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『第 1回境港おさかなロード大漁祭』の報告 

境港 元気みなと商店街 

会長 山田 義彦 

みなとまちづくりマイスター 

 

皆さん、こんにちは。境港より参りました山田と申します。私もこういう席

でお話をするのは本当に慣れないものですから、「第 1回境港おさかなロード大

漁祭」は大盛況だったのですが、このことをうまく皆様にお伝えできるかどう

か心配しております。まあ、ここにお集まりの方、皆さん一を聞いて十を知る

方々ばかりですので、至らないところが有りますけれどもその辺は寛容の精神

で宜しくお願い致します。 
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まず、皆さんは境港に対してどのような印象をお持ちでしょうか。境港にお

見えになった方は別と致しまして、境港は鳥取県と島根県の県境、米子から 20km

北に日本海のほうに弓浜半島といいますけれども、弓なりに平らな平野の砂地

がございます。幅が 5km です。こういった所に空港と港、海と空、全部が揃っ

ているような町で、人口が 3 万 6 千と少ないんですけれども、そういう意味で

は空にも海にも開けた町で大変住みよい町と思っております。私は高校を出ま

してから東京の大学、それから東京の会社、全部で 10年程東京におりましたけ

れど、家業が水産加工業を営んでおりましたので、そろそろ帰ってきてくれな

いかというようなことで、昭和 43年の春に会社を辞めて家業を継ぐことになり

ました。若い時には商店街とか水産業とか自分のことで精いっぱいだったもの

ですから、みなとまちをつくるとか活気を取り戻そうといったことにはあまり

関心が無かったんです。境港は境水道という幅が 300m の水道が主の港でした。

昭和 50 年代を過ぎて、バブルの絶頂期も過ぎて、昭和 60 年の後半になり、右

端の方に見えます耳のように出ておりますところが新しく埋め立てて新港とな

り、そちらのほうに全部漁港が移ったものですから、元々の港の賑わいが消え

てしまってひっそりとしてしまったのです。何かここで境港を活気づけるとい
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うか漁港として、港として活力を生みたいというようなことを思うようになり

ましたのがその頃です。そして、境港にもみなと祭りというものが海の記念日

の頃に有るんですけれども、その祭りもどんどん陸に上がってしまって、芸能

人を呼び 200 万円ほど出せば東京からちょっとした歌手とかバンドなどを呼ん

で簡単に祭りが出来るというような具合に、なんか金で済んでしまうような祭

りがだんだんとなってきたものです。それでは海峡が寂しいんじゃないかとい

うことで、26、7年途絶えておりました境港市民ボートレースというのを始めま

した。まあ、皆さん、市民としてはボートレースというのは昔も有ったと、出

てみたいということで結構みなと祭りに参加頂く方も多かったものです。それ

と長崎のペーロンレースをこの海峡でやれば港町に相応しいイベントになるん

じゃないかということで、ボートの仲間 5、6人で買えるようなペーロンがあり

ませんかということで長崎市に問い合わせをして中古のペーロンを２艇買って

まいりました。そのペーロンのレースも大漁祈願とか船の航行安全祈願とか、

そういった旗を掲げてレースをして、なるべく神事に結び付けようということ

でやりました。それがちょうど平成の初め頃でしたけれども、40チーム、1チー

ム 30人の選手で、1000人くらいの選手と応援団で大変盛り上がって、境の一大

イベントになってきました。それからずっと続けています。そういうことで教

育委員会の方からみなとまちづくりマイスターに推薦をするけれどもいいかと

いうことで、平成 22年頃にお話が有りました。良いですよと軽い気持ちでお受

けしたんですけれども、最初はみなとまちづくりマイスターがどういうことを

するのか分かりませんでした。ただ、こういう会に１、２度出て認定してもらっ

ただけでは駄目だ。何かやらなくてはということで、元気みなと商店街という

のを作りました。これが境港市を上から見たところです。耳のように出ている

ところは全部埋め立て地で、飛行場が 2000ｍは滑走路、これも平成になってか

ら出来たところです。平成 5 年から観光地ではなかった境港に水木しげるさん

の妖怪のブロンズ像を置き始めました。そして今、境港の駅が出ていますが、

妖怪の絵なども置いています。こうして妖怪のブロンズ像等を置くことによっ

て、NHKが水木しげるさんの自叙伝と言いますか、テレビドラマをやっていただ

いたりして、一大観光地になりまして、平成 22年には 370万人という観光客が

お見えになりました。 
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「みなとオアシス境港」が認定

左から戸田局長、赤澤政務官、安倍境港市副市長

赤澤政務官ご臨席のもと、中国管内１０番目、全国で６９番目の登録港となる、「みなとオアシス境港」の登録証交付式
を開催しました。

日 時：平成25年6月28日（金）

場 所：境港夢みなとタワー

来 賓：赤澤亮正国土交通大臣政務官

地元出席者：安倍境港市副市長、

木下境港市建設部長

地整出席者：戸田中国地整局長、

魚住中国地整港湾空港部長、

梶谷境港湾・空港事務所長

みなとオアシス境港エリア図

夢みなとタワー

みなとさかい交流館

竹内地区

内港地区

○名 称：みなとオアシス境港
○設置港湾：境港（重要港湾 港湾管理者 境港管理組合）
○設置者：境港市
○運営者：みなとオアシス境港運営委員会
○中核施設：夢みなとタワー、みなとさかい交流館

さかいこう

みなとさかい交流館 夢みなとタワー

2

 

これは平成 25年ですけれども、今の赤澤衆議院議員、それから安倍副市長と

でみなとオアシスの認定を頂いた時の写真です。 
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マリナーオブ・ザ・シーズ
（アジア最大！ Ｈ２６.１０初寄港）

（総トン数）138,276㌧
（全 長） 311m
（全 幅） 39m
（乗客定員） 3,114人

現在はクルーズ客船が貨物岸壁に着岸

本州日本海側港湾では第２位の
寄港回数！！（H25年実績）

クルーズ客船の寄港が急増！

境港背後圏域の賑わいの創出！

水木しげるロード
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2015年（平成27年）の予定
寄港20回以上、乗客30,000人以上

乗客は境港背後の観光地へ！

境港における旅客数及びクルーズ船寄港数の推移

出雲大社
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近年、境港でも大型クルーズ船が入港するようになりました。これは去年の

写真だと思いますけれども、13 万トンのイタリアの船籍だと思います。今年は

30 隻以上の観光船が入ってくる予定で、日本海側では第 2 位ということです。

これからこういう観光客が見えた時に境港で何が出来るかというようなことも

考えて行かなければいけないなということを話しております。今ですとほとん

どの観光客は、島根県の出雲大社。一昨年は遷宮でした。それと島根県の松江

城の天守閣が今年は国宝になりました。それから外国人ジャーナリストが選ん

だ日本一の庭園、足立美術館。それから大根島という中海に浮かぶ島で牡丹で

有名な所ですけれども、ここに由志園という日本庭園があります。そういった

所に 8 割がたの観光客が流れてしまって、境港は神々の国、出雲大社の玄関口

だけになってしまうのではないかと。それではせっかくお客さんがお見えにな

るのに、ゲゲゲの鬼太郎のブロンズ像を外国人のお客さんが見て行かれるだけ

なのかと心配しております。 
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水木しげるロード

出典：国土地理院ホームページ （http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do）

おさかなロード

水木しげるロード
境港駅

大漁祭会場

200m

N

万人

370万人
NHK連続テレビ小説
「ゲゲゲの女房」放送

4

 

僕たちが境で一番見てもらいたいのは海岸通なんですけれども、あまり整備

してない。海の幸が豊富な境港ですから、それを食べて帰っていただくという

食堂、和食の店やイタリアン、テイクアウトの店、オープンカフェとか、こう

いった所にゆったりと寛いでいただく。対岸には島根半島、360m の山なんです

けれども、本当に四季を通じて深緑から紅葉、冬は雪景色も見られます。そう

いった海岸にゆったりと和んでいただいたり、食を味わっていただいたり、オー

プンカフェでゆっくりしてもらう。これは水木しげるロードなんですけれども、

先ほども言いましたように、現在でも 200 万人以上の観光客がお見えになりま

す。この 200 万人のお客さんが、まあ、入場料は要らないわけですから、水木

ロードのブロンズ像を見て、その後に松江のほうに行かれる。境港は通り道だ

けになってしまうのではないか。駅から 800m の水木ロードを見たお客さんが、

さらに足を延ばしてこの辺でゆっくりしてもらえば、お客さんの境港の滞在時

間がもっと増えるのではないか。そうすると境港の経済が潤うのではないか。

賑わいも返ってくるのではないか。この水木ロードのお客さんを何とか海岸通

に誘導したいということです。 
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【現在】 【将来】

おさかなロード沿い

おさかなロードマップ

5

 

これが今の海岸通ですけれども、僕たちがこういうふうな海岸通にしたいと

いうことで、行政の方にも、海岸通は素晴らしい所だから美観地区にしていた

だいて、将来、10年、20年先にこういった素晴らしい通りにしてくださいとお

願いしているところです。そして、どういう具合に水木ロードから海岸通に誘

導すれば良いかなと。あまりお金も無いですし、大きなものも建てられません。

そういう訳で水木ロードの妖怪ブロンズ像に対して、境港は魚の町ですから魚

のオブジェ、魚のブロンズ像を。この赤い線がおさかなロードです。今、こち

らに 15、一つ増えて 16になりました。魚のブロンズ、本物のような魚、スズで

作るんです。そのスズに着色をして、それを置いてお客さんを誘導したい。こ

こにも資料館とか、明治に作られた灯台が有るんですけれども、こういった所

にお客さんがぶらぶらと歩いて行っていただければ、境港にも少しは賑わいが

戻って来るんじゃないかということで、今、頑張っているところでございます。 
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海上パレード
（境港・美保関の漁船による境水道でのパレード）

まぐろ感謝祭

水揚げされた紅ズワイガニ
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これは荷揚げの風景です。境港は紅ズワイガニの日本一の水揚げです。それ

と鮪は生ですけれども、これから 6月、7月、8月、だいたい 7月の初め頃まで

ですが、日本一の水揚げです。獲れる時には 1 万本、だいたい巻網で獲ってく

るものですから、青森、大間のほうでは、ちょっと獲り過ぎだと言われること

もあります。そういった食材があるのに境港に来て食べる所が無いとか、何を

買えば良いのかと苦情を言われるお客さんも多いです。これは年に 1 度、市場

付近で行われる水産まつりです。これは魚市場関係の仲買関係とかで第 29回を

やっているところです。 
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みこしパレード

境港ペーロン大会 境港ボートレース大会

Ｓｕｎーｉｎビーチバレー大会

7

 

これもみなと祭りの風景で、先程言いましたペーロンレースが左下です。そ

して右側がボートレースです。だいたい 300mです。観覧席も直線の海岸でやっ

ていますので、結構賑わっております。上は何処にでもあるような御神輿とそ

れからビーチバレー。ビーチバレーもかなり有名な方が来られているようです。 
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境港臨港道路「江島大橋」（通称：「ベタ踏み坂」）

○鳥取県境港市と島根県松江市を結ぶ江島大橋は境港内の物
流の円滑化、境港と背後圏の広域ネットワークの形成を目的と
して整備を進め、平成16年10月に供用開始。

○柱と桁が一体となった構造（ＰＣラーメン構造）で、橋全体で外
力に耐える構造となっている。

○また、橋の下には中海に位置する、米子港、安来港、松江港へ
向かう、5,000トン積級の船舶が航行できるクリアランスを確保
（中央径間250m、同様の構造形式の橋梁の中では日本一の
規模）している。

中央径間

250m

江島地区
渡地区

■港と背後圏のネットワーク形成 自動車会社のCMで「ベタ踏み坂」として話題に

盛土部 盛土部江島大橋 1,446.2m

100.8m 取付高架橋部 351.2m 主橋梁部 660.0m 取付高架橋部 435.0m
157.0m

中央径間 250m勾配 6.1％ 勾配 5.1％

↓米子港、安来港、松江港方面

島根県松江市八束町江島側 鳥取県境港市渡町側

勾配6.1％ 勾配5.1％

8

 

ジャンプ台のようなにみえる橋があります。これは望遠レンズで撮っている

んです。ですから本当にジャンプ台のような所を車で登っていると。これがコ

マーシャルで有名になりました「ベタ踏み坂」という境の江島に掛かる江島大

橋。これは平成１６年に出来ました。このことによりまして松江までは中海経

由と島根半島経由で中海圏の交流も出来ているようです。 

 

 

 



◇第１６回みなとまちづくり研究会◇ 

11 

 

第1回境港おさかなロード大漁祭

日時 ： 平成２７年 ３月２１日、２２日
場所 ： 鳥取県境港市

境港おさかなロード・境水道海岸通り
主催 ： 境港元気みなと商店街
目的 ： おさかロードの賑わいと認知度の向上

■Sea級グルメ ２０店（１９品エントリー）

【結果】
グランプリ ： 元気みなと商店街「かにだしラーメン」
準グランプリ ： （有）小倉水産食品

「骨まで愛してサーモンボール」
３位 ： （株）カツキ「あじ天」
境港商工会議所会頭賞 ： （有）山芳海産「づけ丼」

■スタンプラリー
おさかなロード沿いに１６体の魚類のオブジェ

N

9

 

これがウォーターフロント協会に許可をいただいて、今まで全国大会でして

いた Sea級グルメ大会を単独で境港で出来ないかということで今年３月２１日、

２２日に境港でやりました。これが大漁祭と同時に Sea 級グルメ。２０店舗が

参加されました。もっと有ったんですけれども、２０店舗くらいでも５００m足

らずの所でしたのでテントが張れなかったものですから、これで打ち切りにし

たわけです。そして Sea 級グルメ全国大会と同じように食べた方にチケットを

渡して食べた後に投票してもらうというようなことをやりました。 
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これが３月２１日当日です。

３月は当日と明くる日が本当

に良い天気で雲一つない天気

に恵まれまして、心配していた

ことが吹っ飛んでしまいまし

た。本当に大成功、８割がたは

成功したのではないかと思っ

ております。 

 

これが開会式の時の写真で

ございます。副市長に祝辞を

言っていただいています。 

 

 

  

 

 

 

 

それから赤澤内閣府副大臣

の挨拶もいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

そして、実行委員長の佐名木

市会議員の挨拶です。 
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14

 

境の大漁太鼓を３０年くらい前からやっております。大漁太鼓で幕開けとい

うことです。 

 

 

  

これは地元の芸能人の方が司会と歌で余興をやっているところです。 

そしてこちらがベリーダンスの同好会の方の発表会をしているところです。 
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我々がみなとまち商店街

をなんとか活気ある街にし

ようとやっておりましたら、

境小学校の６年生の子供達

が、おじさんのやっている

ようなことを応援しても良

いということで、今、課外

授業としておさかなロード

の掃除をしたり、おさかな

ロードに自分たちが発砲ス

チロールで作った魚の像を

置いたり、いろいろと応援

してくれています。僕たち

の活動を後押ししてくれて

いるような状態です。 

 

これを見ると当日の素晴

らしい快晴の天気が分かる

と思います。これがテント。

ちょうど昼前だと思います。

だいぶ人通りが増えてきた

ところです。 

 

 

 

 

 

これは鳥取県のマスコッ

トですね。トリピーといい

ます。応援に来てくれまし

た。 
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これもそうですね。もう

昼頃ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これはイカカツ、元気み

なと商店街で、苫小牧にも

行かせて頂きましたし、小

名浜にも行かせて頂きまし

た。このイカカツを作って

売っているところですね。 

 

 

 

 

 

美味しそうに食べておら

れる写真です。来られた方

も本当に天気が良いのと、

作り立ての物を食べられる

わけですから、美味しいわ

けですけれど。大変満足さ

れていました。後でアン

ケートも取りまして、き

ちっと結果も出ています。 
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これは実行委員長と芸

能人の陶山さんという方

です。ちょうど天気も良

かったので、和服を着て歩

こう会というグループの

方が訪れて話をしている

ところだと思います。 

 

 

 

 

みなとオアシス Sea 級

グルメ大会の投票所です

ね。２０個の投票箱が有っ

て、自分の気に入った所に

入れておられるところで

す。 
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おさかなロード
【おさかなオブジェ】

26

 

先程言いましたおさかなのロードのオブジェですけれど、これはメヌケカサ

ゴという体長が大きいものでは２キロくらいになる魚です。冬は鍋物、秋から

冬にかけては刺身も美味しいカサゴの大きいものです。これはアカエイとか、

料理屋さんの前に置いています。そして真鯛。これは剣先イカ。これはスルメ

イカ。こういったものを道路に並べて置き始めたのが平成 23年なんですけれど

も、やっと最近になって「おさかなロード」として地図にも載せていただくよ

うになりました。去年の暮頃からお客さんに「おさかなロード」は何処ですか

ということで写真を撮って歩いている方もちらほら見かけるようになりました。 
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この日は国交省の境港の

港湾空港事務所の方にも大

変お世話になりました。当日

はおさかなロードにスタン

プを置きましてスタンプラ

リーをしました。こういうふ

うにスタンプを押してもら

うと抽選をして景品をあげ

るというふうなところでお

手伝いをいただきました。 

 

 

これは舞立参議院議員が

お見えになっているところ

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらが景品を受け取っ

て喜んでいるところです。 
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これは最後になりますけれども、境港港湾空港事務所長の相田さんが Sea 級

グルメの準グランプリの方に賞状を贈られているところです。やっぱりこうい

うふうにすると励みになると思うんですよね。大変喜んでいますけれども、作

る物にとっては励みになると思います。そしてこれは橋間専務理事からカップ

を頂いているところです。この日は朝から来ていただいてずっと会場を見回っ

ていただいたり、食べて頂いたり本当にお世話になりました。ありがとうござ

いました。閉会式の時の実行委員長の挨拶です。本当に 2 日間で 1 万人以上の

方に来ていただきました。土曜日に 5 千人くらい、日曜日には NHK のニュース

でも流れて、中国管内で流れたものですから広島の方からも結構来ていただき

ました。 
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■アンケート調査結果

アンケート回答者
男性 １５２人
女性 ２３６人
合計 ３８８人

鳥取県内 ２２９人（内境港市１３４人）
島根県内 ４０人
県外 １３０人
合計 ３９９人

魚類のオブジェが並ぶ「おさかなロード」があることについて
知っている １６９人（約４割）
今日知った １６５人（約４割）
知らない ６４人
合計 ３９８人

おさかなロードの知名度アップに大きく貢献

・大漁祭の満足度調査では、雰囲気、開催場所、開催時期、出店内容について、
９割以上の人が「満足」「ほぼ満足」でした。
・次回の開催については、「また来たい」「来たい」と回答した来客は９７％以上も
ありました。

■今後について・・・

■来場者数

約１１,０００人（２１日：5,０００人、２２日：6,０００人）
※主催者発表

34  
そしてこの日は尾道～松江の高速自動車道が開通した日でした。普通ですと

岡山から来られる方が多いんですけれども、この日はそういったことも有った

のか広島の方が多いように思いました。 

大漁祭りに来てよかったとか、これからも続けてやってくれというようなア

ンケートの結果も出ましたので、来年 2回目をやっていきたいと思っています。 

今、ざっと、あっちに行ったり、こっちに行ったり思いつくままに話してし

まいました。このおさかなロードの大漁祭りは半年前から計画を練ってきまし

た。天候が一番心配だったんです。本当に今年に入ってからは 1 週間に 1 回、

10 日に 1 回程度の会議をやりました。境港の港湾事務所の方にも毎回会議に出

席していただき、市役所の方も 2 名くらい来ていただき、いろいろご助言、ご

指導を頂いて本当に大成功に終わった気がいたします。国交省の方、市役所の

方、今日は一緒に来ていただいていますけれども、本当に心からお礼を言いた

いと思います。ありがとうございました。 
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外港竹内南地区

外港竹内地区

外港中野地区

美保飛行場

外港昭和南地区
外港昭和北地区

内港地区

大山

江島大橋

江島地区

外港冲地区

外江地区

ご静聴いただき誠にありがとうございました

 


