺の再生を考える場

を持つことをめざす 

 

 

 

 

２．現地見学会 ○日  時  2002 年 10 月 26 日(土)10:00～14:30 

 ○見学場所   

   ①30m 水路 

   ②加古川河口部砂浜、干潟 

   ③高砂臨海緑地(予定地) 

３．グループ討論 ○日 時  2002 年 10 月 26 日(土)15:00～17:00 

 ○場 所    ふれあいの郷 生石研修センター 

 ○議論のポイント 

   ①高砂臨海緑地の全体イメージ 

   ②計画緑地の魅力とは 

     ③高砂市民にとっての海とは 

     ④親水性の実現はどこまで可能か 

   ⑤釣り場と緑地の共存の可能性 

   ⑥パブリックアクセスに対するアイデア 

     ⑦利用を拡げるためのアイデア 

備 考  
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取り組みシート⑥－４(なぎさ海道市民ネットワーク交流会Vol.3 2003年度) 

１．目的  阪神間にある都市部の海辺の楽しみ方をルックバックするとともに、埋

め立てや護岸整備による人工海岸での人と海との豊かな関わり方を探る。 

  また、海の環境を損ねることなく、海辺に住む住民と協調しながら利活

用するための、日常的な維持管理やルールづくりについて考える。  

  国が提唱する「里浜づくり」や、兵庫県阪神南県民局の取り組み(水環境

整備、親水環境整備)、西宮市の活動との連携をはかり、官民パートナーシ

ップによる取り組みモデルを目指す。 

 

 

２．テーマ  次世代に伝えたい海とのかかわり・楽しみ 

  

３．実施場所 ・体験 阪神間の海辺、海上(甲子園浜～今津浜～御前浜～香櫨園浜～芦

屋浜)  

 ・講義 芦屋マリンセンター研修室 

 ・懇親会場 西宮マリーナ キールカフェ 

４．参加人数    88 名 

  

５．開催日    2004 年 3 月 6日(土)10:00～17:00 

  

６．プログラム ○活動報告  10:00～11:30 

     ・海辺のまちづくりとその変遷 

    ・海の環境変化と野鳥観察 

    ・海上スポーツと海塾構想 

    ・砂浜で遊ぶ 

    ・海とのかかわりを語り継ぐ 

    ・大阪湾再生への取り組み 

 ○講演   11:30～12:30 

   ・海辺の魅力と市民連携(橋詰紳也氏) 

 ○ベイエリアウォッチング 13:30～15:30 

 ○なぎさ道場 15:30～17:00 
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取り組みシート⑥－５(なぎさ海道市民ネットワーク交流会Vol.4 2004年度) 

１．目的  今まで関係を持ちづらかったテーマの異なる活動を続ける人々との出会

いの場を設ける。    

   海に親しみ楽しくつきあうためのルールについて、異なる利用目的を持

つ人々と考える。  

  日本の多くの若者にみられる「海=夏の遊び場」という固定観念を払拭し、

季節を問わず海と親しむあり方について知る。  

  関係するイベントの広報宣伝の機会としても活用していただく。 

  

２．テーマ  人・ふれあう・海～海をもっと知りもっと楽しくつき合うために～ 

  

３．実施場所  ・体験 和歌山県和歌山市雑賀崎漁港～片男波海岸(ウォーキング) 

   ・講義・意見交換 健康館多目的室 

  ・懇親会場 レストラン片男波ぎんれい 

  

４．参加人数    53 名 

  

５．開催日    2005 年 3 月 12 日(土)13:00～17:30 

  

６．プログラム ○海辺のウォーキング(雑賀崎～片男波) 13:00～13:50 

 ○活動報告  14:00～15:30 

     ・和歌浦での環境活動と市民参加 

    ・海の中からのメッセージ 

    ・水辺の楽しみ方と指導者養成 

    ・スポーツとしての水上バイクと海でのマナー 

    ・全国初の試み～和歌山里浜づくり事業～ 

    ・和歌山の海の魅力と情報発信 

 ○総括コメントと講演   15:30～16:20 

   ・「海の楽しみ方」海岸線の素敵な街づくり(足立基浩氏) 

 ○なぎさ道場(意見交換会) 16:20～17:30 
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なぎさ海道取り組みシート⑦ (なぎさ海道ウォーク 2000～2005 年度) 
１．目的  地元自治体や電鉄会社（ＪＲ西日本・阪神電車・南海電車・山陽電車）

などと連携して、「なぎさウォーク」を実施し、多くの人々に大阪湾ベイ

エリアの魅力を再認識してもらい、「なぎさ海道」理念の普及を図る。 

２．対象エリア 大阪湾ベイエリア全域 

３．取組の内容と方法 (自治体、JR 等と連携) 

４．体制 ○地元自治体、電鉄会社、ＮＰＯ等、 (財)大阪湾ベイエリア開発推進機構 

５．成果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１２年度 参加者数 開催回数 

ＪＲ 300 1

平成１３年度 参加者数 開催回数 

ＪＲ 2,337 15

平成１４年度 参加者数 開催回数 

ＪＲ 2,205 13

南海・阪神 1,327 2

南海 795 3

阪神 7,090 5

山陽 5,885 6

その他 614 4

小計 17,916 33

平成１５年度 参加者数 開催回数 

ＪＲ 2,176 14

南海・阪神 3,031 3

南海 3,082 4

阪神 5,209 4

山陽 3,499 4

その他 95 1

小計 17,092 30

平成１６年度 参加者数 開催回数 

ＪＲ 1,932 12

南海・阪神 4,270 3

南海 3,166 9

阪神 5,002 7

山陽 3,200 4

その他 71 1

小計 17,641 36

平成１７年度 参加者数 開催回数 

ＪＲ 1,974 12

南海・阪神 2,701 3

南海 1,889 4

阪神 6,197 7

山陽 2,116 2

その他 186 3

小計 15,063 31

備 考  詳細データは参考資料編 参照 
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なぎさ海道取り組みシート⑧－１(なぎさトレイルモデルルート検討 2001年度) 

１．目的  海辺に点在する「なぎさ海道」の登録資源や周辺資源を、誰もが、安全

かつ快適に回遊できる海辺の路（以下「なぎさトレイル」）によって大阪

湾ベイエリア全体を繋いでいくことを展望し、「なぎさトレイル」のモデ

ルルートについて検討を行うものである。具体的には、「なぎさトレイル」

幅広い人々が利用できるような市民利用方策について検討するとともに、

モデルルートのガイドマップを作成することにより、多くの市民の「なぎ

さ海道」の利用に資するものである。 

２．対象エリア 大阪湾ベイエリア（大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県）にある 56 市町の

海岸線 

1,500 ㎞を含む海辺の地域とその背後の関連地域を対象とする。 

３．取組の内容と方法 ・なぎさトレイルモデルルート検討 

・ガイドマップ作成（舞子～垂水～須磨、りんくうタウン） 

４．体制 ○「なぎさトレイル」モデルルート検討調査委員会 

 紙野桂人、増田昇、山中英生、森崎輝行（順不同） 

○調査実施機関 

（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）地域計画建築研究所 

①これまでの大阪湾ベイエリアにおける「なぎさ海道」を中心とする取り組みを踏まえ

て、海辺を辿りながら楽しく歩くことのできるみち＝なぎさトレイル整備の基本的な考

え方として、次の3点を明確にした。 

５．成果 

  ○水際（水辺、ウォーターフロント）にある 

  ○公園・緑地や周辺の地域資源とネットワークしている 

  ○誰もが安全に楽しく歩くことができる 

②先進事例としてりんくう公園（と横須賀10000メートルプロムナードを取り上げて関

係機関にヒヤリングを行い、なぎさトレイルの整備と活用にあたっての留意点をまとめ

た。 

③大阪湾べイエリアにおける「なぎさトレイル」のモデルルートを、「歩いて楽しいか

どうか」「近くに魅力ある資源・施設があるかどうか」「アクセスがしやすいかどうか」

の視点より20ルート抽出した。 

④海辺の市民利用策を具体的に検討し、市民の具体的なニーズを踏まえたガイドマップ

の作成に役立てるため、甲子園浜地区と舞子・垂水地区の2地区について、市民参加・

によるモデルルートの為のワークショップを開催した。 

⑤上記の調査を踏まえて、なぎさの市民利用向上策として、「情報の提供」「ストック

の活用」「感動を演出する工夫」の3つの考え方を示し、具体的な向上策について明ら

かにした。 

⑥最後に、舞子～垂水～須磨ルートと、泉佐野～りんくう公園～マーブルビーチ～田尻

～サザンビーチルートの2ルートについて、市民利用向上をめざす視点を踏まえたなぎ

さトレイルのガイドマップを作成した。 

⑦全体として、平成13 年度の本調査は、これまで平成9 年以降「なぎさ海道推進マス

タープラン」に基づいて進めてきた一連のなぎさ海道関連の取り組みの成果を踏まえ、

さらに一歩前進させる有意義な調査成果を得ることができた。 

６．今後の展開(課題)  ●「なぎさトレイル」モデルルートの充実 

●「なぎさ海道」の取り組みのさらなる展開 
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なぎさ海道取り組みシート⑧－２(なぎさトレイルマップの作成 2002～2005年度) 

１．目的  平成 13 年度に取り組んだ「なぎさ海道モデルルート」を参考に、大阪湾

ベイエリアのそれぞれの地域を対象とした「なぎさトレイルルート（概略

案）」を作成する。また、関係自治体との協議を得て、毎年度２地域程度「な

ぎさトレイルルート」を検討・作成する。 

 作成に当たっては、京阪神都心部からの距離、府県のバランスなどを考慮

するとともに、事前に地元自治体の意向を十分踏まえることとする。 

２．対象エリア 大阪湾ベイエリア（大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県）にある 56 市町の

海岸線  

 1,500 ㎞を含む海辺の地域とその背後の関連地域を対象とする。 

３．取組の内容と方法 ・トレイルマップの作成 

・地元自治体との協議、資料・情報収集 

・現地調査 

 

４．体制 ○調査実施機関 

（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）地域計画建築研究所 

５．成果 なぎさトレイルマップの作成(2002) 

  明石エリア（明石～江井ヶ島）、和歌浦エリア（雑賀崎～和歌浦） 

 なぎさトレイルマップの作成(2003) 

 小松島～徳島ルート、兵庫～須磨ルート 

なぎさトレイルマップの作成(2004) 

 阪南～岬ルート 

なぎさトレイルマップの作成(2005) 

 坂越～播州赤穂ルート、紀伊田辺～芳養ルート 

６．今後の展開(課題)  ●対象地域の選定 

●トレイルマップの利用促進 
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なぎさ海道取り組みシート⑨－１ 

(その他の取り組み：「なぎさ海道」シンボルマークの策定 2000 年度) 

１．目的  「なぎさ海道」を親しみやすくＰＲするためのシンボルマークの制定。

２．取組の内容  「なぎさ海道」を親しみやすくＰＲするためのシンボルマークを制定し、

財団主催行事等を通じて市民にシンボルマークのステッカーを配布し普及

を図るとともに「なぎさ海道」登録資源へのシンボルマーク表示に努めた。

 また、商標法に基づく商標登録出願を行った。 

 

３．成果  人と海が豊かにふれあう海辺空間を象徴する、大阪湾ベイエリア開発整

備のシンボルプロジェクト「なぎさ海道」。そのシンボルマークは、「な

ぎさ海道」でくりひろげられる人と海との新しい関係を、わたしたちが子

どものころに描いたなぎさの絵のように、ぬくもりのある素朴なタッチで

表現しています。ブルーとベージュのシンボルカラーは、潮の香り、さざ

波の響き、風の音などの自然の息吹と、人々が集う明るく開放的な海辺の

空間を象徴するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４．今後の展開(課題)  シンボルマークの普及・啓発 
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なぎさ海道取り組みシート⑨－２ 

(その他の取り組み：ベイ機構１０周年記念事業 2001 年度) 

１．目的  大阪湾ベイエリア開発推進機構の１０周年を記念して、シンポジウムを

企画運営するとともに、なぎさ海道記念事業として、なぎさ海道関連ＮＰ

Ｏ活動報告およびなぎさ写真コンテストを開催し、優秀作品の展示・表彰

を行う。 

 

・親子シンポジウム ２．取組の内容と方法 

・「なぎさ海道」写真コンテスト 

・市民ネットワーク交流会 

３．体制 ○実施機関 

（財）大阪湾ベイエリア開発推進機構、（株）生活環境文化研究所 

４．成果 (1)「なぎさ海道」写真コンテストの実施 

  なぎさに集う「なぎさ人」／私のお勧め「なぎさスポット」をテーマに

写真コンテストを実施。両部門合わせて300点を超える応募作品が集まり、

審査の結果16点の入賞作品を表彰した。 

 

(2)人と水と生きものとの関わりを考える親子シンポジウム 

開催日 平成１３年１１月１０日 

会 場 垂水年金会館ホール 

概 要 基調講演「山から海までの水と生きもののつながり」 

     講師 中瀬勲／兵庫県立人と自然の博物館副館長（当時） 

    パネルディスカッション「山から海まで自然で遊ぼう 環境教育

・学習 

                と市民参加」 

     パネリスト 上嶋 英機／徳島大学大学院教授 

       〃   沢田 裕美子／NPO大阪湾研究センター海域環境

研究員 

       〃   沢田 麻由／吹田市立千里新田小学校３年生 

       〃   堀口 東四郎／塩屋大池の環境を守る会 

       〃   那須 清吾／国土交通省近畿地方整備局 

                 姫路工事事務所長 

     コーディネーター 村田 武一郎／奈良県立大学教授 

 

備 考  河川環境管理財団「河川整備基金」による助成事業 
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なぎさ海道取り組みシート⑨－３ 

(その他の取り組み：市民活動助成 2005 年度) 

１．目的・趣旨  「なぎさ海道」推進マスタープランに示されている「近づける海辺」「き

れいな海辺」「活き活きとした海辺」「人々が楽しみ育む海辺」を実現す

るために、特定非営利活動法人や任意団体等が行う、地域を越えた市民活

動の拡大・連携を目的とした活動に対しその費用を助成する。           

２．助成対象活動   下記（１）に示した「なぎさ海道」事業の推進に資する活動のうち先

導的と認められるもので、（２）に示した条件に合致するもの。 

 （１）活動の種類 

  ・「なぎさ海道」の理解促進や活性化に関する活動 

  ・「なぎさ海道」のにぎわい創出に関する活動 

  ・近づける海辺を実現するための整備に関する活動 

  ・「なぎさ海道」の環境保全、美化に関する活動 

  ・海辺を活動の場とした自然体験活動や環境教育活動 

  ・その他「なぎさ海道」の目的に沿った活動 

 （２）条件 

  ・地域を越えて他の活動主体との連携や活動の拡大につなげることを

目的としているもの。 

  ・ベイ機構が推進する事業等との連携・協働が将来見込まれるもの。

  ・成果が一般に公開され、広く活用されると認められるもの。 

  ・「なぎさ海道」で開催されるもの。（但し、活動の内容から「なぎ

さ海道」に関連するものと判断される場合はこの限りではない。）

  ・公益性を有する活動であること。    

３．助成金額 ５０万円を限度 

４．成果 応募：１４件  交付決定：６件 (助成金合計額1,980,174円) 

  

・特定非営利法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター  

 （海辺の環境学習・エコツアー指導者育成事業） 

・きしわだ自然友の会 

 （大阪湾の干潟大発見・貝からわかる干潟のふしぎ） 

・自然遊学館わくわくクラブ 

 （二色の浜 自然体験活動 なぎさの生きものと海浜植物群落の復元）

・近木川流域自然大学研究会 

 （大阪湾再生市民フォーラム(広報)と水質モニタリング） 

・浜脇校区子ども会連絡協議会 

 （ビーチカーニバル・ビーチクリーニング） 

・西淀自然文化協会 

 （市民向けウェブサイトの開設） 

備 考  詳細は参考７参照 
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参考１      「なぎさ海道」推進会議 規約 
 

（名 称） 
第１条 この会議は、「なぎさ海道」推進会議（以下「推進会議」という。）と称する。 
 
（目 的） 
第２条 推進会議は、「なぎさ海道」の実現に向け、大阪湾べイエリアの産・官・学及び

  市民が一体となって総合的な取り組みを推進することを目的とする。 
 
（活 動） 
第３条 推進会議の活動は次のとおりとする。 
 （１）「なぎさ海道」に関する情報の収集及び提供 
 （２）「なぎさ海道」実現の取り組み（「広報、交流・連携、調査・研究」以下同じ。）

   の推進に係る合意形成の促進 
 （３）「なぎさ海道」実現の取り組みと「なぎさ海道」整備事業との連携の促進 
 （４）その他推進会議の目的達成に必要な活動 
 
（構 成） 
第４条 推進会議は、代表、代表委員及び委員で構成する。 
２ 代表委員は、「なぎさ海道」を実現しようとする、別記に掲げる、国の機関、財団 

  法人大阪湾ベイエリア開発推進機構に参画する府県・政令市及び経済団体とする。 
３ 代表委員に学識者を加えるものとし、代表委員会で選任する。 
４ 委員は、「なぎさ海道」の趣旨に賛同する、府・県、市・町、企業及び関係団体等 

  とし、代表委員会で選任する。 
 
（代 表） 
第５条 推進会議に代表及び副代表を置く。 
２ 代表は、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構とする。 
３ 副代表は、代表が代表委員の内から指名する。 
 
（幹 事） 
第６条 推進会議に幹事を置く。 
２ 幹事は、代表委員会が選任する。 
 
（顧 問） 
第７条 推進会議に顧問を置くことができる。 
２ 顧問は、必要に応じて代表が委嘱するものとし、「なぎさ海道」の推進について意見

を述べることができる。 
 
（総 会） 
第８条 総会は、代表委員会が必要と認めるときに開催するものとし、代表が招集する。 
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（代表委員会） 
第９条 代表委員会は、代表及び代表委員で構成し、推進会議の運営に関する重要事項を

   決定する。 
２ 代表委員会は、必要に応じて代表が招集する。 
 
（幹事会） 
第１０条 幹事会は、幹事で構成し、推進会議の運営に関する連絡調整及び｢なぎさ海道｣ 
 資源の登録承認等に関する事務を処理する。 
２ 幹事会に幹事会座長を置くこととし、幹事会で選出する。 
３ 幹事会は、必要に応じて幹事会座長が招集する。 
４ 幹事会に、専門的な検討を行うための作業部会を複数置くことができる。 
５ 作業部会については、幹事会が別に定める。 
 
（経 費） 
第１１条 推進会議の運営に要する費用は、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構が負

 担する。 
 
（事務局） 
第１２条 推進会議の事務局は、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構に置く。 
 
（補 則） 
第１３条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は代表委員会が別

  に定める。 
 
 付 則 
この規約は、平成９年７月２２日より施行する。 
 付 則 
この規約は、平成１２年７月１９日より施行する。 
 
［別 記］ 
＊国の機関 
  経済産業省近畿経済産業局地域経済部、国土交通省近畿地方整備局企画部、 

国土交通省近畿地方整備局建政部、国土交通省近畿地方整備局港湾空港部、    

 国土交通省近畿運輸局企画振興部、国土交通省神戸運輸監理部総務企画部 
   
＊大阪湾ベイエリア開発推進機構に参画する府県・政令市 
  大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、大阪市、神戸市 
 
＊経済団体 
  関西経済連合会、大阪商工会議所、神戸商工会議所、和歌山商工会議所、 
  徳島商工会議所、関西経済同友会
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参考２「なぎさ海道」推進会議構成員                 H17.7.29 現在 

代表委員 委員 幹事 具体化検討
団体等名称   

作業部会 

座   長 

(ベイ常務理事) 

代   表

（ベイ副会長）
○   財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構 

大阪大学大学院 工学研究科 教授 鳴海  邦碩 副 代 表       

兵庫県立大学 自然環境科学研究所 教授 中瀬   勲 ○       

経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 ○   ○ ○ 

国土交通省 近畿地方整備局 企画部 ○   ○ ○ 

国土交通省 近畿地方整備局 建政部 ○   ○ ○ 

国土交通省 近畿地方整備局 河川部     ○ ○ 

国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 ○   ○ ○ 

国土交通省 近畿運輸局 企画振興部 ○   ○   

国土交通省 神戸運輸監理部 総務企画部 ○   ○   

大阪府 企画調整部 ○   ○ ○ 

大阪府 港湾局     ○   

兵庫県 県民政策部 ○   ○ ○ 

兵庫県 県土整備部     ○   

和歌山県 企画部 ○   ○ ○ 

和歌山県 県土整備部     ○   

徳島県 企画総務部 ○   ○ ○ 

徳島県 県土整備部     ○   

大阪市 計画調整局 ○   ○ ○ 

大阪市 港湾局     ○   

神戸市 企画調整局 ○   ○ ○ 

神戸市 建設局     ○   

神戸市 みなと総局     ○   

社団法人関西経済連合会   ○   ○ ○ 

社団法人関西経済同友会   ○   ○   

大阪商工会議所   ○   ○   

神戸商工会議所   ○   ○   

和歌山商工会議所   ○   ○   

徳島商工会議所   ○   ○   

堺市     ○     

高石市     ○     

泉大津市     ○     

忠岡町     ○     

和泉市     ○     

岸和田市     ○     

貝塚市     ○     

熊取町     ○     

泉佐野市     ○     

田尻町     ○     
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代表委員 委員 幹事 具体化検討
団体等名称   

作業部会 

泉南市     ○     

阪南市     ○     

岬町     ○     

尼崎市     ○     

西宮市     ○     

芦屋市     ○     

明石市     ○     

播磨町     ○     

加古川市     ○     

高砂市     ○     

姫路市     ○     

御津町     ○     

相生市     ○     

赤穂市     ○     

家島町     ○     

洲本市     ○     

淡路市     ○     

南あわじ市     ○     

五色町     ○     

和歌山市     ○     

海南市     ○     

有田市     ○     

湯浅町     ○     

広川町     ○     

由良町     ○     

日高町     ○     

美浜町     ○     

御坊市     ○     

印南町     ○     

みなべ町     ○     

田辺市     ○     

白浜町     ○     

日置川町     ○     

すさみ町     ○     

鳴門市     ○     

松茂町     ○     

徳島市     ○     

小松島市     ○     

那賀川町     ○     

阿南市     ○     

都市再生機構 西日本支社     ○     
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代表委員 委員 幹事 具体化検討
団体等名称   

作業部会 

阪神高速道路公団     ○     

本州四国連絡橋公団     ○     

大阪ガス株式会社     ○   ○ 

川崎重工業株式会社     ○   ○ 

関西国際空港株式会社     ○     

関西電力株式会社     ○   ○ 

近畿旅客船協会     ○     

株式会社クボタ      ○     

神戸新交通株式会社     ○     

株式会社神戸製鋼所     ○   ○ 

神戸旅客船協会     ○     

サントリー株式会社     ○     

山陽電気鉄道株式会社     ○     

四国旅客船協会     ○     

新日本製鐵株式会社     ○   ○ 

住友金属工業株式会社     ○   ○ 

住友信託銀行株式会社     ○     

住友電気工業株式会社     ○     

ダイキン工業株式会社     ○     

東洋紡績株式会社     ○     

南海電気鉄道株式会社     ○     

西日本電信電話株式会社     ○     

西日本旅客鉄道株式会社     ○   ○ 

日本生命保険相互会社     ○     

阪神電気鉄道株式会社     ○     

松下電器産業株式会社     ○     

株式会社みずほコーポレート銀行   ○     

株式会社三井住友銀行     ○     

三菱商事株式会社     ○     

三菱電機株式会社     ○     

株式会社りそな銀行     ○     

団体・機関    計 21 82 27 20 

  総会構成員  計 103     
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参考３ 「なぎさ海道」登録資源一覧（平成 18 年 3 月現在） 

【施 設】 

＜兵庫県＞ 

№ 市町村名 施設名 

1 姫路市（旧家島町） 県立母と子の島 

2 姫路市（旧家島町） 坊勢海浜公園 

3 姫路市（旧家島町） 清水公園 

4 姫路市（旧家島町） 弁天島 

5 姫路市（旧家島町） 家島神社 

6 赤穂市 県立赤穂海浜公園 

7 赤穂市 塩の国（県立赤穂海浜公園内） 

8 赤穂市 赤穂御崎海岸 

9 赤穂市 赤穂ハイツ 

10 赤穂市 奥藤酒造郷土館 

11 赤穂市 坂越まち並み館 

12 赤穂市 関西電力㈱赤穂発電所ＰＲ館 

13 相生市 万葉の岬 

14 相生市 白龍城 

相生市 15 ペーロン護岸 

16 相生市 蛭子神社 

17 相生市 住吉神社 

18 相生市 椿ハウス あいおい 

19 たつの市（旧御津町）～相生市 国道 250 号の一部（御津町岩見～相生市那波南本町） 

20 相生市～たつの市（旧御津町） 国道 250 号の一部（御津町岩見～相生市那波南本町） 

21 たつの市（旧御津町） 室津漁港海岸（大浦地区） 

22 たつの市（旧御津町） 室津のまちなみ 

23 たつの市（旧御津町） 自然観察公園（世界の梅公園） 

24 たつの市（旧御津町） 新舞子海水浴場 

25 たつの市（旧御津町） 賀茂神社 

26 姫路市 網干なぎさ公園 

27 姫路市 姫路みなとドーム 

28 姫路市～姫路市（旧家島町） 高速いえしま 

29 姫路市～姫路市（旧家島町） 家島汽船 

30 姫路市 大阪ガス 姫路ガスネルギー館 

31 姫路市 白浜海水浴場・妻鹿漁港（白浜地区） 

32 姫路市 木場ヨットハーバー 

33 姫路市 小赤壁公園 

34 姫路市 姫路市立遊漁センター 

35 高砂市 堀川のまちなみ 

36 高砂市 向島公園 

37 高砂市 高砂海浜公園 

38 高砂市 高砂神社 

39 加古川市 加古川河口部のヨシ原、干潟 

40 加古川市 加古川海洋文化センター 

41 播磨町 新島南緑地 
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＜兵庫県＞ 

№ 市町村名 施設名 

42 播磨町 浜田公園 

43 播磨町 阿閇（あえ）神社 

44 明石市 明石海浜公園 

45 明石市 県立水産試験場 

46 明石市 栽培漁業センター 

47 明石市 西島海岸（いきいき・海の子・浜づくり） 

48 明石市 明石象・明石原人発掘の地～屏風ヶ浦 

49 明石市 播磨サイクリングロード（浜の散歩道）          

50 明石市 大久保町谷八木～江井島地先の海岸 

51 明石市 林崎海岸・松江海岸・藤江海岸 

52 明石市 明石港旧灯台 

53 明石市～淡路市(旧北淡町） 淡路ジェノバライン（明石～富島） 

54 明石市～淡路市(旧淡路町） 明淡高速船（明石～岩屋） 

55 明石市～淡路市(旧淡路町） 明石淡路フェリー（明石～岩屋） 

56 明石市 展望広場（仮称）（中崎） 

57 明石市 大蔵海岸（ＣＣＺ） 

58 明石市～神戸市 山陽電車 西舞子駅～大蔵谷駅 

59 明石市～神戸市 ＪＲ西日本 朝霧駅～舞子駅 

60 明石市 岩屋神社 

61 明石市 住吉神社 

62 明石市 薬師院 

63 淡路市（旧淡路町）～神戸市 明石海峡大橋 

64 淡路市(旧淡路町） 松帆アンカレイジパーク、道の駅あわじ 

65-1 淡路市(旧淡路町) 絵島 

65-2 淡路市(旧淡路町） 大和島 

66 淡路市(旧淡路町） 岩屋海水浴場（田ノ代海岸） 

67-1 淡路市(旧淡路町） 淡路ハイウェイオアシス（サービスエリア） 

67-2 淡路市(旧淡路町） 淡路ハイウェイオアシス 

68 淡路市(旧淡路町）～南あわじ市（旧西淡町） 主要地方道福良江井岩屋線の一部区間 

69 淡路市(旧淡路町）～洲本市 国道 28 号の一部 

70-1 淡路市(旧淡路町・旧東浦町） 国営明石海峡公園 淡路地区 

70-2 淡路市(旧東浦町・淡路町） 国営明石海峡公園 淡路地区 

71 淡路市(旧東浦町） 淡路夢舞台 

72 淡路市(旧東浦町） 交流の翼港 

73 淡路市(旧東浦町） 浦海浜公園 

74 淡路市(旧東浦町） 仮屋漁港海岸 

75 淡路市(旧東浦町） 淡路市立中浜稔猫美術館 

76 淡路市(旧東浦町） 淡路市立陶芸館 

77 淡路市(旧東浦町） 東浦花の湯 

78 淡路市(旧東浦町） 松帆神社 

伊勢久留麻神社 79 淡路市(旧東浦町） 

80 淡路市(旧東浦町・旧淡路町）～洲本市 国道 28 号の一部 

81 淡路市(旧津名町） 埋立地生穂地区緑地公園 

82 淡路市(旧津名町） 津名港ターミナル 

83 淡路市(旧津名町） しづかホール 
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＜兵庫県＞ 

№ 市町村名 施設名 

84 淡路市(旧津名町） 淡路ワールドパーク ONOKORO 

85 淡路市(旧津名町） たこせんべいの里                  

淡路市(旧津名町）（淡路市《旧淡路町》、洲本

市） 
86 国道 28 号の一部 

87 洲本市～淡路市(旧淡路町） 国道 28 号の一部 

88 洲本市～泉佐野市 洲本パールライン 

89 洲本市 三熊山天守展望台 

90 洲本市 成ヶ島 

91 洲本市 住吉神社 

92 洲本市～南あわじ市（旧南淡町） 洲本南淡線 

93 南あわじ市（旧南淡町） 県道洲本南淡線の一部区間（南淡町灘来川～灘大川） 

94 南あわじ市（旧南淡町） 灘黒岩水仙郷 

95 南あわじ市（旧南淡町）～洲本市 沼島汽船 

97 南あわじ市（旧南淡町） 阿万海岸海水浴場 

98 南あわじ市（旧南淡町） 吹上キャンプ場 

99 南あわじ市（旧南淡町） 南淡町立海釣り公園 

96 南あわじ市（旧南淡町） 沼島 

100 南あわじ市（旧南淡町） 休暇村南淡路 

南あわじ市（旧南淡町） 101 大鳴門橋記念館 

102 南あわじ市（旧南淡町） 県道南淡・西淡線、鳴門観潮線の一部区間（南淡町福良仁尾～鳥取） 

103 南あわじ市（旧南淡町） 道の駅「うずしお」 

104 南あわじ市（旧南淡町） ジョイポート南淡路（観潮船） 

105 南あわじ市（旧南淡町） ジョイポート南淡路（観潮船） 

106 南あわじ市（旧南淡町）～鳴門市 大鳴門橋 

107 南あわじ市（旧西淡町） 鳴門岬 

108 南あわじ市（旧西淡町） 桜ヶ丘公園 

109 南あわじ市（旧西淡町） 西淡町海釣り公園 

110 南あわじ市（旧西淡町） 丸山漁港 海の展望ゾーン 

111 南あわじ市（旧西淡町） 魚彩館 

112 南あわじ市（旧南淡町・旧西淡町） 主要地方道南淡西淡線の一部（南淡町福良～西淡町湊） 

113 南あわじ市（旧西淡町） 瓦橋「御原橋」 

114 南あわじ市（旧西淡町） 慶野松原 

115 南あわじ市（旧西淡町） プロポーズ街道 

116 南あわじ市（旧西淡町）～淡路市(旧淡路町） 主要地方道福良江井岩屋線の一部区間（西淡町湊～淡路町岩屋） 

117 洲本市（旧五色町） 五色浜 

118 洲本市（旧五色町） 新五色浜 

119 洲本市（旧五色町） 高田屋嘉兵衛公園 

120 洲本市（旧五色町） 主要地方道福良江井岩屋線の一部区間（西淡町湊～淡路町岩屋） 

121 淡路市(旧一宮町） 江井崎遊歩道 

122 淡路市(旧一宮町） 郡家港海浜公園 

123 淡路市(旧一宮町） 緑のみちしるべ「一宮町郡家公園」 

124 淡路市(旧一宮町） 尾崎漁港海岸 

125 淡路市(旧一宮町） 主要地方道福良江井岩屋線の一部区間（西淡町湊～淡路町岩屋） 

126 淡路市(旧一宮町） 淡路城 

127 淡路市(旧北淡町） 主要地方道福良江井岩屋線の一部区間（西淡町湊～淡路町岩屋） 

128 淡路市(旧北淡町） 北淡町震災記念公園 
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＜兵庫県＞ 

№ 市町村名 施設名 

129 淡路市(旧北淡町） 北淡県民サンビーチ 

132 神戸市 舞子海上プロムナード 

133 神戸市 明治天皇歌碑 

134 神戸市 移情閣 

135 神戸市 県立舞子公園 

130 淡路市(旧北淡町） 北淡室津ビーチ 

131 神戸市 橋の科学館 

136 神戸市 アジュール舞子 

137 神戸市 五色塚古墳 

138 神戸市 マリンピア神戸 

139 神戸市 垂水漁港 

140 神戸市 平磯 恋人岬 

141 神戸市 平磯緑地・平磯海づり公園・垂水年金会館・垂水海浜プール 

142 神戸市 塩屋漁港 

143 神戸市 ＪＲ西日本 須磨駅～塩屋 

144 神戸市 山陽電鉄本線 一ノ谷～須磨浦公園駅～東垂水駅 

145 神戸市 須磨浦公園 

146 神戸市 須磨海づり公園 

147 神戸市 須磨海浜公園 

148 神戸市 神戸市立国民宿舎須磨荘（シーパル須磨） 

149 神戸市 神戸市立須磨海浜水族園 

150 神戸市 離宮道、須磨離宮公園 

151 神戸市 腕塚堂 

152 神戸市 高松橋 

153 神戸市 神戸ウイングスタジアム 

154 神戸市 和田岬砲台 

155 神戸市 兵庫運河 

156 神戸市 清盛塚・琵琶塚 

157 神戸市 大輪田橋 

158 神戸市 新川運河キャナルプロムナード 

159 神戸市 兵庫津の道 

160 神戸市 キャナルタウン兵庫 

161 神戸市 神戸ハーバーランド 

162 神戸市 神戸港ミニクルーズ“みなと物語” 

163 神戸市 神戸港めぐり 

167 神戸市 メリケンパーク 

168 神戸市 神戸中突堤旅客船バース 

169 神戸市 震災メモリアルパーク 

170 神戸市 みなと公園 

171 神戸市 東遊園地 

164 神戸市 パルメデール 

165 神戸市 ルミナス神戸２ 

166 神戸市 中突堤西地区 

172 神戸市 神戸ポートターミナル 

173 神戸市 神戸新交通 ポートターミナル駅～中公園駅間 
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174 神戸市 ポートアイランド北公園 

175 神戸市 ポートアイランド中公園 

176 神戸市 ポートアイランド南公園 

177 神戸市 ＣＡＴパーク 

178 神戸市 ポートアイランド（第２期）西緑地 

179 神戸市 東部新都心 

180 神戸市 西郷川河口公園 

181 神戸市 西求女塚古墳 

182 神戸市 灘浜緑地 

183 神戸市 西郷酒蔵群と沢の鶴資料館 

184 神戸市 新在家運河プロムナード 

185 神戸市 新在家南公園 

186 神戸市 処女塚古墳 

187 神戸市 東求女塚古墳 

188 神戸市 酒蔵の道 

189 神戸市 住吉川防災ふれあい河川 

190 神戸市 神戸新交通 南魚崎駅～アイランド北口駅間 

191 神戸市 六甲アイランド 北公園 

192 神戸市 六甲アイランド マリンパーク 

193 神戸市 水の遊歩道・うおざき 

194 神戸市 瀬戸公園 

195 神戸市 サンシャインワーフ神戸 

196 神戸市 神戸大学海事資料館 

197 神戸市 神戸深江生活文化資料館 

202 神戸市 須磨寺 

203 神戸市 駒林神社 

204 神戸市 築島寺 

205 神戸市 薬仙寺 

206 神戸市 能福寺 

207 神戸市 船寺神社 

198 神戸市 海神社 

199 神戸市 舞子六神社 

200 神戸市 現光寺 

201 神戸市 綱敷天満宮 

208 神戸市 住吉神社 

209 神戸市 若宮神社 

210 神戸市 海泉寺   

211 神戸市 本住吉神社 

212 神戸市 まちなか倶楽部 

213 神戸市 灘浜スポーツゾーン   

214 神戸市 ミュージックグルメ船「コンチェルト」 

215 神戸市 人と防災未来センター 

216 神戸市 舞子砲台跡 

217 神戸市 敏馬（みぬめ）神社 

218 芦屋市 芦屋浜（南護岸） 
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219 芦屋市 海浜公園 

220 芦屋市 県立海洋体育館 

221 芦屋市 虚子記念文学館  

222 西宮市 香櫨園浜 

223 西宮市 西宮砲台 

224 西宮市 新西宮ヨットハーバー 

225 西宮市 甲子園浜海浜公園 

226 西宮市 鳴尾浜臨海公園 

227 西宮市 海づり広場 

228 西宮市 リゾ鳴尾浜 

229 尼崎市 武庫川河川敷公園 

230 尼崎市 尼崎市立魚つり公園 

231 尼崎市 リフレッシュポートあまがさき 

232 尼崎市 北堀であい橋 

 

＜大阪府＞ 

№ 市町村名 施設名 

236 大阪市 北港ヨットハーバー 

237 大阪市 舞洲スポーツアイランド地区 

238 大阪市 舞洲緑道 

239 大阪市 新夕陽ヶ丘 

240 大阪市 舞洲野外活動センター 

241 大阪市 舞洲緑地 

242 大阪市 舞洲陶芸館 

243 大阪市 舞洲アリーナ 

244 大阪市 舞洲ベースボールスタジアム 

245 大阪市 サンタマリア号 

246 大阪市 キャプテンライン 

247 大阪市 コスモライン 

248 大阪市 水都 

249 大阪市 夢咲 

250 大阪市 天保山ハーバービレッジ地区（マーケットプレース） 

251 大阪市 海遊館 

252 大阪市 天保山 

253 大阪市 波除山跡 

254 大阪市 天保山渡船場／安治川筋 

255 大阪市 甚兵衛渡船場／尻無川筋 

256 大阪市 千歳渡船場／大正内港 

257 大阪市 船町渡船場／木津川運河 

258 大阪市 落合上渡船場／木津川筋 

259 大阪市 落合下渡船場／木津川筋 

260 大阪市 千本松渡船場／木津川筋 

261 大阪市 木津川渡船 

262 大阪市 津守新田会所跡 
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263 大阪市 住吉大社 高灯籠 

264 大阪市 加賀屋緑地 

265 大阪市 南港野鳥園 

266 大阪市 コスモスクエア海浜緑地 

267 大阪市 なにわの海の時空館 

268 大阪市 ふれあい港館 

269 大阪市 ATC  O's パーク 

270 大阪市 WTC コスモタワー展望台 

271 大阪市 大阪市交通局 フェリーターミナル駅～ポートタウン東駅 

272 大阪市 南港魚つり園 

273 大阪市 南港海水遊泳場 

274 大阪市 EL CITY NANKO（エルシティーナンコウ） 

275 大阪市 舞洲運動広場 

276 大阪市 舞洲第２運動場 

277 大阪市 シーサイドテニスガーデン舞洲 

278 大阪市 バーベキューガーデン オーチャードグラス 

279 大阪市 舞洲アーバンオートビレッジ オートキャンプ場 

280 大阪市 サントリーミュージアム[天保山] 

281 堺市 堺市海とのふれあい広場 

282-1 堺市 堺旧港周辺 

282-2 堺市 旧港親水護岸 

282-3 堺市 旧堺燈台 

282-4 堺市 堺南台場（大浜公園内） 

282-5 堺市 北台場（大浜北公園内） 

282-6 堺市 明治天皇御駐ひつ之跡（水族館跡） 

282-7 堺市 吉川俵右衛門顕彰碑 

282-8 堺市 お蔭山跡 

282-9 堺市 大浜公園 

282-10 堺市 蘇鉄山（大浜公園内） 

283 堺市 神明神社 

284 堺市 住友金属建材（株）堺製造所 

285 堺市 ライオン（株）大阪工場 

286 堺市 関西電力（株）堺港発電所 

287 堺市 龍女神像 

288 堺市（高石市） 浜寺公園 

289 高石市（堺市） 浜寺公園（高石市羽衣公園丁内） 

290 高石市 泉北臨海緑地（高石市高砂１丁目地内） 

291 高石市 泉北臨海緑地 

292 高石市 漁港周辺（高石市高師浜丁内） 

293 高石市 大阪ガス ガス科学館 

294 泉大津市 助松埠頭港湾労働者福祉会館 

295 泉大津市 泉大津大橋 

296-1 泉大津市 泉大津旧港（きららタウン泉大津） 

296-2 泉大津市 きららセンタービル（展望施設） 

297 泉大津市 汐見先端緑地 
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298 忠岡町～泉大津市 大津川大橋 

299 忠岡町 大津川河川公園（忠岡町忠岡北～馬瀬～北出～高月南） 

300 忠岡町 新浜緑地 

301 忠岡町 正木美術館 

302-1 岸和田市 岸和田旧港（アクアヴェルデ岸和田） 

302-2 岸和田市 シーサイドプロムナード（旧港内） 

303 岸和田市 浪切神社 

304 岸和田市 天性寺（蛸地蔵） 

305 岸和田市 岸和田城（岸和田市立郷土資料館） 

306 貝塚市 緑道（阪南 6 区内） 

307 貝塚市 二色の浜公園（海浜緑地） 

308-1 貝塚市 市民の森 

308-2 貝塚市 シェルシアター 

308-3 貝塚市 市立自然遊学館 

309-1 貝塚市 二色の浜公園 

309-2 貝塚市 遊歩道（二色の浜公園内） 

310 泉佐野市 泉佐野漁港 青空市場 

311 泉佐野市 いずみさの関空マリーナ 

312 泉佐野市 南海電車・JR 西日本 りんくうタウン駅～関西空港駅 

313 泉佐野市 春日神社 

314-1 泉佐野市（田尻町、泉南市) りんくうタウン 

314-2 田尻町（泉佐野市、泉南市) りんくうタウン 

314-3 泉南市（泉佐野市、田尻町) りんくうタウン 

314-4 泉佐野市 てんぼーるりんくう（ゲートタワービル内展望施設） 

314-5 泉佐野市 府営りんくう公園（泉佐野） 

314-6 泉佐野市(田尻町、泉南市) マーブルビーチ（泉佐野、田尻、泉南） 

314-7 田尻町（泉佐野、泉南) マーブルビーチ（泉佐野、田尻、泉南） 

314-8 泉南市（泉佐野市、田尻町) マーブルビーチ（泉佐野、田尻、泉南） 

315-1 泉佐野市、田尻町、泉南市 関西国際空港（①見学展望ホール②二期工事見学ホール） 

315-2 田尻町、泉佐野市、泉南市 関西国際空港（①見学展望ホール②二期工事見学ホール） 

315-3 泉南市、泉佐野市、田尻町 関西国際空港（①見学展望ホール②二期工事見学ホール） 

316 津名町～泉佐野市 南海淡路ライン 

317 田尻町 関西国際センター（田尻町） 

318 田尻町 田尻スカイブリッジ（田尻） 

319 田尻町 田尻漁港 

320 泉南市 泉南マリンブリッジ（泉南） 

321 泉南市 サザンビーチ（泉南） 

322 泉南市 浜街道（泉南～阪南） 

323 泉南市 岡田漁港 

324 泉南市 りんくう南浜２号緑地 

325 泉南市 茅渟（ちぬ）神社 

326 泉南市 里外（りげ）神社 

327 田尻町 愛ランドハウス（田尻） 

328 田尻町（泉佐野市、泉南市) 大阪臨海線、泉佐野岩出線 
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＜大阪府＞ 

№ 市町村名 施設名 

329 泉南市(泉佐野市、田尻町) 大阪臨海線、泉佐野岩出線 

330 泉南市～阪南市 男里川河口自然干潟 

331 阪南市～泉南市 男里川河口自然干潟 

332 阪南市 尾崎港・尾崎地区 

333 阪南市 清水弘法大師・えびの浜 

334 阪南市 西鳥取漁港 

335 阪南市 貝掛海岸 

336 阪南市 国道 26 号（阪南市貝掛付近） 

337 阪南市 下荘漁港 

338 阪南市～岬町 南海線 鳥取ノ荘駅～みさき公園駅 

339-1 阪南市～岬町 せんなん里海公園 

339-2 岬町～阪南市 せんなん里海公園 

340-1 岬町 青少年海洋センター 

340-2 岬町 淡輪ヨットハーバー 

341 岬町 海岸番川線 

342 岬町 小島・長松海岸 

343 岬町 南海電車 みさき公園駅～多奈川駅 

344 岬町 緑と憩のエリア 

345 岬町 小島住吉神社 

346 岬町～和歌山市 岬加太港線 

 

＜和歌山県＞ 

№ 市町村名 施設名 

347 和歌山市 加太海水浴場 

348 和歌山市 磯の浦海水浴場 

349 和歌山市 南海電車 磯ノ浦駅付近 

350 和歌山市 和歌山北港魚つり公園 

351 和歌山市～徳島市 和歌山市～徳島市（フェリー） 

352-1 和歌山市 和歌浦地区 

352-2 和歌山市 親子つりパーク（雑賀崎漁港） 

352-3 和歌山市 和歌浦湾のさかな屋さん、（水産物展示販売施設）、（雑賀崎漁港） 

352-4 和歌山市 浪早ビーチ（田ノ浦漁港） 

352-5 和歌山市 和歌浦フィッシャリーナ（和歌浦漁港） 

353 和歌山市 シーサイドロード（市道名草 136 号線） 

354-1 和歌山市 片男波ビーチ 

354-2 和歌山市 片男波公園（海浜公園、健康館、万葉館） 

355 和歌山市 浜の宮ビーチ 

356-1 和歌山市 和歌山マリーナシティ地区 

356-2 和歌山市 和歌山マリーナシティ防波堤 

357 和歌山市 友ヶ島 

358 和歌山市 淡嶋神社 

359 和歌山市 和歌浦天満宮  

360 和歌山市 紀三井寺                                    
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＜和歌山県＞ 

№ 市町村名 施設名 

361 和歌山市 東照宮  

362 和歌山市 玉津島神社 

363 和歌山市 養翠園 

364 和歌山市 番所庭園   

365 和歌山市 住友金属工業㈱和歌山製鉄所   

366 和歌山市 花王㈱和歌山工場 

367 和歌山市 ノーリツ鋼機㈱ 

368 海南市 県立自然博物館 

369 海南市 黒江の町並み 

370 海南市 汐見峠 

371 海南市 熊野古道・王子跡 

372 海南市 熊野古道・藤白坂 

373 海南市 冷水・西ノ浦 

374 海南市 琴ノ浦温山荘園 

375 海南市 鈴木屋敷 

376 海南市 紀州漆器伝統産業会館 

377 海南市 有間皇子の墓 

378 海南市(旧下津町） つり公園シモツピアランド 

379 海南市(旧下津町） 大崎万葉歌碑 

380 海南市(旧下津町） 紀ノ国屋文左衛門船出の碑 

381 有田市 地ノ島海水浴場 

382 有田市 オレンジウェイ 

383 有田市 須佐神社  

384 湯浅町 栖原の浜 

385 広川町 広村堤防（浜口梧陵の築いた津波防堤） 

町道天洲線～県港湾道路～町道広西広線～県道御坊湯浅線～広川町広～

唐尾（県道部分） 
386 広川町 

町道天洲線～県港湾道路～町道広西広線～県道御坊湯浅線～広川町広～

唐尾（町道部分） 
387 広川町 

388 広川町 西広海岸 

389 由良町 戸津井漁港関連道一部区間 

390 由良町 白崎海洋公園 

391 由良町 由良海つり公園 釣堀ランド 

392 由良町 宇佐八幡神社 

393 由良町 衣奈八幡神社 

394 日高町 主要県道御坊由良線 

395 日高町 温泉館「海の里」 

396 日高町 堺市立日高少年自然の家 

397 日高町 産湯海岸（産湯海水浴場） 

398 日高町 西山ピクニックパーク（西山ピクニック緑地） 

399 日高町 白鬚神社  

比井若一王子神社                         400 日高町 

401-1 美浜町 日ノ岬地区 

401-2 美浜町 日ノ岬灯台 
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＜和歌山県＞ 

№ 市町村名 施設名 

402-1 美浜町 煙樹ヶ浜（美浜海岸） 

402-2 美浜町 煙樹ヶ浜・松林 

402-3 美浜町 煙樹ヶ浜キャンプ場 

403 御坊市 はまぼう群生地 

404 御坊市 国道 42 号の一部区間 

405 印南町 国道 42 号の一部区間 

406 印南町～みなべ町（旧南部町） ＪＲ西日本 切目駅～岩代駅～南部駅 

407 みなべ町（旧南部町） 国道 42 号の一部区間 

408 みなべ町（旧南部町） 千里ヶ浜 

409 みなべ町（旧南部町） 埴田崎万葉歌碑 

410 みなべ町（旧南部町） 磯崎遊歩道 

411 田辺市 天神崎 

412 田辺市 扇ヶ浜 

413 田辺市 海外引揚者上陸記念碑 

414 白浜町 県道白浜温泉線の一部区間 

415 白浜町 白浜海底観光船 

416 白浜町 白良浜海岸（白浜海岸） 

417 白浜町 梶原谷スキューバーダイビング基地 

418 白浜町 草堂寺 

419 白浜町 本覚寺（貝寺） 

420 白浜町 京大白浜水族館 

421 白浜町 南方熊楠記念館 

422 白浜町 白浜美術館 

423 白浜町 白浜海中展望塔 

424 白浜町 三段壁洞窟 

425 白浜町(旧日置川町） 太平洋自転車道 

426 白浜町(旧日置川町） 道の駅「志原海岸」 

427 白浜町(旧日置川町） 日置海岸 

428 白浜町(旧日置川町） リヴァージュ・スパ ひきがわ 

429 白浜町(旧日置川町） 日置川町営テニスコート 

430 すさみ町 いこいの村 わかやま 

431 すさみ町 すさみ町民コミュニティープラザ 

432 すさみ町 くろしお牧場 

433 すさみ町 道の駅「イノブータンランド・すさみ」 

434 すさみ町 婦夫波 

435 すさみ町 熊野古道大辺路街道 長井坂 

436 すさみ町 ＪＲ西日本 見老津駅付近 

437 すさみ町 日本童謡の園・エビとカニの水族館 

438 すさみ町 国道４２号線（すさみ町～串本町） 
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＜徳島県＞ 

№ 市町村名 施設名 

439 阿南市 蒲生田岬（蒲生田（地先）海岸） 

440 阿南市 アカウミガメの産卵地 

441 阿南市 椿泊漁港海岸 

442 阿南市 伊島連絡交通 

443 阿南市 見能林（地先）海岸 

444 阿南市 中林海岸 

445 阿南市 淡島海岸 

446 阿南市 船瀬温泉保養施設 

447 阿南市 Ｊパワー＆よんでん Wa ンダーランド 

448 阿南市 椿自然園 

449 阿南市 橘湾石炭火力発電所 

450 阿南市(旧那賀川町） コート・ベール徳島ゴルフクラブ 

451 阿南市(旧那賀川町） 那賀川出島野鳥公園 

452 小松島市 しおかぜ公園 

453 徳島市 日峰大神子広域公園 

454 徳島市 大神子海岸 

455 徳島市 みなと公園 

456 徳島市 新町川水際公園 他 

457 徳島市 吉野川河口の干潟 

458 徳島市 小松（地先）海岸（小松海水浴場） 

459 徳島市 丈六寺 

460 徳島市 興源寺 

461 鳴門市～松茂町～徳島市 徳島鳴門自転車道（鳴門市撫養町～徳島市川内町）【ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ】 

462 松茂町 松茂（地先）海岸 

463 松茂（鳴門、徳島） 徳島鳴門自転車道（鳴門市撫養町～徳島市川内町）【ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ】 

464 徳島（鳴門、松茂） 徳島鳴門自転車道（鳴門市撫養町～徳島市川内町）【ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ】 

465 鳴門市 撫養川河畔親水公園 

466-1 鳴門市 鳴門公園周辺 

466-2 鳴門市～南あわじ市（旧南淡町） 大鳴門橋 

466-3 鳴門市 鳴門公園 

466-4 鳴門市 千畳敷 

466-5 鳴門市 一般県道亀浦港櫛木線（鳴門スカイライン） 

466-6 鳴門市 大鳴門架橋記念館エディ 

466-7 鳴門市 渦の道 

467 鳴門市 鳴門公園～鳴門観潮周遊 

468 鳴門市 鳴門観潮船 

469 鳴門市 国道 11 号の一部（鳥ヶ丸～三津） 

470 鳴門市 大塚国際美術館 

471 鳴門市 鳴門ガレの森美術館 

472 鳴門市 鳴門ウチノ海総合公園 
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【イベント】 

＜兵庫県＞ 

№ 市町村名 施設名 

№ 市町村名 イベント名 

473 姫路市(旧家島町） 家島町観光釣り大会 

474 姫路市(旧家島町） ぼうぜペーロンフェスタ 

475 姫路市(旧家島町） 家島天神祭り（夏祭り） 

476 相生市 相生ペーロン祭り 

477 たつの市(旧御津町） みつまつり 

478 たつの市(旧御津町） 梅と潮の香マラソン大会 

479 高砂市 高砂神社秋祭り 

480 播磨町 播磨町夏まつり 

481 洲本市 淡路島まつり 

482 洲本市 夏越し祭 

483 淡路市(旧一宮町） わいわい祭 

484 神戸市 春季大祭（七宮神社） 

485 神戸市 神戸まつり 

486 神戸市 神戸港ボート天国 

487 神戸市 みなとこうべ海上花火大会 

488 神戸市 神戸港カッターレース 

489 神戸市 智慧の道 光の回廊 

490 神戸市 須磨浦秋祭り 

491 神戸市 兵庫運河祭 ペットボトルいかだレース 

492 神戸市 こうべ海の盆踊り 

493 神戸市 酒蔵コンサート   

494 神戸市 東灘アートマンス   

495 芦屋市 芦屋サマーカーニバル 

 

＜大阪府＞ 

№ 市町村名 施設名 

496 大阪市 大阪港みなとまつり 

497 大阪市 リフレッシュ瀬戸内 

498 大阪市 セイル・トレーニング 

499 大阪市 探鳥会 

500 大阪市 天保山海上花火大会 

501 大阪市 天保山まつり 

502 大阪市 オズのシーサイドフリマ ～Enjoy!気ままに宝探し大作戦～ 

503 大阪市 ATC オズハロウィンカーニバル 

504 大阪市 オズＸ'mas イベント  

505 大阪市 オズ X'maｓイルミネーションショー        

506 大阪市 ATC カウントダウン 

507 大阪市 ボート天国（カッターレース） 

508 堺市 堺大魚夜市（おおうおよいち） 

509 堺市 堺（出島）漁港 とれとれ市 

510 堺市～泉佐野市 泉州国際市民マラソン 
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＜大阪府＞ 

№ 市町村名 施設名 

511 高石市 青空市場 

512 泉大津市 泉大津サマ− フェスタ 

513 泉大津市 きらら Ｔｈｅ フリマ 

514 岸和田市 岸和田港まつり 

515 岸和田市 ドラゴンボートレース 

516 貝塚市 海上保安庁の巡視船による体験航海行事 

517 泉佐野市 春日神社夏祭り 

518 泉佐野市 泉佐野郷土芸能の集い 

519-1 泉佐野市･泉南市･田尻町 つばさのまちフェスタ（りんくう花火の祭典） 

519-2 泉南市、泉佐野市、田尻町 つばさのまちフェスタ（りんくう花火の祭典） 

519-3 泉南市、泉佐野市、田尻町 つばさのまちフェスタ（りんくう花火の祭典） 

520 田尻町 田尻漁業体験 

521 大阪市 やさしいしぜんかんさつ会（海べのしぜん） 

522 大阪市 ボート天国（ヨットレース） 

523 大阪市 クリーンアップキャンペーン 

 

＜和歌山県＞ 

№ 市町村名 施設名 

524 和歌山市 和歌祭 

525 和歌山市 万葉薪能 

港まつり花火大会 526 和歌山市 

527 和歌山市 スターライトイリュージョン 

528 海南市 紀州漆器まつり 

529 有田市 紀文まつり 

530 有田市 太刀魚祭 

531 田辺市 田辺花火大会 

532 田辺市 田辺市農林水産まつり 

533 白浜町 山神社祭礼 

534 和歌山市 和歌浦ベイマラソン with ジャズ 

 

＜徳島県＞ 

№ 市町村名 施設名 

535 阿南市 阿南の夏まつり 

536 阿南市 阿南マリンフェスティバル 

537 徳島市 吉野川フェスティバル 

538 鳴門市 鳴門渦まつり 
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参考４「市民ネットワーク・市民ワークショップ・なぎさ海道フォーラム開催箇所図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●数字は「市民ワークショップ」開催場所  

☆印は「なぎさ海道フォーラム」開催場所  
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参考５ 「なぎさ海道」ウォーク実績 
 

 年度 分類 開催日 主催者 集合場所 コース名 参加者数

大阪湾ベイエリア

開発推進機構 
平成 12 12/9(土) 1 ＪＲ JR 垂水駅 なぎさ海道を撮ろう 明石海峡大橋コース 300

万葉のロマン漂う海和歌の浦と紀三井寺桜

散策 
平成 13 4/7(土) 1 ＪＲ 和歌山駅 紀三井寺駅 30

ナショナルトラスト運動発祥の地天神崎を

訪ねて 
平成 13 4/14(土) 2 ＪＲ 紀伊田辺駅 紀伊田辺駅 9

平成 13 4/21(土) 3 ＪＲ 南部町 岩代駅 熊野古道梅香る町南部町を歩こう 5

平成 13 5/5(祝) 4 ＪＲ 泉佐野市 日根野駅 りんくうウォーク GO!!GO!! 133

平成 13 5/5(土) 5 ＪＲ 由良町 紀伊由良駅 ゆらゆらとゆら巡り 33

兵庫区歴史花回道ウォーク標語津の道と高

田屋嘉兵衛ゆかりの地 
平成 13 6/17(日) 6 ＪＲ 兵庫区 兵庫駅 621

平成 13 10/14(日) 7 ＪＲ 須磨・垂水区 JR 舞子駅 西国街道潮風ウォーク 600

平成 13 10/27(土) 8 ＪＲ 海南市 JR 海南駅 熊野古道と漆器の里・黒江を訪ねて 56

みなとまち泉大津 大阪湾一望 ～神戸・

明石大橋を望む 
平成 13 10/28(日) 9 ＪＲ 泉大津市 JR 和泉府中駅 60

なぎさ海道 下津まるごと体験ツアー 熊

野古道しもつ「わくわくハイク」 
平成 13 10/28(日) 10 ＪＲ 下津町 JR 海南駅 400

NPO ふぁーむいん

紀州日高 

日本一のミニ鉄道に乗って：潮風のまち美

浜町へ 
平成 13 10/28(日) 11 ＪＲ JR 御坊駅 100

平成 13 11/3(土) 12 ＪＲ 堺市 JR 堺市駅 堺の歴史を歩く・ウォーク 70

平成 13 11/3(土) 13 ＪＲ 泉佐野市 JR 日根野駅 りんくうカルチャーウォーク 80

平成 13 11/11(日) 14 ＪＲ 阪南市 JR 和泉鳥取駅 阪南歴史街道・なぎさ海道ウォーク 90

平成 13 11/18(日) 15 ＪＲ 泉南市 JR 新家駅 ぐるり泉南 50

NPO ふぁーむいん

紀州日高 
平成 14 4/6(土) 1 ＪＲ 御坊駅 桜並木のトンネルと白亜の灯台の日の岬 90

平成 14 4/7(日) 2 ＪＲ 阪南市 山中渓駅 山中渓から雲山峰、桜の園へ 雨天中止

平成 14 4/21(日) 3 ＪＲ 岸和田市 東岸和田駅 タイムトレイル岸和田ウォーク 雨天中止

平成 14 5/5(土) 4 ＪＲ 泉佐野市 日根野駅 りんくうウォーク GO!GO! 167

平成 14 7/7(日) 5 ＪＲ 神戸市 須磨駅 しみんくりーんうぉーく 90

平成 14 9/29(日) 6 ＪＲ 岸和田市 東岸和田駅 タイムトレイル岸和田ウォーク 127

NPO ふぁーむいん

紀州日高 

クエ料理で有名な「ときめきロード」日高

海岸へ 
平成 14 10/5(土) 7 ＪＲ 御坊駅 90

MUSASHI の故郷 高砂を歩く ～高砂やこ

の浦舟に帆をあげて～ 
平成 14 10/6(日) 8 ＪＲ 高砂市   宝殿駅 201

～ぶらり海南歩き旅～熊野古道と紀州漆器

の里・黒江を訪ねて 
平成 14 10/13(日) 9 ＪＲ 海南市    海南駅 64

下津まるごと体験ツアー熊野古道しもつ

「わくわくハイク」 
平成 14 10/27(日) 10 ＪＲ 下津町    海南駅 759

西国街道ぶらりウォーク(兵庫から須磨を

たずねて） 
平成 14 11/3(日) 11 ＪＲ 神戸市須磨区   兵庫駅 450

平成 14 11/3(日) 12 ＪＲ 堺市 堺市駅 堺の文化と伝統見て歩き 103

平成 14 11/10(日) 13 ＪＲ 阪南市    和泉鳥取駅 はんなん ぶらぶらウオーク 64
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 年度 分類 開催日 主催者 集合場所 コース名 参加者数

南海・阪神電鉄共

催 

初夏の潮風を浴びてだんじりの城下町まで

歩く 
14 平成 14 南海・阪神 6/23(日) みさき公園駅 652

須磨浦公園､ハーバーランド､芦屋・西宮ベ

イエリア 

初秋のなぎさ海道を歩く 

阪神・南海電鉄共

催 
15 平成 14 南海・阪神 9/23(祝) 山陽須磨浦公園駅 675

16 平成 14 南海 10/19(土) 南海電鉄 みさき公園駅 ｢土佐日記」潮風の道を歩く 231

17 平成 14 南海 11/9(土) 南海電鉄 和歌山港駅 海風薫る新和歌浦古代ロマンを偲んで 245

18 平成 14 南海 11/13(水) 南海電鉄 吉見ノ里駅 関西空港の対岸線をのんびりとええもんや 319

2002年サッカーワールドカップ会場の神戸

ウィングスタジアム探訪なぎさ海道ウォー

ク 

19 平成 14 阪神 5/19(日) 阪神電鉄 阪神三宮駅 1,552

20 平成 14 阪神 6/30(日) 阪神電鉄 甲子園駅 アシックスフィットネスウォーク 787

21 平成 14 阪神 9/1(日) 阪神電鉄 大物駅 散策 下町尼崎 1,810

22 平成 14 阪神 11/3(日) 阪神電鉄 甲子園駅 西宮戎に向かう旧国道と、水辺の散歩道 1,291

阪神パークの人気者、ゾウのキク子・アキ

子とお別れウォーク 
23 平成 14 阪神 3/21(祝) 阪神電鉄 武庫川駅 1,650

24 平成 14 山陽 3/24(日) 山陽電鉄 大蔵谷駅 大蔵海岸からは鉢伏山上梅花を楽しむ 863

25 平成 14 山陽 5/12(日) 山陽電鉄 山陽魚住駅 中尾親水公園・明石海浜公園ハイク 1,032

26 平成 14 山陽 5/26(日) 山陽電鉄 山陽明石駅 淡路島公園ハイク 1,122

27 平成 14 山陽 9/8(日) 山陽電鉄 江井ヶ島駅 浜の散歩路のたそがれを歩く 848

28 平成 14 山陽 9/22(日) 山陽電鉄 東垂水駅 明石海峡を望海し明石西公園ハイク 801

29 平成 14 山陽 1/26(日) 山陽電鉄 別府駅 播州・名松めぐりハイク 1,219

泉南地域広域行政

推進協議会 

泉南のおいしい味覚もちょっぴりかじれ

る！？関空をながめて歩く秋のりんくう 
30 平成 14 その他 10/27(日) 南海線樽井駅 115

泉南地域広域行政

推進協議会 

歴史を感じ、自然を学ぶクリーンウォーク

～二色の浜から岸和田城へ～ 
31 平成 14 その他 11/30(土) 南海線二色浜駅 208

泉南地域広域行政

推進協議会 

春のひざしを浴びながら、歴史・環境にふ

れる 
32 平成 14 その他 3/15(土) ＪＲ熊取駅 105

泉南地域広域行政

推進協議会 

潮風薫る海岸で、小さな春を見つけて歩く

～箱作からみさき公園へ～ 
33 平成 14 その他 3/29(土) 南海線箱作駅 186

1 平成 15 ＪＲ 5/5(祝) 泉佐野市 日根野駅 りんくうウォーク GO!GO! 244

NPO ふぁーむいん

紀州日高 
2 平成 15 ＪＲ 5/11(日) 御坊駅 日本の渚百選･白崎海岸（由良町） 雨天中止

3 平成 15 ＪＲ 5/18(日) 岸和田市 東岸和田駅 タイムトレイル岸和田ウォーク 91

正しい歩き方推進

実行委員会 

明石海峡大橋と潮騒の サンセットウォー

キング 
4 平成 15 ＪＲ 7/21(祝) 垂水駅 76

5 平成 15 ＪＲ 10/4(土) 高砂市 宝殿駅 宮本武蔵・伊織の里を歩く 51

NPO ふぁーむいん

紀州日高 

武内宿弥伝説の産湯海岸から温泉館「みち

しおの湯」へ 
6 平成 15 ＪＲ 10/11(土) 御坊駅 60

～ぶらり海南あるき旅～ 熊野古道と紀州

漆器の里・黒江を訪ねて 
7 平成 15 ＪＲ 10/18(土) 海南市 海南駅 85

兵庫区歴史花回道ウォーク 明治近代化の

歩みを訪ねて－兵庫運河散策－ 
8 平成 15 ＪＲ 10/18(土) 神戸市兵庫区 兵庫駅 180

9 平成 15 ＪＲ 10/19(日) 岸和田市 東岸和田駅 タイムトレイル岸和田ウォーク 27

ええとこ再発見・白砂青松のおもかげを訪

ねて 
10 平成 15 ＪＲ 10/26(日) 堺市 鳳駅 68
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 年度 分類 開催日 主催者 集合場所 コース名 参加者数

下津まるごと体験ツアー 熊野古道しもつ

「わくわくハイク」 
11 平成 15 ＪＲ 10/26(日) 下津町 海南駅 898

泉南地域広域行政

推進協議会 

泉南広域エコ・ウォークラリー（泉佐野・

田尻ルート） 
12 平成 15 ＪＲ 11/1(土) 日根野駅 161

東灘アートマンス ～文化と芸術の香り高

いまち・東灘～ 
13 平成 15 ＪＲ 11/2(日) 神戸市東灘区 住吉駅 137

正しい歩き方推進

実行委員会 

明石海峡大橋と潮騒のサンセットウォーキ

ング 
14 平成 15 ＪＲ 11/3(祝) 垂水駅 98

南海・阪神電鉄共

催 

『南海沿線から阪神沿線へ 大阪ベイエリ

ア空中散歩』 
15 平成 15 南海・阪神 6/1(日) 住吉大社駅 1,122

南海・阪神電鉄共

催 
16 平成 15 南海・阪神 9/23(祝) 甲子園駅 『西宮・尼崎ベイエリアウォーク』 951

南海・阪神電鉄共

催 

『蘇鉄山から浜寺公園へ 堺ベイエリアウ

ォーク』 
17 平成 15 南海・阪神 10/19(日) 堺駅 958

ご存じですか、せせらぎの里から止々呂支

比売命神社を訪ねて 
18 平成 15 南海 4/16(水) 南海電鉄 住吉大社駅 403

潮風を感じつつ、長慶寺の紫陽花と古代の

ロマン溢れる海会寺跡を訪ねる 
19 平成 15 南海 6/14(土) 南海電鉄 樽井駅 368

万葉と吉宗ロマンのまち・和歌浦から和歌

山城へ 
20 平成 15 南海 9/21(日) 南海電鉄 和歌山港駅 2,007

堺の隠れた名所を巡って～日本最低山を登

る～ 
21 平成 15 南海 9/25(木) 南海電鉄 堺駅 304

22 平成 15 阪神 6/8(日) 阪神電鉄 出屋敷駅 新旧の歴史の交差点、尼崎をウォーキング 1,532

アシックスフィットネスウオーク ココロ

のフィットネスに効く知的で楽しいウオー

キング 

23 平成 15 阪神 6/29(日) 阪神電鉄 甲子園駅 1,207

24 平成 15 阪神 9/14(日) 阪神電鉄 甲子園駅 温故知新・西宮彩発見！ 1,481

25 平成 15 阪神 11/3(祝) 阪神電鉄 出屋敷駅 出屋敷出発、西宮くるっと街あるき 989

明石海浜公園・イベントを楽しむハイク

（雨天により９／１４に延期して開催） 
26 平成 15 山陽 5/11(日) 山陽電鉄 江井ヶ島駅 800

27 平成 15 山陽 9/7(日) 山陽電鉄 江井ヶ島駅 浜の散歩路のたそがれハイク 880

28 平成 15 山陽 9/21(日) 山陽電鉄 東垂水駅 明石海峡を望海し明石西公園ハイク 859

29 平成 15 山陽 12/21(日) 山陽電鉄 舞子公園駅 舞子・垂水シーサイドから鉢伏山上へ 960

泉南地域広域行政

推進協議会 

泉南広域エコ・ウォークラリー（堺・阪南

・泉南ルート） 
30 平成 15 その他 11/15(土) みさき公園駅 95

1 平成 16 ＪＲ 4/18(日) 岸和田市 東岸和田駅 タイムトレイル岸和田ウォーク 78

関空開港１０周年記念 りんくうウォーク

GO!GO! 
2 平成 16 ＪＲ 5/5(祝) 泉佐野市 日根野駅 208

NPO ふぁーむいん

紀州日高 
3 平成 16 ＪＲ 5/8(土) 御坊駅 日本の渚百選･白崎海岸（由良町） 85

～ぶらり海南あるき旅～ “いやし”と信

仰の道・熊野古道を歩こう！ 
4 平成 16 ＪＲ 5/9(日) 海南市 海南駅 48

正しい歩き方推進

実行委員会 

明石海峡大橋と潮騒のサンセットウォーキ

ング 
5 平成 16 ＪＲ 7/18(日) 垂水駅 250

6 平成 16 ＪＲ 10/9(土) 高砂市 宝殿駅 たかさご三社秋まつりウォーク 雨天中止

下津まるごと体験ツアー 熊野古道しもつ

「わくわくハイク」 
7 平成 16 ＪＲ 10/24(日) 下津町 海南駅 816
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 年度 分類 開催日 主催者 集合場所 コース名 参加者数

NPO ふぁーむいん

紀州日高 
8 平成 16 ＪＲ 10/24(日) 御坊駅 煙樹海岸・延寿渚うぉーく 50

大和川 300 年 環濠堺 400 年 歴史・浪漫

ウォーク 
9 平成 16 ＪＲ 10/31(日) 堺市 浅香駅 65

～ぶらり海南あるき旅～ 熊野古道を歩こ

う！！ 
10 平成 16 ＪＲ 10/31(日) 海南市 海南駅 69

正しい歩き方推進

実行委員会 

明石海峡大橋と潮騒のサンセットウォーキ

ング 
11 平成 16 ＪＲ 11/3(祝) 垂水駅 130

泉南地域広域行政

推進協議会 

『泉南広域エコ・ウォークラリー』 熊取

・泉佐野・和泉砂川コース 
12 平成 16 ＪＲ 11/20(土) 熊取駅 133

南海・阪神電鉄共

催 

関西国際空港開港１０周年記念 『関空・

泉佐野ベイエリアウォーク』 
13 平成 16 南海・阪神 5/2(日) 南海・関西空港駅 2,018

14 平成 16 南海・阪神 9/23(祝)  
南海・阪神電鉄共

催 

南海沿線から阪神沿線へ『大阪湾ベイエリ

ア渡し船紀行』 
南海・岸里玉出駅 1,095

15 平成 16 南海・阪神 11/7(日)  
南海・阪神電鉄共

催 
阪神・武庫川駅 西宮・芦屋人工浜・空中遊園の橋へ 1,157

紀貫之と枕草子に書かれた神社を訪ね関西

空港を一望しながらあるく 
16 平成 16 南海 3/31(水)  南海電鉄 羽倉崎駅 379

潮風を感じながら、大津川河川敷からツツ

ジの道をあるく 
17 平成 16 南海 4/21(水)  南海電鉄 泉大津駅 411

18 平成 16 南海 5/8(土)  南海電鉄 みさき公園駅 あたご山散策と潮騒の道をあるく 502

19 平成 16 南海 5/15(土)  南海電鉄 羽衣駅 浜寺緑道から泉大津旧港を経て大津神社へ 397

20 平成 16 南海 6/19(土)  南海電鉄 樽井駅 泉南の史跡文化財を訪ねて 371

潮風を味わいながら二色の浜パークタウン

をあるく 
21 平成 16 南海 9/29(水)  南海電鉄 貝塚駅 229

大鳥北浜神社から浜寺公園の松とバラを訪

ねて 
22 平成 16 南海 10/13(水) 南海電鉄 浜寺公園駅 369

堺旧港・出島漁港から紀州街道を経て浜寺

公園へ 
23 平成 16 南海 10/30(土) 南海電鉄 堺駅 136

24 平成 16 南海 11/20(土) 南海電鉄 みさき公園駅 美しい海岸線と紅葉狩り 372

25 平成 16 阪神 5/12(水)  阪神電鉄 出屋敷駅 春の水辺 運河と河川めぐり 621

26 平成 16 阪神 5/29(土)  阪神電鉄 西灘駅 変わらない神戸 変わりゆく神戸ウォーク 960

27 平成 16 阪神 6/9(水)  阪神電鉄 千鳥橋駅 潮の香漂う天保山と渡船めぐり 599

アシックス フィットネスウォーク～初夏

の潮風で心と身体をリフレッシュ 芦屋浜

から西宮浜へ～ 

28 平成 16 阪神 7/3(土)  阪神電鉄 芦屋駅 1,135

須磨浦山上からの東方面一望エリア散策ウ

ォーク 
29 平成 16 阪神 10/2(土)  阪神電鉄 須磨浦公園駅 597

30 平成 16 阪神 11/10(水) 阪神電鉄 野田駅 淀川岸辺から深秋の矢倉緑地へ 510

31 平成 16 阪神 12/2(木)  阪神電鉄 西宮駅 初冬の浜風が吹く西宮浜・鳴尾浜 580

32 平成 16 山陽 5/9(日)  山陽電鉄 江井ヶ島駅 明石海浜公園・イベントを楽しむハイク 雨天中止

33 平成 16 山陽 5/23(日)  山陽電鉄 明石駅 淡路島公園ハイク 1,120

34 平成 16 山陽 9/5(日)  山陽電鉄 江井ヶ島駅 浜の散歩路のたそがれハイク 1,065

35 平成 16 山陽 12/26(日) 山陽電鉄 舞子公園駅 舞子・垂水シーサイドから鉢伏山へ 1,015

泉南地域広域行政

推進協議会 

『泉南広域エコ・ウォークラリー』岸和田

・貝塚コース 
36 平成 16 その他 11/13(土) 南海・岸和田駅 71
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 年度 分類 開催日 主催者 集合場所 コース名 参加者数

ＮＰＯ法人ふぁー

むいん紀州日高 
1 平成 17 ＪＲ 4/3(日) 御坊駅 御坊市・花一杯の宮子姫の里を道成寺へ 雨天中止

赤穂市役所観光商

工課 
2 平成 17 ＪＲ 4/23(土) 播州赤穂駅 水、みどり、歴史文化の赤穂交流ウォーク 57

泉佐野市役所商工

労働観光課 
3 平成 17 ＪＲ 5/5(祝) 日根野駅 りんくうウォークＧＯ！！ＧＯ！！ 107

海南市・海南市観

光協会 

～ぶらり海南あるき旅～ 熊野古道ハイク

・熊野聖域への入口から国宝善福院へ 
4 平成 17 ＪＲ 5/8(日) 海南駅 74

正しい歩き方推進

実行委員会 

明石海峡大橋と潮騒のサンセットウォーキ

ング 
5 平成 17 ＪＲ 7/18(祝) ＪＲ神戸線 垂水駅 172

NPO 法人ふぁーむ

いん紀州日高 

水土里（みどり）豊かな御坊市と安珍清姫

の道成寺 
6 平成 17 ＪＲ 10/1(土) 御坊駅 104

海南市・海南市観

光協会 

ぶらり海南ハイキング ～自然博物館と漆

器蒔絵体験～ 
7 平成 17 ＪＲ 10/8(土) 海南駅 6

8 平成 17 ＪＲ 10/8(土) 高砂市 宝殿駅 たかさご三社秋まつりウォーク 80

坂越公民館（赤穂

市） 

歴史豊かな坂越のまち並み 陽光きらめく

坂越海岸を歩く 
9 平成 17 ＪＲ 10/22(土) 坂越駅 85

海南市・海南まる

ごと体験ツアー実

行委員会 

海南まるごと体験ツアー  熊野古道わくわ

くハイク 
10 平成 17 ＪＲ 10/23(日) 海南駅 900

正しい歩き方推進

実行委員会 

明石海峡大橋と潮騒のサンセットウォーキ

ング 
11 平成 17 ＪＲ 11/3(祝) ＪＲ神戸線 垂水駅 253

唐船組（からせん

ぐみ） 
12 平成 17 ＪＲ 3/5(日) 播州赤穂駅 赤穂御崎と兵庫県一低い唐船山を歩こう 136

南海・阪神電鉄共

催 

住吉公園(南海・住吉

大社駅） 

-南海沿線から阪神沿線へ-「木津川・尻無

川・安治川横断ウォーク」(南海・阪神合同)
13 平成 17 南海・阪神 5/1(日) 811

南海・阪神電鉄共

催 

初秋の浜風に誘われて 南芦屋浜海岸ウォ

ーク  
14 平成 17 南海・阪神 9/25(日) 阪神・今津駅 1,003

15 平成 17 南海・阪神 
11/23( 水

・祝) 

南海・阪神電鉄共

催 

和歌浦から和歌山城へ 万葉の景勝地と城

下町ウォーク  
南海・和歌山市駅 887

16 平成 17 南海 4/13(水) 南海電鉄 南海・岸和田駅 岸和田城から緑の遊歩道をあるく  419

泉佐野ふるさと町屋と潮風の臨空都市をあ

るく  
17 平成 17 南海 4/30(土) 南海電鉄 南海・泉佐野駅 545

18 平成 17 南海 6/1(水) 南海電鉄 南海・加太駅 爽やかな森林コースをあるく  385

堺名所めぐり～航空輸送発祥の地を偲んで

～  
19 平成 17 南海 10/1(土) 南海電鉄 南海・堺駅 540

20 平成 17 阪神 3/20(日) 阪神電鉄 阪神・西宮駅 アーモンドの花 お花見ウオーク  1,705

21 平成 17 阪神 6/8(水) 阪神電鉄 阪神・香櫨園駅  初夏の浜辺と芦屋川を歩く  792

アシックス フィットネスウォーク 夏の

日差しと浜風と・・・南芦屋浜・西宮浜砂

浜ウオーク  

芦屋公園 （阪神・芦

屋駅） 
22 平成 17 阪神 7/3(日) 阪神電鉄 685

三宮東遊園地 （阪神

・三宮駅） 
23 平成 17 阪神 9/14(水) 阪神電鉄 港町神戸 震災復興１０年の街並み  611

いにしえを今に伝えて 阪神電車思い出ウ

オーク  
24 平成 17 阪神 10/20(木) 阪神電鉄 阪神・出屋敷駅  620

武 庫 川 東 岸 河 川 敷

（阪神・武庫川駅）
25 平成 17 阪神 11/13(日) 阪神電鉄 阪神ウオーターフロントウオーク  977
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 年度 分類 開催日 主催者 集合場所 コース名 参加者数

神戸高速・高速神戸

駅  
26 平成 17 阪神 12/4(日) 阪神電鉄 師走の厄払い 神戸８社訪ねあるき  807

魚住住吉公園（山陽

・魚住駅） 
27 平成 17 山陽 5/8(日) 山陽電鉄 中尾親水公園・明石海浜公園ハイク 1,061

舞子公園東松林（山

陽・舞子駅） 

舞子からシーサイドをへて山上梅林「梅ち

ぎり」を楽しむハイク 
28 平成 17 山陽 6/12(日) 山陽電鉄 1,055

阪神高速湾岸線 南

芦屋浜 

芦屋浜・西宮浜 シーサイド散策コース、

芸術・文学散策コース 
29 平成 17 その他 7/31(日) 阪神高速道路公団 44

財団法人泉佐野市

公園緑化協会 
30 平成 17 その他 10/23(日) 南海・貝塚駅 ベイエリアの緑☆再発見 30

泉南地域広域行政

推進協議会 

これぞ「泉南」、惜しまず見せます丸ごと

「泉南」！ 
31 平成 17 その他 11/5(土) 南海・みさき公園駅 112

合計 70,349
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参考６ 「なぎさトレイルマップ」作成箇所図 
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平成１７年度〔紀伊田辺～芳養ルート〕（和歌山県） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年度〔坂越～播州赤穂ルート〕（兵庫県） 
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 参考７ 「なぎさ海道」市民活動助成実績（平成１７年度） 

申請団体 活動名 概要 

特定非営利法人 海辺の環境学習・エコ

ツアー指導者育成事業

子どもたちや市民が海辺に親しみ、海への理解を育むにあた

って、海辺を知る指導者の育成が不可欠であるため、大阪湾

沿岸域環境創造研究センターにおいて既に編集・発行してい

る「海の環境学習ハンドブック」等を活用し、指導者育成を

行った。 

・座学（講義）３日（１２月１７日、１月１４日、２月４日）

・現地実習２日（３月４日、５日） 

大阪湾沿岸域環境創

造研究センター 

きしわだ自然友の会 大阪湾の干潟大発見・

貝からわかる干潟のふ

しぎ 

大阪湾の干潟環境のすばらしさを、そこに生息している貴重

な貝類から理解してもらえるよう「大阪湾干潟の貝類ガイド

ブック」を作成し、これらを地域の教育機関に配布するとと

もに、干潟の観察会を大阪湾の干潟で実施した。 

・「大阪湾 男里川・近木川河口に生きる貝」  

 ３月刊行 １０００部 

・観察会 ２回開催（２月４日、３月２日）  

自然遊学館わくわく 二色の浜 自然体験活

動 なぎさの生きもの

と海浜植物群落の復元

海浜植物を含めて海大好きの人間を増やすことを目的に、二

色の浜等において海浜植物群落調査を施した。また、夜の海

探検を２回開催した。 

・海浜植物群落調査：毎月１回 

・夜の海探検：７月２３日、８月６日 

クラブ 

近木川流域自然大学 大阪湾再生市民フォー

ラム(広報)と水質モニ

タリング 

かつての海辺と人とのかかわりを問い、その PR と大阪湾再生

にどうかかわったらいいのかを問うフォーラムと水質モニタ

リングを開催した。 

・「大阪湾再生市民フォーラム２」 

研究会 

 ２月５日開催（参加１０５名） 

・「水質モニタリング活動」 西小学校５年生（１４４名）

浜脇校区子ども会 ビーチカーニバル・ビ

ーチクリーニング 

綺麗な海に戻って欲しいとの思いを込めて、地区の南端の「御

前浜」で赤ちゃんからお年寄りまでみんなが交流できるビー

チカーニバルを開催した。楽しむだけでなく自分達で環境を

守ろうとする気持ちを育てるため海岸の清掃活動を行った。

・ビーチカーニバル：５月２８日 

・ビーチクリーニング：毎月第３土曜日、「海の日」   

連絡協議会 

西淀自然文化協会 市民向けウェブサイト

の開設 

ウェブサイトを自力で作成する技術を身につけ、これまでの

矢倉干潟・淀川河口一帯での観察会等の取り組みで得たデー

タおよびノウハウをウェブ上で公開することにより、海辺を

活動の場とした交流･自然体験活動や環境教育活動について

より多くの人に理解を図った。 

・「西淀自然文化協会ホームページ」の作成。 

応募：１４件  交付決定：６件 (助成金合計額 1,980,174 円) 
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